
京都鉄道博物館

京
都
水
族
館

「見る・さわる・体験する」をコン
セプトにした館内には、体験展
示がもりだくさん。運転シミュ
レータやSLの乗車体験（SL
スチーム号）など誰もが楽しめ
ること間違いなしです。

京都の水生生物の展示を中心に、
イルカやペンギン、オットセイなど
大人気のいきものがいっぱいです。
さらに、京都水族館では、展示だけ
にとどまらず、ワークショップ等遊
びながら学べる体験型のプログラ
ムも定期的に実施しています。

「見る・さわる・体験する」をコン
セプトにした館内には、体験展
示がもりだくさん。運転シミュ

●営業時間：10:00～17:30（入館は17:00まで）　●休館日：水曜日
（祝日、春休み、夏休み等を除く）および年末年始（12月30日～翌年1月
1日）　●交通：◇JR京都駅前B3バス乗り場急行103号系統等乗車、
「梅小路公園・京都鉄道博物館前」下車徒歩すぐ ◇JR京都駅前B3バ
ス乗り場205号系統等乗車、「梅小路公園前」下車徒歩約3分 ◇京都
駅から徒歩約20分 ◇嵯峨野線「丹波口駅」から徒歩約15分

●営業時間：10:00～18:00 ※気象状況などにより営業時間を変更する
場合があります。予めホームページ等でご確認ください。　●休館日：年中無休 
※施設点検、気象状況などで臨時休業をする場合があります。予めホーム
ページ等でご確認ください。　●交通：◇京都駅から徒歩約15分 ◇市バス
205系統・206系統「七条大宮・京都水族館前」下車徒歩約3分

※写真・イラストはすべてイメージです。

詳しいご利用方法などは裏面をご覧ください。または トクトクきっぷ

主な出発地からのおねだん（おとなお一人様／こどもは半額）
岡山発着 広島市内発着 新山口発着

16,200円 23,300円 28,500円
※その他の区間の設定もあります。

きっぷには、京都駅から京都鉄道博物館や京都水族館までの路線バスなどその他交通機関の交通費等は含まれておりません。!

※4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日はご利用いただけません。きっぷの有効期間が、ご利用になれない期間にかかる場合でも有効期間の延長は行いません。　※京都鉄道博物館の休館日は、毎週
水曜日（祝日、春休み、夏休み等を除く）および年末年始（12月30日～翌年1月1日）です。京都鉄道博物館は、このきっぷの有効期間内（ご利用になれない期間（4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）除く）の開館
している日にご利用ください。　※施設情報は平成29年2月1日現在のものです。休館日や営業時間等は追加・変更する場合がございます。きっぷをご購入の前に各施設にご確認ください。

前日までに購入 1名様よりご利用OK

※詳しくは裏面をご覧ください。きっぷをご利用のお客様へ周辺施設でのおトクな特典も！
さらに

発売期間 / 平成29年3月1日（水）～平成30年3月30日（金）まで ※ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで発売します。

ご利用期間 / 平成29年4月1日（土）～平成30年4月2日（月）までの連続する３日間 ※平成30年3月31日（土）
　ご利用開始分まで発売します。

京都鉄道博物館入館券 京都水族館入館券

京都自由周遊区間の
JR普通列車
普通車自由席
３日間乗り放題

JR往復新幹線
普通車指定席

のぞみ

平成29年3月31日（金）までのご利用開始分も発売しています。

平成29年4月1日
ご利用開始分から

京都鉄道博物館
水族館ききっぷ

（詳しくは裏面へ。）

京都鉄道博物館入館時にオリジナル
鉄道ミニチュア模型を
プレゼント！

特別特典

山陽版

～2018.3.30

プレス用



記載内容は平成29年2月現在の情報です。 平成29年2月

京都鉄道博物館入館時に「特典引換券」をお渡しください。お一人様につき、
どちらか1つに限りプレゼントいたします。

特
別
特
典

オリジナル鉄道ミニチュア
模型をプレゼント！

※平成29年4月1日ご利用開始分からの「京都鉄道博物館・水族館きっぷ」を購入されたお客様に限ります。
※数量には限りがあります。無くなり次第終了します。
※写真はイメージです。デザイン等は変更になる可能性があります。0系新幹線230形233号機

