2018/10（October)
シャトルバス スケジュール
Shuttle bus schedule

ホテルシャトルバス/Hotel shuttle bus

下記のホテル付近までご案内させて頂きます。
The bus will show you near the hotel.

源氏号/Genji- go(line) ※Hotel check in time 16:00【ご案内ホテル（This route go to these hotels.）】
・丹波口サウス/Tambaguchi SOUTH ・丹波口イースト/Tambaguchi EAST
・ブリエ京都/Briller Kyoto ・六波羅/Rokuhara
・祇園/Gion
・烏丸御池/Karasumaoike ・メルディア二条城/MELDIA Nijojo
・黒門三条/Kuromon sanjo

出発場所/Departure place
出発時間/Departure time
JAPANING HOTEL OFFICE
1便目/1st
2便目/2nd
臨時便①/Temporary①

臨時便②/Temporary②

15:45
18:55
17:10
20:20

★1便目/1st, 2便目/2nd,This bus runs every day.

★臨時便①/Temporary①, 臨時便②/Temporary② Schedule

15

10/04(Thu),10/05(Fri), 10/06 (Sta) , 10/07(Sun), 10/17(Wed), 10/19(Fri) ,
10/20(Sta), 10/25(Tur) ,10/27(Sta)
※臨時便は下記ホテルには行きません。The temporary bus does not go to
“丹波口サウス/Tambaguchi SOUTH " "丹波口イースト/Tambaguchi EAST“
"ブリエ京都/Briller Kyoto"

小町号/Komachi- go(line) ※Hotel check in time 16:00【ご案内ホテル（This route go to these hotels.）】
・烏丸五条/Karasuma gojo ・京都四条大宮(旧セントラル大宮）/Kyoto shijo-omiya（Central omiya） ・御前/Gozen
・丸太町/Marutamachi ・グランド二条/Grand Nijo
出発場所/Departure place
出発時間/Departure time
JAPANING HOTEL OFFICE
1便目/1st
2便目/2nd
臨時便①/Temporary①
臨時便②/Temporary②

17:00
20:10
15:55
19:05

★1便目/1st, 2便目/2nd,This bus runs every day.

★臨時便①/Temporary①, 臨時便②/Temporary② Schedule

15

10/04(Thu),10/05(Fri), 10/06 (Sta) , 10/07(Sun), 10/17(Wed), 10/19(Fri) ,
10/20(Sta), 10/25(Tur) ,10/27(Sta)

観光地行シャトルバス/Shuttle bus to sightseeing spot
Schedule

注意事項/Cautions when using.

10/05(Fri), 10/06(Sta), 10/07(Sun), 10/08(Mon), 10/12(Fri),
10/13(Sta), 10/14(Sun), 10/15(Mon),10/19(Fri), 10/20(Sta),
10/21(Sun), 10/22(Mon), 10/26(Fri),10/27(Sta),
10/28(Sun),10/29(Mon)
※このバスはホテルには行きません/The bus do not go to the hotel.
※途中乗車はできません。オフィスもしくはザガーネットホテルからの乗車となります。
You cannot take it on the way. Please take it from our office or the
garnet hotel Kyoto station hotel.

祇園ルート/
Gion Line

停留所
1便目
（Bus stop）
（1st)
ザガーネットホテル発/THE GARNET 10:20
HOTEL Kyoto station Start →
→オフィス/Office Start →
10:30
→祇園/Gion→
→祇園四条/Ｇion shijo

二条城＆
北野天満宮＆
金閣寺ルート /
Nijojo &
Kitano-tenmangu
& Kinkakuji Line

10:45
10:50

停留所
1便目
（Bus stop）
ザガーネットホテル発/THE GARNET 08:50
HOTEL Kyoto station Start →
→オフィス/Office Start →
09:00
→阪急大宮駅/Hankyu Omiya station
嵐電 四条大宮駅/Randen Shijo Omiya
station→
→二条城/Nijo Castle→
→北野天満宮/Kitano-tenmangu→

→金閣寺/Kinkakuji Temple

※弊社のバスは予約制となります。ご利用ご希望される場合、
ご利用前までにご連絡くださいませ。
The bus is only available with a reservation. If you plan to take
the bus, please make a reservation through the homepage one day
before.
※バスの運行スケジュールが急遽変更することがございます。
お手数をおかけしますが、ご予約時にご確認をお願い致します。
The bus schedule may be changed suddenly. Please confirm this by
the time of reservation.

2便目
(2nd)

13:25
13:35
13:50
13:55

2便目

11:20

09:15

11:30
11:45

09:20
09:30
09:35

11:50
12:00
12:05

【JAPANING HOTEL OFFICE 連絡先 】
TEL 075-746-7663
〒600-8211
京都府京都市下京区真苧屋町217-2 ガーネットビル3階
Address：Garnet Building 3rd floor Kyōtofu
kyōtoshishimogyōku maoyachō 217 – 2
OFFICE MAP→

