
観光コース例(春・秋)



2

京都西山

竹の里・乙訓の春を旅する
春の京都西山エリアでは、ダイナミックな桜の風景や季

節の花々、眩しい新緑など美しい景色を楽しみながら、

名建築や古刹、美術館などをタクシーで巡りましょう。
〜フォトジェニックな春景色巡りと京たけのこグルメ満喫〜

3月 4月 5月

桜

たけのこ

青もみじ

ツツジ
ボタン

たけのこ&花カレンダー

⚫善峯寺
桜の本数：100本以上

⚫正法寺
桜の本数：約20本

⚫向日神社
桜の本数：約200本

⚫うお寿
価格帯：1,100円〜1,650
円（税込）
最大収容人数：100人

⚫長岡天満宮八条ケ池
桜の本数：約60本

⚫背割堤
桜の本数：約220本

DATA1
京都西山・桜尽くしの絶景巡り！
全山桜、大パノラマ桜堤、桜トンネル

一日かけて京都西山エリア
屈指の桜の名所5ヶ所をめ
ぐる桜絶景尽くしのコース

コース概要 こんな方におすすめ

庭園、水辺、桜のトンネルなど、
様々なシチュエーションの桜景
色を一度に味わいたい方

おすすめ時期目安

3月下旬〜
4月上旬

所要時間

約5時間30分

コース例

滞在約１時間

京都駅
JR

「向日町」駅

うお寿
京阪

「石清水八幡宮」駅
京都駅

善峯寺 正法寺 向日神社

長岡天満宮
八条ヶ池

背割堤

約10分約8分 約10分 約15分

約10分 約30分約10分約10分 約20分

滞在約40分 滞在約20分

滞在約１時間30分
昼食や土産に

名物「竹の子姿ずし」を

滞在約20分 滞在約30分

⚫勝持寺
桜の本数：約100本

⚫十輪寺
桜の本数：1本（樹齢約
200年）

⚫善峯寺
桜の本数：100本以上

⚫竹茂
価格帯： 5,000円〜
10,000 円（税・サ別）
最大収容人数：40人

⚫アサヒビール大山崎山荘
美術館
入館料：大人900円
※20名以上で団体割引
あり

⚫聴竹居
見学料：1,000円
定員：一枠あたり10名ま
で（要予約）

DATA2
京都西山の名桜と
レトロ名建築の美を愛でる

由緒深い桜が咲く名所とと
もに、芸術作品や名建築な
どアートを楽しむコース

コース概要 こんな方におすすめ

京都の歴史や芸術に触れながら
桜を愛でたい、知的好奇心旺盛
な方

おすすめ時期目安

3月下旬〜
4月上旬

所要時間

約6時間

コース例

滞在約30分

京都駅
JR

「桂川」駅

竹茂 京都駅

約10分約6分 約15分 約10分

約25分 約15分約10分約15分

滞在約30分 滞在約１時間

滞在約１時間30分
昼食は朝掘筍ステーキが

食べられる筍懐石

滞在約１時間 滞在約１時間

⚫たけのこ掘り体験ツアー
所要時間：3時間
体験料：3,500円/人から
（要予約）

⚫錦水亭
価 格 帯 ： 12,000 円 〜
20,000円（税・サ別）
（たけのこシーズン）
最大収容人数：200人

⚫長岡天満宮
ツツジの本数：約1,000
株

⚫小川食品
「竹の子ごはんの素2合
用」864 円（税込）など

⚫乙訓寺
ボタンの本数：約2,000
株

⚫まちてらすMUKO
「朝掘りたけのこ」1,000
円程度から

DATA3
キリシマツツジにボタン、花ざかりの京都西山で
京たけのこ収穫体験

コース例

滞在約3時間

京都駅
JR

「桂川」駅

小川食品 京都駅

約5分約6分 約15分

約8分約3分約10分 約10分

滞在約１時間30分
（→P2）

滞在約30分

「たけのこご飯の素」
をお土産に

滞在約30分 「朝掘りたけのこ」
をお土産に

⚫大原野神社
紅葉の本数：約300本

⚫京料理いっぷく亭
価格帯：2,970円〜
11,550円
（たけのこシーズン）
