
京都やましろ観光ホームページ

やましろ地域の魅力満載のサイトです！
ＱＲコードからご覧ください。

http://www.pref.kyoto.jp/kyotoyamashiro/

やましろ観光ホームページでは、 Web 版

「やましろ観光広域マップ」 で観光スポット

情報を閲覧することができます。

Google map で現在地もわかり、 スマート

フォンをナビとして利用できます。

ながたみどりさんの楽しいイラストがいっ

ぱいつまったマップで、 ぜひ京都やましろ

観光にお出かけください！

平成 27 年 2 月、 人気アイドルグループ

AKB48 総監督で京都府木津川市出身の横山

由依さんが 「京都やましろ観光大使」 に就任、

山城地域の魅力を発信しています！

京都やましろ観光大使　活動中！

平成 29 年 3 月発行
発行：京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室

〒611-0021　京都府宇治市宇治若森 7-6 TEL：0774-21-2103 E-mail：yamashin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp　URL：http://www.pref.kyoto.jp/kyotoyamashiro/

施設名称 電話番号内　　　容 所　　　在　　　地

向日市文化資料館

大山崎町歴史資料館

源氏物語ミュージアム

宇治・上林記念館

宇治市歴史資料館

城陽市歴史民俗資料館

松花堂美術館

飛行神社・資料館

ふるさとミュージアム山城

（京都府立山城郷土資料館）

平等院ミュージアム鳳翔館

乙訓地域で出土した考古資料を展示

映像や模型を駆使し視覚的に学べる展示

梵鐘や鳳凰等の数々の国宝を展示

映像や模型など趣向を凝らした展示物で源氏物語を体感

茶壷、茶製道具の展示など宇治茶の歴史がわかる。

特別展・企画展を開催、常設展示はありません。

遺跡からの出土物等、歴史・考古・民俗資料を展示

書・画・茶の湯で大成した松花堂昭乗の作品展示等

「カラス型」、「玉虫型」模型飛行機等、飛行原理の資料展示

南山城の特色ある文化財を常設展示、企画展も随時実施

〒617-0002 向日市寺戸町南垣内 40-1

〒618-0071 大山崎町大山崎竜光 3番地 大山崎ふるさとセンター 2階

〒611-0021 宇治市宇治蓮華 116

〒611-0021 宇治市宇治東内 45-26

〒611-0021 宇治市宇治妙楽 38

〒611-0023 宇治市折居台 1-1

〒610-0121 城陽市寺田今堀 1 文化パルク城陽内

〒614-8077 八幡市八幡女郎花 43

〒617-0002 八幡市八幡土井 44

〒619-0204 木津川市山城町上狛千両岩

075-931-1182

075-952-6288

075-981-0010

075-982-2329

0774-21-2861

0774-39-9300

0774-22-2513

0774-39-9260

0774-55-7611

0774-86-5199

◆やましろの資料館・美術館等
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5月上旬～ 5月下旬

3月中旬～ 4月上旬

4月下旬～ 5月上旬

6月上旬～ 6月下旬

5月上旬～ 5月下旬

6月上旬～ 7月上旬

6月上旬～ 7月中旬

6月上旬～ 7月中旬

6月中旬～ 7月上旬

6月下旬～ 8月上旬

8月上旬頃

10 月上旬～ 10 月下旬

11 月上旬～ 11 月中旬

11 月上旬～ 11 月下旬

11 月上旬～ 11 月下旬

11 月上旬～ 11 月下旬

11 月下旬

11 月下旬

10 月

11 月下旬

3月下旬

1月上旬～ 3月上旬

1月中旬～ 2月上旬

11 月下旬

11 月下旬～ 12 月上旬

11 月下旬～ 12 月上旬

11 月下旬～ 12 月上旬

11 月下旬～ 12 月上旬

2月中旬～ 4月上旬

2月下旬～ 4月上旬

4月下旬

7月
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9月
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2 月下旬～ 3月中旬

