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!!京都
駅～天橋立・伊根京都
駅～天橋立・伊根
直通高速バス直通高速バス

平成29年4/15（土）～
5/31（水）

世界で最も美しい湾クラブ加盟記念京都駅から伊根の舟
屋まで

乗り換えなし

初の直通
高速バス登場！

京都縦貫自動車道の全線開通で40分も短縮約2時間50分で行ける！

午前中に行けるから

ゆっくりと
観光ができる!

事前オプション予約でスムーズに
体験プラン参加！

4 11
（火）

伊根町観光交流施設
グランドオープン!

Restaurant
Cafe
Openspace

住所／京都府与謝郡伊根町字平田593-1 TEL 0772-32-1700

「舟屋日和」
ふ　な　や　 　　 び　よ　り

鮨割烹：海宮　
カフェ：イネカフェ

わだつみ

天橋立・伊根ライナー 平成29年4月15日（土）〜5月31日（水）
※ただし、5月3日（水）、4日（木）、5日（金）、6日（土）は運休 乗り場案内

※伊根〜天橋立駅は乗車専用バス停、高速長岡京、京都駅は降車専用バス停

20年前にフランス・ヴァンヌ市で発足。世界の美しい「湾」の景観を求
めて設立され、フランスのモンサンミッシェル湾やベトナムのハロン湾、
モンテネグロのコトル湾など25カ国、38湾が加盟しています。「京都宮
津湾・伊根湾」は、平成28年11月1日に、正式に加盟されました。

世界で最も美しい湾クラブ

天橋立・伊根ライナー 天橋立ケーブル下バス停から徒歩約５分！
天橋立にアウトドア体験施設が登場！日によっては当日の体験もOK!

天橋立アクティビティセンター
グランドオープン！

営業／9:00〜18:00  住所／京都府宮津市中野934-1 TEL 090-9047-5896
オフィシャルFacebookページ

天橋立アクティビティセンター

丹後海陸交通株式会社 予約センター （営業時間 8:45〜18:45） TEL 0120-15-8814
イコウ ハ ヤ イ  ヨ

天橋立・伊根ライナー予約連絡先

運賃（片道）
京都駅
高速長岡京
（阪急西山天王山駅）

天橋立駅

大人  2,800円

小児  1,400円

天橋立ケーブル下
（天橋立傘松公園）

大人  3,000円

小児  1,500円

伊根（伊根浦舟屋群）
伊根湾めぐり日出（遊覧船のりば）

大人  3,200円

小児  1,600円

往路（京都駅→伊根行き）
時　刻

8:10

8:33

10:10

10:28

10:50

10:59

京都駅

高速長岡京（阪急西山天王山駅）

天橋立駅

天橋立ケーブル下（天橋立傘松公園）

伊根湾めぐり日出（遊覧船のりば）

伊根（伊根浦舟屋群）

バス停

復路（伊根→京都駅行き）
時　刻

15:36

15:45

16:07

16:25

18:02

18:27

伊根（伊根浦舟屋群）

伊根湾めぐり日出（遊覧船のりば）

天橋立ケーブル下（天橋立傘松公園）

天橋立駅

高速長岡京（阪急西山天王山駅）

京都駅

バス停

西側駅前広場

阪
急 

西
山
天
王
山
駅

東側駅前広場

府道 大山崎大枝線

高速バスストップ（おりば）
接続エレベーター

高速バスストップ（のりば）
接続エレベーター

京都駅のりば 烏
丸
通

総合案内所
バスチケットセンター

京都中央
郵便局

JR京都駅

京都新阪急
ホテル

京都
タワー

塩小路通

京都駅
C2のりば

高速長岡京

※京都駅、高速長岡京は乗車専用バス停、天橋立駅〜伊根は降車専用バス停

舞鶴若狭自動車道
山陰近畿
自動車道

京都縦貫自動車道
京都府

綾部JCT

宮津
天橋立IC

沓掛IC

大山崎JCT

伊根町

京都駅

178
天橋立
ケーブル下
バス停

天橋立
アクティビティ
センター

籠神社

178
伊根町
観光協会

伊根中学校

伊根バス停

舟屋日和

天橋立・伊根
ライナー
運行



天橋立・伊根ライナーに乗車して体験できるおすすめプログラム

舟屋ガイドとめぐる
まるごと伊根体験
場　　所／伊根浦公園
　　　　　（京都府与謝郡伊根町字平田494）
体験時間／朝 10:15～11:45 （1時間30分）
　　　　　昼 13:00～14:30 （1時間30分）
料　　金／大人2,300円（中学生以上）
　　　　　小人1,800円（小学生）
期　　間／通年
お申込み／伊根町観光協会 