最大収容人数：88人

⚫光明寺
紅葉の本数：約500本

DATA4
竹林の爽やかな春風と
京都西山の古刹に輝く新緑と青もみじめぐり

爽やかな青もみじや竹林を
めぐって緑を愛で、癒しを
感じる半日コース

コース概要 こんな方におすすめ

京都西山エリアならではの美し
い竹林と社寺の青もみじに触れ
てリフレッシュしたい方

おすすめ時期目安

5月中旬〜
6月上旬

所要時間

約4時間

コース例

滞在約１時間
（→P1）

京都駅

竹の径

約5分約6分 約15分

約15分 約11分すぐ 約10分

滞在約30分

滞在約１時間30分
（→P2）

滞在約45分

可憐な花々や壮観な竹の径など
フォトジェニックな景色と、た
けのこ掘り体験を楽しむコース

コース概要 こんな方におすすめ

写真＆動画映えする絶景や竹林
散策、たけのこ掘り体験などを
アクティブに楽しみたい方

おすすめ時期目安

4月下旬〜
5月上旬

所要時間

約7時間

JR
「山崎」駅

勝持寺 十輪寺

アサヒビール
大山崎山荘美術館

聴竹居

約10分

竹の径・
竹の資料館・

たけのこ掘り体験
錦水亭

JR
「向日町」駅

すぐ

約5分

JR
「桂川」駅

京料理
いっぷく亭

JR
「長岡京駅」

京都駅

大原野神社

光明寺

長岡天満宮

乙訓寺

善峯寺

まちてらす
MUKO
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⚫真っ直ぐに伸びた200mもの石畳の参
道が美しい桜のトンネルに、秋には紅
葉のトンネルに
⚫800m続く桜並木「桜の園」も隣接

古社の参道が桜雲に包まれる

向日神社（向日市）
むこうじんじゃ

⚫Walker+「関西の行ってみたい桜名所ラ
ンキング」1位を獲得
⚫川沿いに約1.4kmにもわたり約220本の桜
並木が続き、京都随一の桜のトンネル

桜堤の大パノラマは息をのむ絶景

背割堤（八幡市）
せわりてい

⚫しだれ桜や山桜など様々な種類の桜で全
山がピンク色に染まり、見頃は1ヶ月ほ
ど続く
⚫桂昌院がお手植えと伝わる樹齢300年の
しだれ桜は、JR東海のCM「そうだ 京都、
行こう。」に起用

JR東海のCMにも起用！
桂昌院ゆかりの桜

善峯寺（京都市西京区）
よしみねでら

1
京都西山・桜尽くしの絶景巡り！
全山桜、大パノラマ桜堤、桜トンネル

3
キリシマツツジにボタン、
花ざかりの京都西山で京たけのこ収穫体験

日本有数の
キリシマツツジ名所

長岡天満宮（長岡京市）
ながおかてんまんぐう

⚫樹高2.5メートル、約100株の真紅の
花をぎっしり咲かせたキリシマツツ
ジの回廊は大迫力
⚫たけのこの旬と重なるため、境内に
あるたけのこ料理の老舗「錦水亭」
で食事がおすすめ。水上の離れとキ
リシマツツジの景観は風雅な佇まい

関西屈指の
ボタンの名所

乙訓寺
（長岡京市）

おとくにでら

⚫貴婦人のように白い日傘を差した気品溢れるボタン
が境内を彩る
⚫乙訓地方で最も古い寺院。聖徳太子や空海、徳川綱
吉ゆかりの地

2 京都西山の名桜とレトロ名建築の美を愛でる

⚫建築家・安藤忠雄設計の新棟を加え、美術館として1996年に開
館。モネの《睡蓮》ををはじめ、個性溢れる作品を展示
⚫約5,500坪の庭園にソメイヨシノやしだれ桜が咲き、築約100年
の名建築・大山崎山荘との共演が楽しめる

天王山山麓の英国風山荘でアートと桜に触れる

アサヒビール大山崎山荘美術館（大山崎町）
おおやまざきさんそうびじゅつかん

⚫「日本の近代建築20選」に選出され国の重要文化財にも指定
⚫建築家・藤井厚二が昭和3年に建築した自邸。「日本の住宅」の
聖地に
⚫名建築ながらメディア露出が少ない穴場。京都ツウの心を刺激