引換期間：平成29年4月1日（土）～
　　　　 平成30年4月2日（月）

または

京都タワー●

東本願寺西本願寺

東寺

丹
波
口

京都

京都水族館

京都鉄道博物館

KYOCA会館

「京都鉄道博物館・水族館きっぷ」のご案内
さらに

JR往復新幹線
普通車指定席

きっぷをご利用の
お客様へのおトクな特典も！京都鉄道博物館

入館券
京都水族館
入館券

京都自由周遊区間の
JR普通列車普通車自由席

3日間乗り放題

平成29年4月1日（土）～平成30年4月2日（月）までの
連続する3日間

※ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで 発売します。

※専用駐車場はございませんので、徒歩または
　市バス（別途料金が必要）をご利用ください。

※平成30年3月31日（土）ご利用開始分まで発売します。
※4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日はご利用いただけません。
きっぷの有効期間が、ご利用になれない期間にかかる場合でも有効期間の延長は行いません。

発売期間

ご利用期間

平成29年3月1日（水）～平成30年3月30日（金）まで

京都自由周遊区間
発地～京都駅間の往復JR（新幹線普通車指定席）に、京都鉄道博物館および
京都水族館の入館券、京都自由周遊区間内のJR普通列車（快速・新快速含
む）普通車自由席乗り放題（3日間）がセットになったきっぷです。ご利用開始日
の1ヶ月前から前日まで発売いたします。

【発売条件】
●お一人様から発売します。 ※こどものみのご利用はできません。

【きっぷの効力のご案内】
●発地～京都自由周遊区間（京都駅）の新幹線普通車指定席がご利用になれます。
●京都自由周遊区間を除き、途中下車することはできません。途中駅で下車された場合は、前途無効
となります。 ※京都駅から京都鉄道博物館や、京都水族館までの路線バスなど、その他交通機関
のご利用には別途料金が必要です。

〈山陽エリア⇄京都駅〉
●新幹線区間内では、途中下車されない限り、1回新幹線の乗り継ぎ利用ができます。
〈京都自由周遊区間〉
●京都自由周遊区間は、「かえり用」のきっぷで、有効期間内に限り、JR線の普通列車（快速・新快速
含む）普通車自由席を自由に乗り降りできます（自動改札機をご利用いただけます）。

〈京都鉄道博物館入館券について〉
●きっぷの有効期間内の任意の1日に、ご利用いただけます。 ※きっぷをご利用になれない期間
（4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）または休館日はご利用いただ
けません。
●ゲート係員に「かえり用」のきっぷを提示のうえ、「京都鉄道博物館入館券」をお渡しください。（窓
口で引換えることなく、直接ご入館いただけます）。その際、京都鉄道博物館のオリジナル入館券を
お渡しいたします。 ※京都鉄道博物館の休館日は、毎週水曜日（祝日、春休み、夏休み等を除く）
および年末年始（12月30日～翌年1月1日）です。「京都鉄道博物館」には、このきっぷの有効期間
内の開館している日にご利用ください。
●入館日当日に限り、京都鉄道博物館のオリジナル入館券により再入場が可能です。
●営業時間内のお好きな時間帯に入館いただけます。
〈京都水族館入館券について〉
●きっぷの有効期間内の任意の1日に、ご利用いただけます。 ※きっぷをご利用になれない期間（4
月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）はご利用いただけません。 ※施設
点検、気象状況などで臨時休業する場合があります。予めホームページ等でご確認ください。

