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.

夜東ルート（夕方～夜便）/EAST LINE(evening to night)
停留所（Bus stop position）

1便目

2便目

オフィス/Office

15:45
16:05
16:15

19:00
19:10

16:25
16:30
16:40
16:50

19:20
19:25
19:35
19:45

西大路/Nishioji
九条/Kujo,東九条/Higashikujo,
たつのや/Tatsunoya,東福寺
/Tofukuji
六波羅/Rokuhara
祇園/Gion
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、ご利用前までにお電話かメールにて
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 contact us by phone or email
before use.

【JAPANIG HOTEL OFFICE 連絡先 】
TEL 075-746-7663
メールアドレスはご予約時にご連絡した
アドレスとなります。
The mail address will be the address at the time of
reservation.
〒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
※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 at the time of reservation.

東山三条/Higashiyama sanjo
京都町屋旅館CINQ

夜西ルート（夕方～夜便）/WEST LINE(evening to night)
停留所（Bus stop position）

1便目

2便目

オフィス/Office

17:15
17:30

20:10
20:25

17:40

20:35

17:45

20:40

17:50
17:55
18:00

20:45
20:50
20:55

大宮松原/Omiya matsubara
セントラル大宮/Central omiya,
グランド大宮/Grand omiya,黒門
三条/Kuromon sanjo
二条城南/Nijojominami,烏丸御
池/Karasumaoike
二条/Nijo
御前/Gozen
丸太町/Marutamachi

朝東ルート&朝西ルート
※1便目はホテルお迎え専用です。往路便利用された方のみご利用頂けます。
The first one is for private use only, and it is available only to those who used the outbound route.
※2便目以降は祇園行き観光シャトルバスです。
The second and the following are the sightseeing buses of the Gion Line.

朝東ルート/EAST LINE(morning)
停留所
（Bus stop position）
オフィス/Office
六波羅/Rokuhara
祇園/Gion
東山三条/
Higashiyama sanjo
京都町屋旅館CINQ
オフィス/Office

1便目

停留所
2便目 3便目 4便目 5便目
（Bus stop position）
オフィス/Office
10:05 11:00 12:35 13:30

08:50
09:05 祇園
09:10 祇園四条
09:20

◆旧東ルート（朝～昼便）
/EAST LINE(morning to afternoon)
※1,6,7日のみ運行/Only 1,6,7day operate.

10:20 11:15 12:50 13:45
10:30 11:25 13:00 13:55

運行日（ Day to operate ）:
05/13,14,16,20,21,23,25,26,28

09:30
09:45

朝西ルート/WEST LINE(morning)
停留所（Bus stop position）
オフィス/Office
大宮松原/Omiya matsubara

セントラル大宮/Central omiya,
グランド大宮/Grand omiya,
黒門三条/Kuromon sanjo
二条城南/Nijojominami,
烏丸御池/Karasumaoike
二条/Nijo
御前/Gozen
丸太町/Marutamachi
オフィス/Office

1便目

08:50
09:05

09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:45

停留所
（Bus stop position）
オフィス/Office
阪急大宮駅/Hankyu Omiya
station
嵐電 四条大宮駅/Randen Shijo
Omiya station
嵐電 北野白梅町駅
/Kitanohakubaicho station
金閣寺/Kinkakuji Temple

2便目 3便目

下記のスケジュールは運行が日程が限られてます。
For the schedule below, the schedule is fixed.

4便目

停留所（Bus stop position）

1便目

2便目

3便目

オフィス/Officce

08:50

10:25

12:40

西大路/Nishioji

09:10

10:45

13:00

九条/Kujo,東九条/Higashikujo,
たつのや/Tatsunoya,東福寺
/Tofukuji

09:20

10:55

13:10

六波羅/Rokuhara

09:30

11:05

13:20

祇園/Gion

09:35

11:10

13:25

東山三条/Higashiyama sanjo

09:45

11:20

13:35

京都町屋旅館CINQ

09:55

11:30

13:45

10:05 11:15 13:05
10:15 11:25 13:15

◆祇園バス/Gion bus
※4,5,6日のみ運行
/Only 4,5,6day operate.
停留所（Bus stop position）

1便目

2便目

3便目

4便目

オフィス/Officce

09:00

10:00

11:00

12:40

祇園/Gion

09:15

10:15

11:15

12:55

祇園四条/Gion shijo

09:30

10:30

11:30

13:10

10:25 11:35 13:25
10:35 11:45 13:35

運行日（ Day to operate ）:
05/12,13,17,19,22,24,26,27,29,31