日本の木造モダニズム建築の傑作

聴竹居（大山崎町）
ちょうちくきょ

⚫桜をこよなく愛した西行法師
が植えたと伝わる西行桜が
人々を魅了
⚫仏像が安置されている瑠璃光
殿は重要文化財の宝庫

名桜・西行桜で
名高い花の寺

勝持寺（京都市西京区）
しょうじじ

⚫歌人・在原業平ゆかりの寺。
天を覆うように広がる枝振り
から天蓋の桜とも称される樹
齢200年のしだれ桜「なりひら
桜」が人気
⚫「なりひら桜」は JR東海の
CM「そうだ 京都、行こ
う。」に登場

JR東海のCMにも
なりひら桜

十輪寺（京都市西京区）
じゅうりんじ

4
竹林の爽やかな春風と
京都西山の古刹に輝く新緑と青もみじめぐり

⚫境内には約500本もの紅葉が連なる京都西山エリア有数の
紅葉の名所
⚫美しい石畳の参道と青もみじが作り出す景色はため息もの
⚫青もみじのシーズンは拝観料なし

静寂に包まれた青もみじ参道

光明寺（長岡京市）
こうみょうじ

⚫長岡京遷都の際、奈良春日大社から分祀。「京春日」の別名も
⚫縁結びのご利益でも名高く、境内には狛犬ならぬ雄雌の狛鹿が鎮座
⚫社殿までまっすぐ伸びる参道の両側に青々と紅葉が茂る景色は壮観

蓮池に架かる赤い橋と
新緑が織りなす美景

大原野神社
（京都市西京区）

おおはらのじんじゃ

竹林浴セラピー
効果を期待

竹の径（向日市）
→P1

たけのみち

⚫境内にある八条ヶ池のほとりに、約60本
のソメイヨシノが咲き誇る
⚫水辺の桜並木を水上橋から眺めると格別
の美しさ
⚫桜ライトアップイベントも開催

水面に映る桜並木が幻想的

長岡天満宮八条ケ池（長岡京市）
ながおかてんまんぐうはちじょうがいけ

⚫見事なしだれ桜が立つ石庭（借景式庭
園）からは遠くに東山の山並みを望む
⚫朱塗りの「極楽橋」や二重塔「遍照塔」
と桜の競演など見どころ満載

庭園や塔を桜が彩る桃源郷

正法寺（京都市西京区）
しょうぼうじ



京都西山
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紅葉と紫陽花の絶景を求めて
京都・西山三山巡礼

西国三十三カ所２０番の札所として知られる善峯寺を中心に光明寺、柳谷観音（楊

谷寺）と、西山に位置する３つの古刹を“西山三山”と呼びます。西山三山は紅葉や

紫陽花の名所として、JR東海「そうだ、京都行こう。」CMやキャンペーンなどで

も取り上げられる京都屈指の人気観光地。山深い場所にあるため、タクシー移動が

おすすめ。

紅葉コース：11月中旬〜12月上旬〈所要時間５時間〉

⚫総門から境内に至る200ｍの“もみじ
参道”は荘厳な雰囲気。京都随一の紅
葉トンネルとして有名
⚫紅葉シーズンの終盤、参道の石畳が
散紅葉で埋め尽くされる様は得も言
われぬ美しさ
⚫紅葉時期のみ、石庭や寺宝の特別拝
観あり

京都随一の
紅葉トンネルは
心奪われる秋景

光明寺（長岡京市）

こうみょうじ

•料金：紅葉時期のみ入山料
1,000円

•所要時間：約1時間
•本数：約500本

DATA

⚫西山の中腹、3万坪の敷地に大小20
の大伽藍が点在する大寺院のため混
雑が少なく、ゆったり紅葉狩りを楽
しめる
⚫樹齢600年の天然記念物「遊龍の
松」と紅葉のコントラストも見ごた
えあり。徳川5代将軍綱吉の母・桂
昌院が寄進した盆栽を植え育てたと
いう説も
⚫紅葉と重なる京都盆地を一望できる
パノラマビューは唯一無二の秋景色

錦繍に包まれた
天空の大寺院

善峯寺（京都市西京区）

よしみねでら

•料金：500円
•所要時間：約1時間
•本数：約500本

DATA

⚫映画やドラマのロケ地にもなった上書院２Fでは、
まるで額縁に収められた名画のような紅葉美に出合
える
⚫昭和を代表する作庭家・重森三玲も絶賛した浄土庭
園（名勝庭園）は、ドウダンツツジの名所としても
有名。11月中旬、ドウダンツツジも見頃を迎える
⚫紅葉シーズン限定で花手水をグラデーションの紅葉
が彩る