●ゲート係員に「かえり用」のきっぷを提示のうえ、「京都水族館入館券」をお渡しください。（窓口で
引換えることなく、直接ご入館いただけます）。
●入館日当日に限り、再入場が可能です。
●営業時間内のお好きな時間帯に入館いただけます。

【きっぷの変更・使用開始前の払いもどし】
＜変更＞
・ご利用開始日の変更は、使用開始前1回に限ります。「京都鉄道博物館入館券」および「京都水族
館入館券」は、きっぷの変更後の有効期間内の任意の1日でご利用いただけます。
・指定した列車の出発時刻前までに1回に限り指定席の変更ができます。
＜払いもどし＞
・入館券や特典引換券含む全券片が未使用で有効期間内に限り、発売額から次の手数料を差し引いた額
を払いもどしいたします。
・お一人様ごとに手数料が必要となります。

  ※ただし、改札口を出ないで2列車以上を乗り継ぐ場合に1列車とみなして特急料金等を計算する区間   
　において、指定券ごとに手数料を算出する際には1枚の指定券として計算します。

【使用開始後の払いもどし】
・ご利用状況により、払いもどしができる場合があります（詳しくは駅係員におたずねください）。

【座席の指定】
・指定席をご利用の際は、発売箇所または京都自由周遊区間内のJR西日本のみどりの窓口等で座席の指
定を受けてください。
・希望列車が満席の場合は、普通車自由席をご利用いただけます。ただし、普通車指定席との差額の払い
もどしはいたしません。
・乗り遅れた場合は、指定券に表示された乗車日の当日に限り、普通車自由席をご利用いただけます。
【その他】
●同行する幼児のお客様がいらっしゃる場合は、「京都鉄道博物館」「京都水族館」の入館券をそれぞれの
施設の窓口等でご購入いただくことで、ご一緒に入館いただけます。

●休館日等がありますので、ご利用の際は、事前に各施設のホームページ等でご確認のうえ、ご利用ください。
●お客様の都合で、有効期間内に入館できなかった場合も、後日入館や払いもどしの取扱いは行いません。
●予め告知されている休館日を理由に払いもどしは行いません。

【発売箇所】
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口・旅行会社。
お電話でも予約いただけます。電話番号等、詳しくは

