京都大学

気楽INN散策マップ

鹿ケ谷通

聖護院

3.0 km 約15分
三条・木屋町ダウンタウン

御池通

熊野若王子神社

国立近代美術館
細見美術館
京都市美術館

神宮道

三条京阪駅

野村美術館

永観堂

紅葉の名所

ミーナ京都
鴨川：5月～9月には
夏の風物詩川床が登場。

新門前通

テレビでよく撮影さ
れる京町家と白川
の街並み。

よく知られた骨董街

新橋通

知恩院

祇園祭の主神が
祀られる祇園のシ
ンボル。

河原町駅

高島屋

お茶屋の立ち並ぶ祇園
大和大路通
の象徴。芸妓さん舞妓さ
んを見ることができるかも。

約600m ：徒歩7分
〇伝統的な京町屋の残る人気
の観光スポット。
〇花見小路、建仁寺エリアは
祇園の中心街。

宮川町通

日本禅の発祥、栄西禅
師が開いた禅寺。一般
参加による座禅会やヨガ
教室が人気。

恵比寿神社

八坂通
松原通

至伏見稲荷神社

建仁寺

六波羅蜜寺

祇園

約900m ：徒歩11分
○大きな山門と除夜の大きな鐘で有名な知恩院。
○御寺の青蓮院に平安神宮。近くの円山公園、
長楽寺も散策エリア。

大谷祖廟

東大路通
掌美術館

石塀小路

安井金毘羅宮

圓徳院

高台寺
八坂神社・二年坂・清水寺

ねねの道

男女の縁やギャンブル、
病気等様々な悪縁をた
ち良縁をむすぶ神様境
内には様々な絵馬が
びっしり。

霊山神社

八坂の塔

六道珍皇寺

ところ狭しとたくさんのお
土産や食べ物屋さんが
並んでいます。

女性的で優しい
姿の祇園の街の
象徴

約1.3 km ：徒歩16分
○京都で最も人気の散策コース
○清水寺までには、石塀小路、高台寺、八坂の
塔、二年坂、産寧坂等観光名所がたくさん。

二年坂

松原通

産寧坂

五条坂

4.6 km 約22 分

○南禅寺から哲学の道に入り銀閣寺へ。
○南禅寺をはじめ永観堂、法然院等名
だたる寺院の多い静かな散策コース。

知恩院・平安神宮

長楽寺

長楽館

祇園閣
弥栄会館

日本有数の山
門と大きな鐘
は有名。

円山公園

八坂神社

南座

鴨川
祇園新橋・花見小路・建仁寺

花見小路

約2.5 km ：徒歩30分

青蓮院

白川

知恩院道

よしもと祇園花月

祇園四条駅

哲学の道散策

行者橋

白川

古門前通

蹴上駅

蛸薬師通

烏丸駅大丸

南禅寺 山門。もみじ、庭園等観光名所

東山駅

気楽INN

辰巳明神
錦市場

無鄰菴

三条通

三条駅

六角通

京都の台所錦市場で
おみあげ＆食べ歩き。

ねずみ狛犬と水
がおいしい

岡崎疏水

三条通

四条駅

安楽寺

哲学の道

平安神宮

約1.1 km ：徒歩14分

〇静かな白川散策コース。
〇柳並木を歩く大きな朱の鳥居の平
安神宮へ。

3.7 km 約18分

大豊神社

白川・平安神宮コース

京都市役所前駅

京都繁華街の
中心

白川通

金戒光明寺

丸太町通

鴨川から三条大橋を渡り先斗町、木屋
町、河原町は京都のダウンタウン。
烏丸御池駅

法然院

真如堂

至下賀茂神社

徒歩は80m1分、自転車は時速13kmで概算計算。

至銀閣寺

紅葉と五重の塔が美しい

京都大学

清水寺

京都のシンボル、木造ス
テージからの京都を一望
する眺望は素晴らしい。

Walking Map from KIRAKU INN

Go to Ginkakuji temple

Kyoto univ.

Honenin temple

Approximate measurement
The bic：13km per hour .walking : 80m/1 minute.

Sinnyodo temple
Shogoin temple

Sanjyo Kiyamach Down town

Heianjingu shrine

1.1 km ：14 mins. walk

Kyotoshiyakusho sta.

〇The sight of Shirakawa stream
lined with willow and vermilion big
“Torii”of Heian Shrine is beautiful.

Sanjyo sta.
MInakyoto

Furumonzen st.
Beautiful spot filled

with cherry blossoms

Rokaku st.

Museum of Modern
Art of Kyoto

Nishiki market

Nomura Museum

KIRAKU
inn

Tatshumi myojin

The cherry
blossoms spot。

Red leaves in Nanzenji and
Eikandou is very popular.
Higashiyama Sta.

Jingumichi st.

Shirakawa stream.

Keage Sta.

Shorenin temple

Chionin path

Chionin temple
Shinbashi st.

Gionshijyo sta.

Yamatooji st.

Hanamikoji &Gion
〇Tatumibashi is the traditonal and
most popular sightseeing spots area.
〇The area from Hanami-koji to
Kennin-ji Temple is center of Gion.

Chorakuji temple

Gionkaku

Higashioji st.
Gion corner

Kenniiji temple is the
cradle of Japnese “ZEN”.

Kodaiji temple

Entokuin temple

Yaska Pagoda is
symbol of Gion with
delicate.graceful
form

Yasaka st.
Rokudochinkoji temple

900m ：11 mins.walk
〇Chionin temple :famouse for big
wooden gate and big bell.
〇 Nearby Shoren-in Yasaka
shirainetemple,Maruyama Park are the
stroll area.

Reizan shrine

Ebisu shrine

Yasaka Pagoda
Matuabara st.

4.6 km approx.22 mins.

〇Quiet taking walk course
〇On the way ,Famouse temple
:Nanzenji,Ginkakuji,Eikando
temple and so on

Nenenomichi
Ishibeikoji

Yasuikonpira shrine

Go to Fushimiinari shrine

2.5 km ：30 mins. walk

Maruyama Park

Chorakukan

You may see
the Maiko or
Geiko

Kenninji temple

Miyagawacho st.

The Philosopher's Path

Chionin→Heianjingu

Gion

Kamo river

600m ：7mins.walk

Yasaka shrine

Hanamikoji st.
Minamiza

Kawaramachi sta.

Red leaves sopt

Nanzenji temple

Murinan

The symbol of Gion

Karasuma sta.

Eikando temple

Okazaki sosui

Japanese
antique
Shinmonzen
st.
street

Takoyakushi st.

Kumanojakuoji shrine

Sanjyo st.

Sanjyokeihan sta.

The center of
Kyoto Downtown

Takashimaya
department store

Otoyo shrine
Famause for “the shrine
dog” of mouse and good
water.

Shirakawa →Heianjingu

Oike st.

Shijyo sta.

Philosopher’s Path

Marutamachi st.

〇The area from the Sanjo st. to the
Karasuma st. is center of Kyoto.
Karasuma oike sta.

Konkaikomyji temple

Anrakuji temple

Ninenzaka

Rokuharamitsuji temple

Gojyoｚaka

Sanneizak

Kiyomizu temple

Yasakajingu→Kiyamizudera

1.3 km ：16 mins. walk

〇The Most popular sight seeing aria in kyoto.
〇On the way, famouse temple,kimono-shops
and many souvenir and japanese goods shops.