2月下旬～ 3月上旬

3月下旬～ 4月上旬
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3月下旬～ 4月上旬

3月下旬～ 4月上旬

4月下旬～ 5月上旬

4月中旬～ 5月上旬

4月下旬～ 5月中旬

4月下旬～ 5月中旬

4月中旬～ 5月中旬

4月下旬～ 5月上旬

3月上旬～ 3月下旬

3月下旬～ 4月上旬

3月下旬～ 4月中旬

4月上旬～ 4月中旬

4月上旬～ 4月中旬

4月上旬～ 4月中旬

4月上旬～ 4月中旬

4月上旬～ 4月中旬

4月上旬～ 4月中旬

4月上旬～ 4月中旬

4月中旬

3月中旬

3月中旬

4月下旬

4月上旬

4月上旬

4月上旬

4月上旬

4月上旬

4月上旬

4月上旬

4月上旬

4月上旬

5月中旬

向日市内

平等院

一休寺

長岡京市内

浄瑠璃寺

京都府立笠置山自然公園

一休寺

正法寺

粟生光明寺

善法律寺

神應寺

向日神社

興聖寺

源氏物語ミュージアム

浄安寺

興聖寺

平等院

松花堂庭園

恵心院

猿丸神社

三室戸寺

山崎聖天

京都府立笠置山自然公園

八条ケ池かきつばた園

八条ケ池西池

観音堂花の小径

岩船寺

岩船寺

恵心院

三室戸寺

三室戸寺

柳谷観音楊谷寺

玉川堤

観音寺

乙訓寺

青谷梅林

長岡天満宮

長岡天満宮

勝竜寺城公園

長岡天満宮

万灯呂山展望台

ふれあい広場

淀川河川公園背割堤地区

海住山寺

地蔵禅院

向日神社

木津川桜づつみ

石清水八幡宮

前川堤の桜並木

アサヒビール大山崎山荘美術館庭園

玉川堤沿い

やすらぎの道

虚空蔵谷川沿い

高尾地区

鴻ノ巣山運動公園

けいはんな記念公園

山崎聖天

高山ダム

やまなみホール

神童寺

神童寺

京都府立笠置山自然公園

京都府立笠置山自然公園

京都府立宇治公園

鴻ノ巣山散策道

三室戸寺

三室戸寺

平等院

平等院

興聖寺

浄瑠璃寺

城陽市

長岡京市

木津川市

宇治市

宇治市

宇治市

宇治市

宇治市

宇治市

八幡市

八幡市

向日市

笠置町

和束町

長岡京市

長岡京市

大山崎町

久御山町

宇治田原町

宇治市

宇治市

宇治市

八幡市

宇治市

向日市

長岡京市

長岡京市

京田辺市

京田辺市

木津川市

木津川市

井手町

京田辺市

長岡京市

笠置町

城陽市

城陽市

城陽市

城陽市

宇治市

宇治市

宇治市

宇治市

宇治市

宇治市

八幡市

八幡市

精華町

笠置町

笠置町

向日市

長岡京市

長岡京市

長岡京市

井手町

大山崎町

大山崎町

井手町

井手町

久御山町

長岡京市

宇治田原町

南山城村

南山城村

宇治田原町

木津川市

木津川市

木津川市

木津川市

木津川市

京田辺市

やましろ花の歳時記

やましろ歳時記
月 日 内　　　容 場　　　　所 市 町 村

 1 月

2 月

3 月

4 月

6 月

7 月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

 1 日～ 15 日
最初の申の日から 3日間
（３回申の日がある時は中の申の日）

 5 日～ 6日未明

下旬～ 9月下旬

下旬～ 3月中旬

下旬～ 8月上旬

下旬～ 11 月上旬

 1 日～ 25 日

第 1日曜

第 1土曜

第 1日曜

第 2日曜

第 1土・日曜

第 2日曜

第 3日曜

第 1日曜

第 3日曜

第 1土・日曜

第 3土・日曜

11 日

21 日～ 5月 20 日

上旬

上旬

下旬

下旬

中旬

上旬

中旬

中旬

中下旬

下旬

下旬

中旬

上旬

上旬

上旬

下旬

 2 日

 2 日

 3 日

 3 日

 2 日

 3 日

 1 日

18 日

18 日

18 日

14 日

23 日

15 日

16 日

吉祥天女立像開扉

吉祥天女立像開扉

いごもり祭

もちばな祭

星供養節分会

竹送り

いごもり祭

梅まつり

桜まつり

さくらまつり

追儺式（鬼くすべ）

蟹供養放生会

長岡京春の観光まつり

県祭

宇治川の鵜飼い

あじさいまつり

やわた太鼓まつり　本宮

笠置夏まつり

木津川灯ろう流し

全国有名盆踊り大会

