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関西主要観光名所 アクセス案内

●東大寺
●奈良公園
●春日大社
●薬師寺

神戸市北野町の山本通には、外国人の住宅が多数残り、一部は公開されている。

45 分 510 円 十三(①特急新開地行)三宮･･･三宮(山手線西神中央行)―地下鉄→新神戸･･･目的地入館料
風見鶏の館 300 円 萌黄の館 300 円 ラインの館無料 うろこの家 1,000 円 山手八番館 500 円ほか

神戸南京町

東西約 200m、南北 110m の範囲に 100 あまりの中国風店舗、露店が軒を連ねる。

35 分 310 円 十三(①特急新開地行)―阪急→三宮･･･目的地
営業時間 11:00〜20:00 ごろ

モザイク

各店により多少異なります。

南京町事務局(平日)078-332-2896

遊園地も併設する複合商業施設。2 階デッキからは、神戸港周辺を一望することができる。

45 分 430 円 十三(①特急新開地行)―阪急→高速神戸･･･目的地

年中無休

TEL078-360-1722

営業時間 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 11:00〜20:00 ﾚｽﾄﾗﾝ 11:00〜22:00 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 10:00〜23:00 遊園地 11:00〜22:00
観覧車 600 円(ｼｰｽﾙｰｺﾞﾝﾄﾞﾗ 800 円)

明石海峡大橋

ﾐﾆｺｰｽﾀｰ 400 円

ﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ 300 円 ｺﾞｰｽﾄﾏﾝｼｮﾝ 300 円ほか

2006 年現在､世界最長のつり橋。展望施設:舞子海上ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞや橋の科学館を併設。

65 分 600 円 十三(①特急新開地行)―阪急→三宮･･･三宮(快速姫路行)―ＪＲ→舞子･･･目的地
ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 9:30〜18:00 300 円 TEL078-785-5090 第 2 火曜休

六甲山

舞子海上

橋の科学館 9:30〜17:00 200 円 月曜休

標高 931m 関西の避暑地。ミュージアム、植物園、観光牧場、スキー場など多くの施設がある。

65 分 720 円 十三(①普通三宮行)―阪急→六甲(16 系統六甲ｹｰﾌﾞﾙ下行)―神戸市バス→六甲ｹｰﾌﾞﾙ下―六甲
ｹｰﾌﾞﾙ→山上駅･･･

有馬温泉

各施設へは路線バス 160〜250 円

六甲高山植物園 600 円

六甲山牧場 500 円

日本三古湯の一つであり、林羅山の日本三名泉、また枕草子には三名泉と記載されている。

70 分 1,480 円 十三(②④⑥梅田方面)―阪急→梅田･･･阪急バスターミナル(有馬行)―阪急高速バス→有
馬･･･目的地 市営浴場金の湯 650 円 銀の湯 550 円 各旅館の大浴場利用 1,000〜1,500 円 TEL078-904-0708

宝
塚
神
戸
大

宝塚大劇場

40 分 270 円 十三(③快速急行宝塚行)―阪急→宝塚･･･目的地
公演により入場料、開演時間が異なります。当日入場券が売り切れの場合もございます。TEL0570-00-5100
前売券発売 阪急交通社阪急三番街店 TEL06-6373-5572 JR 西日本主要駅の｢みどりの窓口｣ チケットぴあ

明石天文科学館

日本標準時の基準となる統計 135 度に位置し、
「時と宇宙」をテーマに展示。

65 分 690 円 十三(①特急新開地行)―阪急→三宮･･･三宮(新快速姫路行)―ＪＲ→明石･･･目的地
開館時間 9:30〜17:00 700 円 月曜休

月 2〜3 回夜間天体観測会あり

プラネタリウム開演時間 10:00 11:20 13:10 14:30 15:50

石山寺

TEL078-919-5000

広大な境内には、寺名の由来となった天然記念物の硅灰石(けいかいせき)がそびえる。国宝

80 分 1,260 円

津

宝塚歌劇の専用劇場。タカラジェンヌによる華麗なミュージカルやショーを連日上演。

十三(②④⑥梅田方面)―阪急→梅田･･･大阪駅(⑦⑧新快速米原・野洲・長浜・近江塩津

行)―ＪＲ→石山･･･京阪石山(石山寺行) ―京阪→石山寺･･･目的地
拝観時間 8:00〜16:30

拝観料 500 円

TEL077-537-0013

京
都

金閣寺(鹿苑寺)1224 年藤原公経が建立したと伝えられる寺。現在の金閣は 1955 年に再建。世界遺産
70 分 610 円 十三(⑤特急河原町行)―阪急→河原町･･･四条河原町(59 系統 金閣寺･竜安寺･山越行) ―京
都市バス→金閣寺道･･･目的地