ご購入前にかならずお読みください。

発　駅 岡　山 福　山 広島市内

お ね だ ん

徳　山 新山口

おとな

こども

おねだん（お一人様）

16,200円 23,300円 28,500円
8,100円 11,650円 14,250円

26,500円18,300円
9,150円 13,250円

※こどものみのご利用はできません。

志津屋 
食パン「匠」or
スノーブレッド
20%OFF

七条店 梅小路店听 Pizza Mercato

ピザ ネギナーラ平松牧場黒毛熟成和牛
ポンドプレミアム
ハンバーグ 20%OFF
20%OFF

梅小路コラボ
ご飲食の方に
自家製ジェラート
サービス

京果トレーディング
ドライフルーツ
パルフェ
20%OFF

マイファーマー

お買い物金額より
20%OFF

KATO
ご来店の方に
オリジナル
クリアファイル進呈

 京都店
（京都駅ビル９F）

京都

亀岡
馬堀
保津峡
嵯峨嵐山
太秦

花
園円
町二
条丹
波
口 桂川

西
大
路

山科

東
福
寺
稲
荷
JR
藤
森
桃
山

六地蔵

宇治

木幡
黄檗

※写真はすべてイメージです。  ※定休日、営業時間等は各ホームページでご確認ください。
※状況により早期終了、代替商品となる場合があります。

種 類 払いもどし手数料
①乗車券部分 使用開始前で有効期間内

指定券未発行・指定列車出発日の2日前まで
220円
330円

指定列車出発日の前日から
出発時刻まで

無割引の料金の30％、
ただし最低330円

指定列車出発時刻以降 無割引の料金全額

②特急券部分
　券片毎（ゆき・かえり毎）に
　手数料が必要

［払いもどし手数料=①+②］　◎使用を開始した後の払いもどしは駅係員におたずねください。
払いもどし条件

※詳しくは下記をご覧ください。

※きっぷをお持ちのお客様ご本人に限ります。
　各店舗1回ずつに限ります。

特 

典

「かえり用」のきっぷをご提示いただ
くと、両施設隣接のKYOCA会館等
でおトクな特典が受けられます。

トクトクきっぷ　検索

トクトクきっぷご利用条件など詳しくは でご確認ください。



京都鉄道博物館

京
都
水
族
館

「見る・さわる・体験する」をコン
セプトにした館内には、体験展
示がもりだくさん。運転シミュ
レータやSLの乗車体験（SL
スチーム号）など誰もが楽しめ
ること間違いなしです。

京都の水生生物の展示を中心に、
イルカやペンギン、オットセイなど
大人気のいきものがいっぱいです。
さらに、京都水族館では、展示だけ
にとどまらず、ワークショップ等遊
びながら学べる体験型のプログラ
ムも定期的に実施しています。

「見る・さわる・体験する」をコン
セプトにした館内には、体験展
示がもりだくさん。運転シミュ

●営業時間：10:00～17:30（入館は17:00まで）　●休館日：水曜日
（祝日、春休み、夏休み等を除く）および年末年始（12月30日～翌年1月
1日）　●交通：◇JR京都駅前B3バス乗り場急行103号系統等乗車、
「梅小路公園・京都鉄道博物館前」下車徒歩すぐ ◇JR京都駅前B3バ
ス乗り場205号系統等乗車、「梅小路公園前」下車徒歩約3分 ◇京都
駅から徒歩約20分 ◇嵯峨野線「丹波口駅」から徒歩約15分

●営業時間：10:00～18:00 ※気象状況などにより営業時間を変更する
場合があります。予めホームページ等でご確認ください。　●休館日：年中無休 
※施設点検、気象状況などで臨時休業をする場合があります。予めホーム
ページ等でご確認ください。　●交通：◇京都駅から徒歩約15分 ◇市バス
205系統・206系統「七条大宮・京都水族館前」下車徒歩約3分

※写真・イラストはすべてイメージです。

詳しいご利用方法などは裏面をご覧ください。または トクトクきっぷ 北陸版

～2018.3.30

京都鉄道博物館
水族館ききっぷ

主な出発地からのおねだん（おとなお一人様／こどもは半額）※その他の区間の設定もあります。※富山発着は富山～金沢間の北陸新幹線の　普通車自由席にご乗車いただけます。

福井発着 金沢発着 富山発着

10,700円 14,400円 16,800円
※

きっぷには、京都駅から京都鉄道博物館や京都水族館までの路線バスなどその他交通機関の交通費等は含まれておりません。!

※4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日はご利用いただけません。きっぷの有効期間が、ご利用になれない期間にかかる場合でも有効期間の延長は行いません。　※京都鉄道博物館の休館日は、毎週
水曜日（祝日、春休み、夏休み等を除く）および年末年始（12月30日～翌年1月1日）です。京都鉄道博物館は、このきっぷの有効期間内（ご利用になれない期間（4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）除く）の開館
している日にご利用ください。　※施設情報は平成29年2月1日現在のものです。休館日や営業時間等は追加・変更する場合がございます。きっぷをご購入の前に各施設にご確認ください。

前日までに購入 1名様よりご利用OK

※詳しくは裏面をご覧ください。きっぷをご利用のお客様へ周辺施設でのおトクな特典も！
さらに

発売期間 / 平成29年3月1日（水）～平成30年3月30日（金）まで ※ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで発売します。