秋の大祭

京　村まつり

宇治茶まつり

田原祭

郷社大祭

御火焚祭

大住隼人舞

宇治田楽まつり

竹の径・かぐやの夕べ

城陽茶まつり

木津御輿祭

城陽市緑化フェスティバル

宇治十帖スタンプラリー

田山花踊り

JOYO 産業まつり

茶源郷まつり

長岡京ガラシャ祭

向日市まつり

笠置もみじまつり

むら活き生きまつり

秋のもみじめぐり

光のページェント TWINKLE JOYO

鍋 -1 グランプリ

勅祭石清水祭

八幡桜まつり

花見ウィーク

関白忌

梅花祭

春の大祭

宇治川さくらまつり

笠置さくらまつり

観音寺～奈良坂～奈良二月堂

笠置町産業振興会館前

京都府立宇治公園（中の島）

青谷梅林

恋志谷神社

向日神社

和伎神社

平等院

宝積寺

相楽神社

祝園神社

浄瑠璃寺

浄瑠璃寺

長岡天満宮

淀川河川公園背割堤地区

京田辺市内（観音寺ほか）

玉川堤

宝積寺

蟹満寺

長岡京市内

県神社

宇治川

柳谷観音楊谷寺

高良神社

やまなみホール

笠置キャンプ場／笠置駅前

笠置町笠置大橋上流

京都府立宇治公園

恋志谷神社

石清水八幡宮

宇治橋・興聖寺・中の島付近

御栗栖神社・大宮神社・三宮神社・お旅所

和束天満宮

向日神社

天津神社・月読神社

京都府立宇治公園（宇治市宇治・中の島）

竹の径

荒見神社

木津川市（木津町区・木津区一円）

城陽五里五里の丘（京都府立木津川運動公園）

宇治川周辺一帯

諏訪神社

文化パルク城陽

和束運動公園ほか

長岡京市内一円

向日町競輪場

京都府立笠置山自然公園

総合グラウンド

光明寺ほか

城陽市総合運動公園ほか

笠置いこいの館前広場

木津川市

精華町

木津川市

大山崎町

木津川市

木津川市

長岡京市

南山城村

宇治市

笠置町

向日市

八幡市

八幡市

京田辺市

井手町

大山崎町

木津川市

長岡京市

宇治市

宇治市

長岡京市

南山城村

南山城村

笠置町

笠置町

宇治市

八幡市

宇治市

宇治田原町

和束町

向日市

京田辺市

宇治市

向日市

城陽市

木津川市

南山城村

城陽市

城陽市

和束町

長岡京市

向日市

笠置町

笠置町

南山城村

長岡京市

城陽市

宇治市

城陽市

宇治市

京田辺市

有限会社昇苑くみひも

協同組合 炭山工芸村 協同組合 炭山陶芸

たくみの里井手町まちづくりセンター椿坂

宇治市

宇治市 宇治市

井手町 井手町

伝統工芸
体験

創作・
◆所在地／宇治市宇治妙楽 146

◆お問い合せ／ TEL：0774-23-5510

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「宇治」駅から徒歩約 6分

　又は、京阪宇治線「宇治」駅から徒歩約 12 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.showen.co.jp/

＜くみひも体験＞

◆所在地／宇治市炭山久田 11

◆お問い合せ／ TEL：0774-31-5824

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「六地蔵」駅、又は京阪

　宇治線「六地蔵」駅から車で約 15 分

◆駐車場／あり

＜土ひねり、絵付け体験＞

◆所在地／宇治市炭山久田 2-2

◆お問い合せ／ TEL：0774-23-5904

◆料金／見学無料、体験有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「六地蔵」駅、又は京阪

　宇治線「六地蔵」駅から車で約 15 分

◆駐車場／あり

＜土ひねり、絵付け体験＞

◆所在地／綴喜郡井手町井手石橋 44

◆お問い合せ／

　TEL：0774-82-6170（井手町まちづくり協議会事務局

　　　　　　　　　　 ：井手町役場地域創生推進室内）

　TEL：0774-82-3838（井手町まちづくりセンター椿坂）

◆料金／入館無料、体験有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「玉水」駅から徒歩約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://tsubakizaka.idenet.jp/