伊根の釣り体験
場　　所／伊根浦公園
　　　　　（京都府与謝郡伊根町字平田494）
体験時間／お昼 13:30～15:00（1時間30分間）
　　　　　夕方 15:30～17:00（1時間30分間）
料　　金／大人3,000円（中学生以上）
　　　　　小人1,500円（小学生）

期　　間／春～11月

お申込み／伊根町観光協会 

“体験するよさの”
シルク100％の手作り体験
①シルクコースター手織り体験
②シルクミサンガづくり体験
場　　所／旧加悦町役場庁舎
　　　　　（京都府与謝郡与謝野町加悦1060）
体験時間／随時（受付時間10:00～16:00）
　　　　　①約30分　②約20分
料　　金／①900円　②600円
期　　間／通年
お申込み／与謝野町観光協会

山陰海岸
ジオパーク
ガイドツアー
場　　所／道の駅「てんきてんき丹後」
　　　　　（京都府京丹後市丹後町竹野313-1）
体験時間／9:30～14:00
　　　　　（最大120分、希望時間に合わせます。）
料　　金／5名様まで2,500円/1グループ
　　　　　6名様以上500円/1名様につき
期　　間／3月～11月
お申込み／京丹後市観光協会

天橋立
シーカヤック体験
場　　所／天橋立アクティビティセンター
　　　　　（京都府宮津市中野934-1）
体験時間／午前 9:30〜11:30（2時間）
　　　　　午後 13:00〜15:00（2時間）
料　　金／大人6,000円（中学生以上）
　　　　　小人4,000円（小学生）
期　　間／4月〜10月
お申込み／天橋立観光協会

宮津名物
「黒ちくわ」
手づくり体験
場　　所／松屋本店
　　　　　（京都府宮津市大垣55）
体験時間／朝 10:30〜11:30（1時間）
　　　　　昼 14:00〜15:00（1時間）
料　　金／1,500円（お一人様）
期　　間／通年
お申込み／天橋立観光協会

※お子様だけでのご参加はご遠慮願います。

漁師に教わる
ビン玉編み体験と
ロープワーク
場　　所／伊根浦発信館 おちゃやのかか
　　　　　（京都府与謝郡伊根町亀島780）
体験時間／13:30～15:00（1時間30分間）
料　　金／大人3,000円（中学生以上）
　　　　　小人2,500円（小学生以下）
期　　間／通年
お申込み／伊根町観光協会 

伊根湾めぐり
遊覧船
場　　所／伊根湾めぐり日出駅
　　　　　（京都府与謝郡伊根町字日出11）
体験時間／9:00～16:00（約25分周遊）

　　　　　毎時0分、30分毎に運航

料　　金／大人680円・小人340円
期　　間／通年
お問合せ／伊根町観光協会 

※繁忙期、多客時には15分毎に運航いたします。
※一度に150名様までご乗船頂けます。
※船内は冷暖房完備となっています。

※季節により変動あり

※釣果状況により前後する場合があります。

※オプション：伊根町観光交流施設での昼食が
　　　　　   つけられます（別料金）

※オプション：伊根町観光交流施設での昼食が
　　　　　   つけられます（別料金）

※オプション：伊根町観光交流施設での昼食が
　　　　　   つけられます（別料金）

■お申込みについて
・ご参加日の5日前までにお申込み下さい。
・お申込み状況により、5日前以降でもご参加いただける場合がございます。
・お申込み状況によりご予約いただけない場合もございます。
・体験実施場所までの交通費等は含まれておりません。

■キャンセル料について
5日前〜2日前 ： 30％
前日 ： 40％
当日 ： 50%
旅行開始後および無連絡不参加 ： 100％

天橋立地域本部（天橋立観光協会）
TEL 0772-22-8030

総合企画局  TEL 0772-68-5055
伊根地域本部（伊根町観光協会）
TEL 0772-32-0277

京丹後地域本部（京丹後市観光協会）
TEL 0772-62-6300
与謝野地域本部（与謝野町観光協会）
TEL 0772-43-0155

海の京都DMO

ご案内
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