ご利用期間 / 平成29年4月1日（土）～平成30年4月2日（月）までの連続する３日間 ※平成30年3月31日（土）
　ご利用開始分まで発売します。

JR往復特急列車
普通車指定席 京都鉄道博物館入館券 京都水族館入館券

京都自由周遊区間の
JR普通列車
普通車自由席
３日間乗り放題

北陸新幹線 サンダーバード

（北陸新幹線区間は新幹線普通車自由席）

（詳しくは裏面へ。）

京都鉄道博物館入館時にオリジナル
鉄道ミニチュア模型を
プレゼント！

特別特典

平成29年3月31日（金）までのご利用開始分も発売しています。

平成29年4月1日
ご利用開始分から

プレス用



記載内容は平成29年2月現在の情報です。 平成29年2月

京都鉄道博物館入館時に「特典引換券」をお渡しください。お一人様につき、
どちらか1つに限りプレゼントいたします。

特
別
特
典

オリジナル鉄道ミニチュア
模型をプレゼント！

※平成29年4月1日ご利用開始分からの「京都鉄道博物館・水族館きっぷ」を購入されたお客様に限ります。
※数量には限りがあります。無くなり次第終了します。
※写真はイメージです。デザイン等は変更になる可能性があります。0系新幹線230形233号機

引換期間：平成29年4月1日（土）～
　　　　 平成30年4月2日（月）

または

京都タワー●

東本願寺西本願寺

東寺

丹
波
口

京都

京都水族館

京都鉄道博物館

KYOCA会館

「京都鉄道博物館・水族館きっぷ」のご案内

平成29年4月1日（土）～平成30年4月2日（月）までの
連続する3日間

※ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで 発売します。

※専用駐車場はございませんので、徒歩または
　市バス（別途料金が必要）をご利用ください。

※平成30年3月31日（土）ご利用開始分まで発売します。
※4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日はご利用いただけません。
きっぷの有効期間が、ご利用になれない期間にかかる場合でも有効期間の延長は行いません。

発売期間

ご利用期間

平成29年3月1日（水）～平成30年3月30日（金）まで

京都自由周遊区間
発地～京都駅間の往復JR（特急列車普通車指定席 ※北陸新幹線区間は新幹線
普通車自由席利用）に、京都鉄道博物館および京都水族館の入館券、京都自由
周遊区間内のJR普通列車（快速・新快速含む）普通車自由席乗り放題（3日間）が
セットになったきっぷです。ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで発売いたします。

【発売条件】
●お一人様から発売します。 ※こどものみのご利用はできません。
【きっぷの効力のご案内】
●発地～京都自由周遊区間（京都駅）の特急列車普通車指定席がご利用になれます（北陸新幹線区間は
新幹線普通車自由席）。 ※敦賀～京都自由周遊区間は、湖西線経由の特急列車に限り乗車できます。

●京都自由周遊区間を除き、途中下車することはできません。途中駅で下車された場合は、前途無
効となります。 ※京都駅から京都鉄道博物館や、京都水族館までの路線バスなど、その他交通機
関のご利用には別途料金が必要です。

〈北陸エリア⇄京都駅〉
●高岡・富山発着は金沢まで北陸新幹線の普通車自由席にご乗車いただけます。
●発着駅（設定駅）～敦賀間では、1回に限り特急列車を乗り継いでご利用いただけます。この場合、
指定席のご利用はいずれか1つの在来線特急列車に限ります。 ※高岡発は新高岡から新幹線が
ご利用になれます。高岡～新高岡は、JR城端線のご利用となります。

〈京都自由周遊区間〉
●京都自由周遊区間は、「かえり用」のきっぷで、有効期間内に限り、JR線の普通列車（快速・新快速
含む）普通車自由席を自由に乗り降りできます（自動改札機をご利用いただけます）。

〈京都鉄道博物館入館券について〉
●きっぷの有効期間内の任意の1日に、ご利用いただけます。 ※きっぷをご利用になれない期間（4月
27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）または休館日はご利用いただけません。