＜交流スペースと陶芸体験＞

◆所在地／綴喜郡井手町田村新田大谷 13-1

◆お問い合せ／ TEL：0774-82-6508

　　　　　　　　　　　　　（Forest 津遊）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「玉水」駅から車で約 15 分

◆駐車場／あり

＜木工・陶芸等の制作体験＞

サントリービール株式会社京都ビール工場

読売新聞 京都工場 きっづ光科学館ふぉとん

積水ハウス株式会社総合住宅研究所納得工房 関西光科学研究所量子科学技術研究開発機構

KTC ものづくり技術館 コカ・コーラウエスト京都工場エコラ館

長岡京市

八幡市 木津川市

木津川市 木津川市

久御山町 久御山町

産業観光・
工場見学

◆所在地／長岡京市調子 3-1-1

◆お問い合せ／ TEL：075-952-2020

　　（受付時間：休業日を除く 9:30 ～ 17:00）

◆料金／無料

◆最寄駅／ JR 京都線「長岡京」駅から徒歩約 30 分

　阪急京都線「西山天王山」駅から徒歩約 10 分

　JR 京都線「長岡京」駅・阪急京都線「西山天王

　山」駅から無料シャトルバスを運行

◆ホームページ／ http://www.suntory.co.jp/

               factory/kyoto/index.html

＜サントリー社ビールの製造工程見学と試飲＞

◆所在地／八幡市上津屋林 61

◆お問い合せ／ TEL：075-982-0210

◆料金／無料

◆最寄駅／京阪本線「八幡市」駅から車で約 15 分

　又は、JR 学研都市線「松井山手」駅から車で

　約 10 分

◆駐車場／あり

＜新聞の印刷、梱包、発送までの工程見学＞

◆所在地／木津川市梅美台 8丁目 1-6

◆お問い合せ／ TEL：0774-71-3180

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線・近鉄京都線「奈良」駅

　又は、近鉄京都線「高の原｣駅からバスで

　｢木津南ソレイユ｣下車

◆駐車場／あり

◆ホームページ／

　http://www.kansai.qst.go.jp/kids-photon/

＜光をテーマにした体験学習＞

◆所在地／木津川市兜台 6-6-4

◆お問い合せ／ TEL：0120-71-0925

　　　　　　　　（受付　平日 10：00 ～ 18：00）

◆料金／無料

◆最寄駅／近鉄京都線「山田川」駅、又は「高の

　原」駅から徒歩約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.sekisuihouse.com/

                             nattoku/koubou/

＜住まいの体験学習＞

◆所在地／木津川市梅美台 8丁目 1-7

◆お問い合せ／ TEL：0774-71-3012（管理部庶務課）

◆料金／無料、要予約

◆最寄駅／ JR 奈良線「木津」駅、又は近鉄京都線

　｢高の原｣駅からバスで｢関西光科学研究所｣下車

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.kansai.qst.go.jp/

＜レーザー光の実験室の見学＞

◆所在地／久世郡久御山町佐山新開地 128

◆お問い合せ／ TEL：0774-46-3959

◆料金／無料、要予約

◆最寄駅／近鉄京都線「大久保」駅からバス

　「久御山工業団地東」下車、徒歩約 3分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／

　　　　http:// ktc.jp/brand/museum-west/

＜工具展示・工具体験＞

◆所在地／久世郡久御山町田井新荒見 128

◆お問い合せ／ TEL：0774-43-5522（予約専用電話）

◆料金／無料（施設内グッズ販売などは有料）

◆最寄駅／近鉄京都線「大久保」駅からバスで

　「新タマキ」下車すぐ

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.ccwest.co.jp/

　　　　　　　　　station/factory/details.php

＜コカ・コーラ社製品の製造工程の見学と試飲＞

長岡京市立西山キャンプ場

青少年野外活動総合センター「友愛の丘」

男山レクリエーションセンター

山城町森林公園（レストヴィレッジ山城）

末山・くつわ池自然公園 笠置カヌースクール湯船森林公園 野殿童仙房高原

井手町野外活動センター「大正池グリーンパーク」

京田辺市野外活動センター （竜王こどもの王国）

宇治市総合野外活動センター アクトパル宇治

南山城村自然の家

株式会社 杜若園芸

長岡京市

宇治市 城陽市

八幡市

井手町

和束町 笠置町 南山城村

南山城村

城陽市

宇治田原町

京田辺市

木津川市

野外活動・
自然体験

◆所在地／長岡京市奥海印寺池ノ尾

◆お問い合せ／ TEL：075-955-9534

◆料金／無料　　　　　　　（教育委員会生涯学習課）

◆最寄駅／ JR 京都線｢長岡京｣駅、阪急京都線｢長岡

　天神」駅からバスで、｢上ノ町｣下車　徒歩約 45 分

　自動車で行くことはできません。

◆駐車場／なし

◆ホームページ／ http://www.city.nagaokakyo.lg.jp

　　　　　　　　　　　/0000000923.html( 長岡京市 )

◆時期／ 4月 1日～ 11 月 10 日

＜自然体験、宿泊＞

◆所在地／宇治市西笠取辻出川西 1

◆予約専用電話／ TEL：075-575-3535

◆料金／有料

◆最寄駅／車で京滋バイパス「笠取」IC から

　北へ約 3分

　（滋賀方面からは南郷 IC でおりてください。）

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.actpal-uji.com/

＜自然体験・林間学習、スポーツ等と宿泊＞

◆所在地／城陽市寺田南中芝 80

◆お問い合せ／ TEL：0774-53-3566

　　　　　　　　　　　　　（受付 9:00 ～ 17:00）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「長池」駅から徒歩約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.yuai-no-oka.org/

＜自然体験、野外レクリエーション、
　　　　　　　　　　　スポーツ等と宿泊＞

◆所在地／八幡市八幡大谷 85-21

◆お問い合せ／ TEL：075-983-1611

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪本線「八幡市」駅からケーブルで

　約 20 分又は徒歩約 40 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／

　　　http://www.yawatataiikukan.jp/rec.htm

＜レクリエーション、スポーツと宿泊＞

◆所在地／京田辺市大住竜王谷 9-1

◆お問い合せ／ 0774-62-2816

◆料金／有料

◆最寄駅／近鉄京都線「新田辺」駅からバス

　「大住ケ丘西」下車、徒歩約 10 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.kyotanabe.ed.jp/

　　nc21/shakai_t/htdocs/ 野外活動センター /

＜自然体験、林間学習と宿泊＞

◆所在地／木津川市山城町神童子三上山 1

◆お問い合せ／ TEL：0774-86-4507

　　　　　　　　　　　　（受付 8:30 ～ 17:15）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「棚倉」駅から車で約 10 分