清水寺

拝観料 400 円

拝観時間 9:00〜17:00 TEL075-461-0013

平安時代以来、文学作品などにもたびたび登場する著名寺院。世界遺産

60 分 610 円 十三(⑤特急河原町行)―阪急→河原町･･･四条河原町(207 系統 九条車庫行) ―京都市バス→
清水道･･･目的地

天龍寺

拝観料 300 円

拝観時間 6:00〜18:00 TEL075-551-1234

足利将軍家と後醍醐天皇ゆかりの禅寺として、壮大な規模と高い格式を誇る寺。世界遺産

55 分 390 円 十三(⑤特急河原町行)―阪急→桂(①普通嵐山行) ―阪急→嵐山･･･目的地
拝観料庭園 500 円

本堂 100 円追加

拝観時間 8:30〜17:00 TEL075-881-1235

銀閣寺(慈照寺)1482 年、足利義政が造営した観音殿を｢銀閣｣と呼んだことに由来。世界遺産
70 分 610 円 十三(⑤特急河原町行)―阪急→河原町･･･四条河原町(17･32･57 系統 銀閣寺・錦林車庫行) ―
京都市バス→銀閣寺道･･･目的地

二条城

拝観料 500 円

拝観時間 9:00〜17:00 TEL075-771-5725

徳川家康が京に滞在中の宿所として建てた。天守閣のない平城は平和な時代の象徴。世界遺産

65 分 600 円 十三(⑤特急河原町行)―阪急→烏丸･･･四条(国際会館行)―京都市営地下鉄→烏丸御池―京
都市営地下鉄→二条城前･･･目的地

伏見稲荷大社

拝観料 600 円

拝観時間 8:45〜17:00

TEL075-841-0096

全国にある稲荷神社の総本宮。稲荷山全体を神域とし中腹に本殿がある。重要文化財

65 分 590 円 十三(⑤特急河原町行)―阪急→河原町･･･四条(普通淀屋橋・天満橋行)―京阪→伏見稲荷･･･
目的地

平等院

拝観自由

TEL075-641-7331

1052 年藤原頼道が建立。1 万円紙幣や 10 円硬貨にデザインされている鳳凰堂が有名。世界遺産

80 分 690 円 十三(⑤特急河原町行)―阪急→河原町･･･四条(特急･急行･普通 淀屋橋・天満橋行)―京阪→
中書島(普通宇治行)―京阪→宇治･･･目的地

奈
良

東大寺

拝観料 600 円

拝観時間 8:30〜17:30

TEL0774-21-2861

奈良の大仏として知られる盧舎那仏（るしゃなぶつ）を本尊とする大寺院。国宝

70 分 1,110 円

十三(②④⑥梅田方面)―阪急→梅田･･･大阪駅(①大和路快速奈良･加茂行)―ＪＲ→奈良

(1 系統 市内循環外回り) ―奈良交通バス→東大寺大仏殿前･･･目的地
拝観料大仏殿 450 円

春日大社

法華堂 450 円 戒壇堂 500 円

拝観時間 8:00〜17:00 地域

TEL0742-22-5511

全国にある春日神社の総本社。境内や奈良公園内の鹿(約 1200 頭)はここの神使。国宝

70 分 1,110 円

十三(②④⑥梅田方面)―阪急→梅田･･･大阪駅(①大和路快速奈良･加茂行)―ＪＲ→奈良

(1 系統 市内循環外回り) ―奈良交通バス→東大寺大仏殿前･･･目的地
境内無料

薬師寺

開門時間 6:30〜17:30 宝物殿 420 円

神苑 525 円

TEL0742-22-7788

680 年 天武天皇が建立。壮大な伽藍配置は薬師寺式と呼ばれる。世界遺産

90 分 800 円

十三(②④⑥梅田方面)―阪急→梅田･･･大阪駅(②環状外回り天王寺方面行)―ＪＲ→鶴橋

(快速急行 奈良行) ―近鉄→大和西大寺(普通天理･橿原神宮行)―近鉄→西ノ京･･･目的地
拝観料 500 円(玄奘三蔵院伽藍公開時は 800 円) 拝観時間 8:30〜17:00

法隆寺

TEL0742-33-6001

聖徳太子ゆかりの寺院。西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。世界遺産

60 分 940 円

十三(②④⑥梅田方面)―阪急→梅田･･･大阪駅(①大和路快速奈良･加茂行)―ＪＲ→法隆寺

(72 系統 法隆寺門前行) ―奈良交通バス→法隆寺門前･･･目的地
拝観料 1,000 円

伊
賀
表示例

忍者博物館

拝観時間 8:00〜17:00

TEL0745-75-2555

どんでん返しや抜け道、物かくしなどの特殊な仕掛けがいっぱいの忍者屋敷と資料館

160 分 2,450 円(特急料金を含む)

十三(②④⑥梅田方面)―阪急→梅田･･･大阪駅(②環状外回り天王寺方

面行)―ＪＲ→鶴橋(特急賢島行) ―近鉄→伊賀神戸(普通上野市行)―近鉄→上野市･･･目的地
入場料 700 円
45 分 510 円：片道の所要時間と交通費

年末年始休 時間 9:00〜17:00
･･･徒歩 ①駅のホーム名

TEL0595-23-0311

―阪急→

表示の交通機関で移動

●大人 1 名様の料金です。●季節により料金･営業時間が変わる場合がございます。●朝 9 時ごろにホテルを出発した場合のダイヤで表示しています。