●ゲート係員に「かえり用」のきっぷを提示のうえ、「京都鉄道博物館入館券」をお渡しください。（窓
口で引換えることなく、直接ご入館いただけます）。その際、京都鉄道博物館のオリジナル入館券を
お渡しいたします。 ※京都鉄道博物館の休館日は、毎週水曜日（祝日、春休み、夏休み等を除く）
および年末年始（12月30日～翌年1月1日）です。「京都鉄道博物館」には、このきっぷの有効期間
内の開館している日にご利用ください。
●入館日当日に限り、京都鉄道博物館のオリジナル入館券により再入場が可能です。
●営業時間内のお好きな時間帯に入館いただけます。
〈京都水族館入館券について〉
●きっぷの有効期間内の任意の1日に、ご利用いただけます。 ※きっぷをご利用になれない期間（4
月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）はご利用いただけません。 ※施設
点検、気象状況などで臨時休業する場合があります。予めホームページ等でご確認ください。

●ゲート係員に「かえり用」のきっぷを提示のうえ、「京都水族館入館券」をお渡しください。（窓口で
引換えることなく、直接ご入館いただけます）。
●入館日当日に限り、再入場が可能です。
●営業時間内のお好きな時間帯に入館いただけます。

【きっぷの変更・使用開始前の払いもどし】
＜変更＞
・ご利用開始日の変更は、使用開始前1回に限ります。「京都鉄道博物館入館券」および「京都水族
館入館券」は、きっぷの変更後の有効期間内の任意の1日でご利用いただけます。
・指定した列車の出発時刻前までに1回に限り指定席の変更ができます。
＜払いもどし＞
・入館券や特典引換券含む全券片が未使用で有効期間内に限り、発売額から次の手数料を差し引いた額
を払いもどしいたします。
・お一人様ごとに手数料が必要となります。

　※ただし、改札口を出ないで2列車以上を乗り継ぐ場合に1列車とみなして特急料金等を計算する区間
　において、指定券ごとに手数料を算出する際には1枚の指定券として計算します。

【使用開始後の払いもどし】
・ご利用状況により、払いもどしができる場合があります（詳しくは駅係員におたずねください）。
【座席の指定】
・指定席をご利用の際は、発売箇所または京都自由周遊区間内のJR西日本のみどりの窓口等で座席の指
定を受けてください。
・希望列車が満席の場合は、普通車自由席をご利用いただけます。ただし、普通車指定席との差額の払い
もどしはいたしません。
・乗り遅れた場合は、指定券に表示された乗車日の当日に限り、普通車自由席をご利用いただけます。
【その他】
●同行する幼児のお客様がいらっしゃる場合は、「京都鉄道博物館」「京都水族館」の入館券をそれぞれの
施設の窓口等でご購入いただくことで、ご一緒に入館いただけます。

●休館日等がありますので、ご利用の際は、事前に各施設のホームページ等でご確認のうえ、ご利用ください。
●お客様の都合で、有効期間内に入館できなかった場合も、後日入館や払いもどしの取扱いは行いません。
●予め告知されている休館日を理由に払いもどしは行いません。
【発売箇所】
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口・旅行会社。
お電話でも予約いただけます。電話番号等、詳しくは