　又は国道 24 号線｢開橋｣交差点から東へ約 6㎞

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.rest-village.com/

                                   camp.html

＜自然体験、林間学習と宿泊＞

◆所在地／綴喜郡井手町多賀一ノ谷 20-1

◆お問い合せ／ TEL：0774-99-4733

　　　　　　　　（受付 9:00 ～ 17:00）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「玉水」駅から車で約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://greenprk.p1.bindsite.jp/

＜自然体験、野外レクリエーション、

　　　　　　　　　　　スポーツ等と宿泊＞

◆所在地／宇治田原町郷之口末山 3

◆お問い合せ／ TEL：0774-88-3895

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線又は京阪宇治線「宇治」

　駅からバスで「くつわ池」下車、徒歩約 5分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.town.ujitawara.

                    kyoto.jp/（宇治田原町）

＜自然体験、野外レクリエーション、

　　　　　　　　　　　スポーツ等と宿泊＞
◆所在地／相楽郡和束町湯船薮田

　　　　　　　　　　（湯船森林公園管理組合）

◆お問い合せ／ TEL：0774-78-2001（平日）　　

　　　0774-78-3010（土・日曜・祝日専用）

◆料金／有料

◆最寄駅／国道 163 号線「井平尾」交差点を

　信楽方面へ約 19 ㎞

◆駐車場／あり

◆時期／バーベキューは 4月～ 11 月、マウン

　テンバイクは日曜のみ

＜自然体験、バーベキュー、マウンテンバイク＞

◆所在地／相楽郡南山城村田山ツルギ 55-2

◆お問い合せ／ TEL：0743-94-0100

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 関西本線「月ヶ瀬口」駅から徒歩

　約 40 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://shizennoie.

                      minamiyamashiro.org/

＜自然体験・宿泊＞

◆所在地／相楽郡笠置町佐田 45

　　　　　　　　　　　（（有）フジタカヌー）

◆お問い合せ／ TEL：0743-95-2507

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 関西本線「笠置」駅から徒歩約 10 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.fujitacanoe.com/

◆時期／ 3月春分の日～ 11 月末までの

　　　　　　　土・日曜、祝日（その他は要相談）

＜カヌー体験＞

◆所在地／城陽市寺田庭井 108-1

◆お問い合せ／ TEL：0774-55-7977

◆料金／有料

◆最寄駅／近鉄京都線「寺田」駅から徒歩約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.tojaku.co.jp/

＜寄せ植え教室＞

井ノ内観光農園

たけのこ掘り体験 宇治茶道場　匠の館

宇治市市営茶室　対鳳庵 三休庵　宇治茶資料室

福寿園　宇治工房 普茶料理　萬福寺

丸久小山園槇島工場 ベリーファーム宇治

あらす観光いも掘り農園 心和む抹茶ふれあい体験 青谷梅工房

株式会社孫右エ門 小山観光ぶどう園 四季彩館

八幡梨狩園「中村農園」 おさぜんいちご農園 いちごハウス・ブリティッシュガーデン

松花堂　日曜茶席 玉露手揉み体験 一休弁当

山城多賀フルーツライン みどり観光農園 茶摘み・茶かぶき体験

華やぎ観光農園

和束町活性化センター・和束茶カフェ

ひろびろ苺ファーム

長岡京市

長岡京市 宇治市

宇治市 宇治市

宇治市 宇治市

宇治市 宇治市

城陽市 城陽市 城陽市

城陽市 八幡市 八幡市

和束町

精華町

精華町

八幡市 八幡市 八幡市

八幡市

井手町 井手町 宇治田原町

京田辺市 京田辺市

お茶・
食の体験

（岡本農園）
◆所在地／長岡京市井ノ内上東ノ口 12
◆お問い合せ／ TEL：075-951-6486
（辻農園）
◆所在地／長岡京市井ノ内北内畑 10
◆お問い合せ／ TEL：075-951-2889
　　　　　 　 携帯：090-1676-6429
◆料金／有料
◆最寄駅／阪急京都線「西向日」駅より徒歩
　約 20 分又は阪急京都線「長岡天神」駅より
　徒歩約 30 分
◆時期／ 10 月頃～ 11 月頃まで

◆所在地／長岡京市井ノ内広海道 37 付近観光竹林

◆お問い合せ／ TEL：075-951-4500

　　　　　　　　　　　　　　（長岡京市観光協会）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 京都線｢長岡京｣駅又は阪急京都線

　｢長岡天神｣駅よりバスで｢長岡第二中学校前｣

　下車徒歩約 10 分

◆ホームページ／ http://www.nagaokakyo-kankou.jp/

◆時期／ 4月

◆所在地／宇治市宇治又振 17-1

　（宇治橋東詰交差点から川沿いを上流へ約 200m）

◆お問い合せ／ TEL：0774-23-0888

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪宇治線「宇治」駅から徒歩約 5分

　又は JR 奈良線「宇治」駅から徒歩約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.ujicha.or.jp