京都の奥座敷で
秋の名画を堪能

柳谷観音〈楊谷寺〉（長岡京市）

やなぎだにかんのん〈ようこくじ〉

•料金：紅葉時期（11月上旬〜12月上旬）
は入山料700円、共通券1,000円（入山料
+上書院特別拝観料）

•所要時間：約1時間
•本数：約500本

DATA

⚫奈良時代養老２年（718）創建。本殿は室町時代
の建物で国の重要文化財に指定
⚫参道はグラデーションが美しい紅葉トンネルに。
本殿からつづく渡り廊下と艶やかなもみじの共演
は見もの

地元民おすすめの美景
秋は紅葉、春は桜

向日神社（向日市）
むこうじんじゃ

⚫平安時代に開山。江戸時
代には商売繁盛の祈願所
として栄える
⚫桜と紅葉の隠れ名所で、
11月末に見頃となる散り
銀杏が特に有名

天王山を彩る
黄色い絨毯

山崎聖天〈観音寺〉
（大山崎町）

やまさきしょうてん〈かんのんじ〉

•料金：無料
•所要時間：約20〜30分
•本数：約100本

DATA

•料金：無料
•所要時間：約1時間

DATA

まだある！おすすめ紅葉スポット
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紫陽花コース：6月初旬から7月上旬〈所要時間4時間〉

⚫「あじさい園」は3種、8,000株に及
ぶ紫陽花が山肌一面を覆い尽くすよ
うに咲き誇る
⚫遊歩道からは紫陽花を間近に、幸福
地蔵堂からは谷合を見下ろすダイナ
ミックな写真も撮れる

谷合埋め尽くす
紫陽花の海

善峯寺（京都市西京区）

よしみねでら

•料金：500円
•所要時間：約1時間
•本数：約8,000株

DATA

新緑・青もみじコース：5月〜9月〈所要時間5時間〉

⚫青もみじのシーズンは特に観光客が少なく穴場。入山料なし
⚫美しい石畳の参道と青もみじが作り出す荘厳な雰囲気は多く
の参拝者を魅了

静寂に包まれた青もみじ参道

光明寺（長岡京市）

こうみょうじ

⚫新緑ウイーク時は上書院・寺宝庫の特別公開あり
⚫上書院の窓を額縁に見立て、青もみじを眺めればまる
で一幅の絵画のよう。赤い毛せんに青もみじが映える

新緑ウイークはGWに開催

柳谷観音〈楊谷寺〉（長岡京市）

やなぎだにかんのん〈ようこくじ〉

⚫3万坪に及ぶ広大な境内を青もみじなどの新緑が埋め尽くす。
柔らかい木漏れ日はセラピー効果も期待
⚫5月は平戸つつじ・牡丹、6月は皐月・紫陽花、8月は高砂百合
など、若葉から青葉へと移りゆく木々のグリーンと併せて季節
の花が楽しめる

春から初夏の花とともに

善峯寺（京都市西京区）

よしみねでら

まだある！
おすすめ新緑スポット

⚫御影石が美しい参道約200mが新緑のトン
ネルに。春は桜、秋は紅葉で彩られる
⚫東京・明治神宮の本殿は、向日神社の本
殿がモデルといわれている

知る人ぞ知る隠れ絶景

向日神社（向日市）
むこうじんじゃ

•料金：あじさいウイーク期
間中（6月上旬〜7月上旬）
は入山料 700円、共通券
1,000円（入山料+上書院
特別拝観料）

•所要時間：約1時間
•本数：約5000株

DATA

⚫花手水発祥の地。あじさい
ウイーク限定、境内に咲く
紫陽花を生けた龍手水は必
見！花手水は境内に全5箇
所あり
⚫境内全域に5,000株の紫陽
花が咲き誇るため、バリ
エーション豊富な写真が撮
れる
⚫品種は西洋や日本の紫陽花、
さらには珍種まで約30種類
揃う

宝石の様に輝く花手水の紫陽花

柳谷観音〈楊谷寺〉（長岡京市）

やなぎだにかんのん〈ようこくじ〉