種 類 払いもどし手数料
①乗車券部分 使用開始前で有効期間内

指定券未発行・指定列車出発日の2日前まで
220円
330円

指定列車出発日の前日から
出発時刻まで

無割引の料金の30％、
ただし最低330円

指定列車出発時刻以降 無割引の料金全額

②特急券部分
　券片毎（ゆき・かえり毎）に
　手数料が必要

［払いもどし手数料=①+②］　◎使用を開始した後の払いもどしは駅係員におたずねください。
払いもどし条件

ご購入前にかならずお読みください。

志津屋 
食パン「匠」or
スノーブレッド
20%OFF

七条店 梅小路店听 Pizza Mercato

ピザ ネギナーラ平松牧場黒毛熟成和牛
ポンドプレミアム
ハンバーグ 20%OFF
20%OFF

梅小路コラボ
ご飲食の方に
自家製ジェラート
サービス

京果トレーディング
ドライフルーツ
パルフェ
20%OFF

マイファーマー

お買い物金額より
20%OFF

KATO
ご来店の方に
オリジナル
クリアファイル進呈

 京都店
（京都駅ビル９F）

京都

亀岡
馬堀
保津峡
嵯峨嵐山
太秦

花
園円
町二
条丹
波
口 桂川

西
大
路

山科

東
福
寺
稲
荷
JR
藤
森
桃
山

六地蔵

宇治

木幡
黄檗

※写真はすべてイメージです。  ※定休日、営業時間等は各ホームページでご確認ください。
※状況により早期終了、代替商品となる場合があります。

（北陸新幹線区間は新幹線普通車自由席）

さらに
きっぷをご利用の

お客様へのおトクな特典も！京都鉄道博物館
入館券

京都水族館
入館券

京都自由周遊区間の
JR普通列車普通車自由席

3日間乗り放題 ※詳しくは下記をご覧ください。

JR往復特急列車
普通車指定席

※きっぷをお持ちのお客様ご本人に限ります。
　各店舗1回ずつに限ります。

特 

典

「かえり用」のきっぷをご提示いただ
くと、両施設隣接のKYOCA会館等
でおトクな特典が受けられます。

トクトクきっぷ　検索

トクトクきっぷご利用条件など詳しくは でご確認ください。

7,800円
3,900円

10,000円
5,000円

10,700円
5,350円

11,900円
5,950円

12,700円
6,350円

発　駅 お ね だ ん 発　駅 お ね だ ん 発　駅 お ね だ ん

敦 賀 福 井

金 沢 高 岡

おとな

こども

おとな

こども

おとな

こども

おとな

こども

おとな

こども

発　駅 お ね だ ん

芦原温泉
おとな

こども

加賀温泉
・
小松

おとな

こども

武生
・
鯖江

※敦賀～京都自由周遊区間は、湖西線経由の特急列車に限り乗車できます。

14,400円
7,200円

15,200円
7,600円

16,800円
8,400円富 山

おとな

こども
※ ※

※高岡・富山発着は金沢まで北陸新幹線の普通車自由席にご乗車いただけます。高岡発は新高岡から新幹線にご乗車いただけます。

おねだん（お一人様）※こどものみのご利用はできません。



京都鉄道博物館

京
都
水
族
館

「見る・さわる・体験する」をコン
セプトにした館内には、体験展
示がもりだくさん。運転シミュ
レータやSLの乗車体験（SL
スチーム号）など誰もが楽しめ
ること間違いなしです。

京都の水生生物の展示を中心に、
イルカやペンギン、オットセイなど
大人気のいきものがいっぱいです。
さらに、京都水族館では、展示だけ
にとどまらず、ワークショップ等遊
びながら学べる体験型のプログラ
ムも定期的に実施しています。

「見る・さわる・体験する」をコン
セプトにした館内には、体験展
示がもりだくさん。運転シミュ

●営業時間：10:00～17:30（入館は17:00まで）　●休館日：水曜日
（祝日、春休み、夏休み等を除く）および年末年始（12月30日～翌年1月
1日）　●交通：◇JR京都駅前B3バス乗り場急行103号系統等乗車、
「梅小路公園・京都鉄道博物館前」下車徒歩すぐ ◇JR京都駅前B3バ
ス乗り場205号系統等乗車、「梅小路公園前」下車徒歩約3分 ◇京都
駅から徒歩約20分 ◇嵯峨野線「丹波口駅」から徒歩約15分

●営業時間：10:00～18:00 ※気象状況などにより営業時間を変更する
場合があります。予めホームページ等でご確認ください。　●休館日：年中無休 
※施設点検、気象状況などで臨時休業をする場合があります。予めホーム
ページ等でご確認ください。　●交通：◇京都駅から徒歩約15分 ◇市バス
205系統・206系統「七条大宮・京都水族館前」下車徒歩約3分

※写真・イラストはすべてイメージです。

詳しいご利用方法などは裏面をご覧ください。または トクトクきっぷ

きっぷには、京都駅から京都鉄道博物館や京都水族館までの路線バスなどその他交通機関の交通費等は含まれておりません。!