                      　　（京都府茶業会議所）

◆所在地／相楽郡南山城村野殿・童仙房

◆お問い合せ／ TEL：0743-93-0105

　　　　　　　　　　（南山城村産業生活課）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 関西本線「大河原」駅から徒歩約

　1時間 30 分 

 車では、国道 163 号線大河原駐在所交差点から

　山道を走る

◆時期／ 7月下旬～ 10 月中旬

◆所在地／宇治市宇治塔川 1-5

◆お問い合せ／ TEL：0774-23-3334

　　　　　　　　　　　（宇治市観光協会）

◆料金／一客 500 円～

◆最寄駅／ JR 奈良線「宇治」駅又は京阪宇治線

　「宇治」駅から徒歩約 10 分

◆駐車場／平等院南門前駐車場（有料）をご利用

　ください。

◆ホームページ／ http://www.city.uji.kyoto.jp/

                    　　  　　0000003943.html

◆所在地／宇治市宇治蓮華 27-2（平等院表参道）

◆お問い合せ／ TEL：0774-21-2636

◆料金／資料室：見学無料

　　　　抹茶作り体験：有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「宇治」駅又は京阪宇治線

　「宇治」駅から徒歩約 10 分

◆駐車場／平等院南門前駐車場（有料）をご利用

　ください。

◆ホームページ／ http://ujicha-kanbayashi.co.jp/

◆所在地／宇治市宇治山田 10（宇治川朝霧橋袂）

◆お問い合せ／ TEL：0774-20-1100

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪宇治線「宇治」駅から徒歩約 8分

　又は JR 奈良線「宇治」駅から徒歩約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.ujikoubou.com/

◆所在地／宇治市五ケ庄三番割 34

◆お問い合せ／ TEL：0774-32-3900

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「黄檗」駅又は京阪宇治線

　「黄檗」駅から徒歩約 5分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.obakusan.or.jp/

◆所在地／宇治市槇島町中川原 172-4

　　　　　　　　　　　　　丸久小山園槇島工場

◆お問い合せ／宇治市小倉町寺内 86

　　　　　　　TEL：0774-20-0909

　　　　　　　丸久小山園本社見学担当者

◆料金／無料　　　　　　（問い合わせ専用電話）

◆最寄駅／近鉄京都線「向島」駅から車で約 5分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／

           http://www.marukyu-koyamaen.co.jp

◆所在地／綴喜郡宇治田原町南他

◆お問い合せ／ TEL：0774-88-4246

　　（「木創」内 21 お茶のふるさと塾事務局）

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪宇治線・JR 奈良線「宇治」駅、

　近鉄京都線「新田辺」駅からバスで「役場南」

　下車

◆駐車場／茶摘み体験交流会時、あり

◆ホームページ／

       http://21furusatojyuku.web.fc2.com/

◆期間／ 5月上旬～ 6月中旬

＜いも掘り体験＞

＜お茶の淹れ方教室＞

＜茶道、お点前の体験＞ ＜抹茶作り体験・歴史資料展示＞

＜自然体験・ブルーベリー狩り＞

＜お茶づくり・茶器造り等を体感＞ ＜普茶料理の体験＞

＜抹茶の製造工程の見学と試飲＞

＜いも掘り体験＞ ＜お点前体験・お茶の説明＞ ＜城州白の収穫体験＞

＜ぶどう狩り＞

＜梨狩り＞ ＜いちご狩り＞ ＜いちご狩り＞

＜いちご狩り・さつまいも収穫・枝豆収穫＞

＜いちご狩り＞

＜弁当＞＜玉露手揉み体験＞＜お茶の体験（初心者も可）＞

＜そば打ち、パンづくり等の体験＞

＜茶摘み・お茶の淹れ方体験＞

＜碾茶茶園・工場見学、ほんず抹茶体験＞

＜いちご狩り＞

＜たけのこ掘り体験＞

◆所在地／宇治市槇島町幡貫 143

◆お問い合せ／ TEL：080-8510-1115

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「宇治」駅から徒歩約 40 分

　車で約 5分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.agrism.com/

◆時期／ 12 月末～ 5月中旬

◆所在地／城陽市寺田

◆お問い合せ／ TEL：0774-52-5131

　　　　　　　　　（JA 京都やましろ城陽支店）

◆料金／有料

◆最寄駅／近鉄京都線「寺田」駅から徒歩約 20 分

◆駐車場／あり

◆時期／ 9月中旬～ 10 月下旬

◆所在地／城陽市寺田今堀 1

　　　　　　　　　　文化パルク城陽内茶室等

◆お問い合せ／ TEL：0774-56-4005

　　　　　　　　　　　　（城陽市役所農政課）

◆料金／無料

◆最寄駅／近鉄京都線「寺田」駅から徒歩約 10 分

◆駐車場／あり（有料）

◆所在地／城陽市中出垣内 73-5

◆お問い合せ／ TEL：0774-39-7886

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「山城青谷」駅から徒歩約 5分

◆駐車場／なし

◆ホームページ／ http://aodaniumekobo.com/

◆時期／ 6月中旬～ 6月下旬

◆所在地／城陽市水主南垣内 20-1

◆お問い合せ／ TEL：0774-52-3232

◆料金／有料

◆最寄駅／近鉄京都線「富野荘」駅から送迎あり

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.magouemon.com/

◆所在地／八幡市美濃山ヒル塚 55

◆お問い合せ／ TEL：075-982-7444

　　　　　　　　　　　　　（10：00 ～ 16：00）

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪本線「樟葉」駅からバスで、

　「金右衛門口」下車、徒歩約 5分　

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.asahi-net.or.jp/

　　　　　　　　　　~uw8y-kym/budouen00.html

◆時期／ 9月上旬～ 9月下旬

◆所在地／八幡市上津屋里垣内 56-1

◆お問い合せ／ TEL：075-983-0129

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪本線「八幡市」駅からバスで、

　「上津屋」下車すぐ　

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.shikisaikan.co.jp

◆所在地／相楽郡和束町白梄大狭間 35

◆お問い合せ／

　　　　TEL：0774-78-3396（活性化センター）

　　　　　　 0774-78-4180（和束茶カフェ）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 大和路線「加茂」駅からバスで

　「和束山の家」下車、徒歩約 5分

◆駐車場／あり

◆時期／茶摘み体験は 5月～ 6月

◆所在地／八幡市川口別所

◆お問い合せ／ TEL：075-981-3655

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪本線「八幡市」駅からバスで、

　「川口」下車、徒歩約 7分　

◆駐車場／あり

◆時期／ 8月中旬～ 9月下旬

◆所在地／八幡市内里奉行路

◆お問い合せ／ TEL：075-982-6757

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪本線「八幡市」駅からバスで、

　「有都小学校」下車、徒歩約 5分　

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.osazen.com

◆時期／ 12 月上旬～ 6月中旬

◆所在地／八幡市上津屋里垣内 7-4

◆お問い合せ／ TEL：075-950-2121

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪本線「八幡市」駅からバスで、

　「上津屋」下車、徒歩約 5分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://ichigo-housebg.com/

◆時期／ 12 月中旬～ 6月上旬

◆所在地／八幡市八幡女郎花 43 番地

◆お問い合せ／ TEL：075-981-0010

◆料金／有料

◆最寄駅／京阪本線「八幡市」駅、又は京阪本線

　「樟葉」駅又は JR 学研都市線「松井山手」駅

　からバスで、「大芝・松花堂前」下車すぐ

◆駐車場／あり

◆ホームページ／

　　　　http://www.yawata-bunka.jp/syokado/

◆時期／ 3月～ 5月、10 月～ 11 月の日曜

　（10 月第 2日曜は実施なし）

◆所在地／京田辺市普賢寺小田垣内 62

　　　　　　　　　　　（普賢寺ふれあいの駅）

◆お問い合せ／ TEL：0774-62-4250

　　　　　　　　　　　（普賢寺ふれあいの駅）

◆料金／有料

◆最寄駅／近鉄京都線・JR 学研都市線「三山木」

　駅から車で約 5分　

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.csd-net.co.jp/eki/

◆茶、たけのこ、田辺なす、一休寺納豆などの

　京田辺自慢の名物を盛り込んでおり、下記の

　店舗で食べられます。

◆一休弁当は、京田辺市観光協会が

　「京田辺ブランド一休品」に認定しています。

◆店舗／

　宇を茂（京田辺市田辺南里 5　TEL:0774-62-0022）　

  大扇（京田辺市田辺奥ノ城 5-3 TEL:0774-62-0014）

  魚為（京田辺市田辺沓脱 6　TEL:0774-62-0012）

◆所在地／相楽郡精華町下狛鐘付田 31

◆お問い合せ／ TEL：0774-98-4811

◆料金／有料

◆最寄駅／近鉄京都線「狛田」駅・JR 学研都市線

　「下狛」駅から、せいかくるりんバス「いちご園」

　下車、近鉄京都線「新祝園」駅・JR 学研都市線

　「祝園」駅から徒歩約 20 分　

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.hanayagifarm.com/

◆時期／ 1月～ 5月下旬頃

◆所在地／相楽郡精華町北稲八間上坪 30

◆お問い合せ／ TEL：0774-94-3446

◆料金／有料

◆最寄駅／近鉄京都線「新祝園」駅・JR 学研都市

　線「祝園」駅から徒歩約 15 分　

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.hirobirofarm.com/

◆時期／ 2月～ 5月上旬

◆所在地／綴喜郡井手町多賀庵垣内 16

◆お問い合せ／

　TEL：0774-82-4110（フルーツライン）

　 　　0774-82-2613（JA 京都やましろ井手町支店）

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「山城多賀」駅から

　　　　　　　　　　　　　　　　　徒歩約 10 分

◆駐車場／あり

◆時期／春季〈いちご狩り〉1月中旬～ 5月中旬

　秋季〈いも掘り、ブドウ・柿・みかん狩り〉

　9月上旬～ 11 月下旬

◆所在地／綴喜郡井手町多賀小払 1

◆お問い合せ／ TEL：0774-82-2654

◆料金／有料

◆最寄駅／ JR 奈良線「山城多賀」駅から徒歩約 15 分

◆駐車場／あり

◆ホームページ／ http://www.midorinouen.com/

◆時期／春季〈いちご狩り、竹の子掘り、しいたけ

　狩り〉3月下旬～ 5月中旬

　秋季〈ブドウ・柿・みかん狩り、栗拾い他〉

　8月下旬～ 11 月下旬

＜茶摘み・茶かぶき体験＞＜果物・野菜収穫体験等＞＜果物・野菜収穫体験等＞

〒617-8665 向日市寺戸町中野 20 向日市産業振興課内

〒617-0824 長岡京市天神 1丁目 1-2

〒617-0833 長岡京市神足 2丁目 3-1 バンビオ 1番館 2F

〒611-0021 宇治市宇治塔川 2

　JR 宇治駅前

　近鉄大久保駅構内

〒610-0121 城陽市寺田樋尻 44-8

〒614-8005 八幡市八幡高坊 8-7 （京阪八幡市駅前）

〒610-0334 京田辺市田辺中央四丁目 3-3　京田辺市商工会館内

　近鉄新田辺駅西口

〒619-0216 木津川市州見台 1丁目 1-1 ガーデンモール木津川 2F

〒619-1303 相楽郡笠置町笠置佃 46

〒619-1212 相楽郡和束町釜塚京町 19

075-931-1111

075-951-4500

075-958-4222

0774-23-3334

0774-22-8783

0774-46-2171

0774-56-4029

075-981-1141

0774-68-2801

0774-68-2810

0774-73-8191

0743-95-2011

0774-78-0300

向日市観光協会

長岡京市観光協会（長岡京市観光案内所）

長岡京市観光情報センター

（公社）宇治市観光協会

JR 宇治駅前観光案内所

近鉄大久保駅前観光案内所

城陽市観光協会

（一社）八幡市観光協会（八幡市観光案内所）

（一社）京田辺市観光協会（京田辺市観光案内所）

京田辺市駅ナカ案内所

（一社）木津川市観光協会

（一社）観光笠置

和束町観光案内所

観 光 協 会 名 電話番号 所 　  　在　　　 地

◆市町村・市町村観光協会等のお問い合わせ先

〒617-8665 向日市寺戸町中野 20

〒617-8501 長岡京市開田 1丁目 1-1

〒618-8501 大山崎町円明寺夏目 3

〒611-8501 宇治市宇治琵琶 33

〒610-0195 城陽市寺田東ノ口 16 番地、17 番地

〒614-8501 八幡市八幡園内 75

〒610-0393 京田辺市田辺 80

〒619-0286 木津川市木津南垣外 110-9

〒613-8585 久世郡久御山町島田ミスノ 38

〒610-0302 綴喜郡井手町井手南玉水 67

〒610-0289 綴喜郡宇治田原町荒木西出 10

〒619-1303 相楽郡笠置町笠置西通 90-1

〒619-1295 相楽郡和束町釜塚生水 14-2

〒619-0285 精華町南稲八妻北尻 70

〒619-1411 相楽郡南山城村北大河原久保 14-1

075-931-1111

075-955-9515

075-956-2101

0774-20-8724

0774-56-4019

075-983-1111

0774-64-1319

0774-75-1216

075-631-9964

0774-82-6168

0774-88-6638

0743-95-2301

0774-78-3001

0774-95-1903

0743-93-0105

向日市建設産業部産業振興課

長岡京市環境経済部商工観光課

大山崎町政策総務課企画観光係

宇治市市民環境部商工観光課

城陽市まちづくり活性部商工観光課

八幡市環境経済部商工観光課

京田辺市経済環境部産業振興課

木津川マチオモイ部観光商工課

久御山町産業課

井手町産業環境課

宇治田原町建設事業部産業観光課

笠置町企画観光課

和束町地域力推進課

精華町事業部産業振興課

南山城村産業生活課

観光担当部課名 電話番号 所　　　　在　　　 地