※4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日はご利用いただけません。きっぷの有効期間が、ご利用になれない期間にかかる場合でも有効期間の延長は行いません。　※京都鉄道博物館の休館日は、毎週
水曜日（祝日、春休み、夏休み等を除く）および年末年始（12月30日～翌年1月1日）です。京都鉄道博物館は、このきっぷの有効期間内（ご利用になれない期間（4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）除く）の開館
している日にご利用ください。　※施設情報は平成29年2月1日現在のものです。休館日や営業時間等は追加・変更する場合がございます。きっぷをご購入の前に各施設にご確認ください。

前日までに購入 1名様よりご利用OK

※詳しくは裏面をご覧ください。きっぷをご利用のお客様へ周辺施設でのおトクな特典も！
さらに

発売期間 / 平成29年3月1日（水）～平成30年3月30日（金）まで ※ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで発売します。

ご利用期間 / 平成29年4月1日（土）～平成30年4月2日（月）までの連続する３日間 ※平成30年3月31日（土）
　ご利用開始分まで発売します。

JR往復特急列車
普通車指定席 京都鉄道博物館入館券 京都水族館入館券

京都自由周遊区間の
JR普通列車
普通車自由席
３日間乗り放題

まいづる・きのさき

平成29年3月31日（金）までのご利用開始分も発売しています。

平成29年4月1日
ご利用開始分から

主な出発地からのおねだん（おとなお一人様／こどもは半額）
福知山発着 豊岡発着 東舞鶴発着

6,400円 9,500円 8,200円
※その他の区間の設定もあります。

京都鉄道博物館
水族館ききっぷ

（詳しくは裏面へ。）

京都鉄道博物館入館時にオリジナル
鉄道ミニチュア模型を
プレゼント！

特別特典

北近畿版

～2018.3.30

プレス用



京都鉄道博物館入館時に「特典引換券」をお渡しください。お一人様につき、
どちらか1つに限りプレゼントいたします。

特
別
特
典

オリジナル鉄道ミニチュア
模型をプレゼント！

※平成29年4月1日ご利用開始分からの「京都鉄道博物館・水族館きっぷ」を購入されたお客様に限ります。
※数量には限りがあります。無くなり次第終了します。
※写真はイメージです。デザイン等は変更になる可能性があります。0系新幹線230形233号機

引換期間：平成29年4月1日（土）～
　　　　 平成30年4月2日（月）

または

平成29年2月記載内容は平成29年2月現在の情報です。

京都タワー●

東本願寺西本願寺

東寺

丹
波
口

京都

京都水族館

京都鉄道博物館

KYOCA会館

「京都鉄道博物館・水族館きっぷ」のご案内

平成29年4月1日（土）～平成30年4月2日（月）までの
連続する3日間

※ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで 発売します。

※専用駐車場はございませんので、徒歩または
　市バス（別途料金が必要）をご利用ください。

※平成30年3月31日（土）ご利用開始分まで発売します。
※4月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日はご利用いただけません。
きっぷの有効期間が、ご利用になれない期間にかかる場合でも有効期間の延長は行いません。

発売期間

ご利用期間

平成29年3月1日（水）～平成30年3月30日（金）まで

京都自由周遊区間
発地～京都駅間の往復JR（特急列車普通車指定席）に、京都鉄道博物館
および京都水族館の入館券、京都自由周遊区間内のJR普通列車（快速・
新快速含む）普通車自由席乗り放題（3日間）がセットになったきっぷです。
ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで発売いたします。

【発売条件】
●お一人様から発売します。 ※こどものみのご利用はできません。

【きっぷの効力のご案内】
●発地～京都自由周遊区間（京都駅）の特急列車普通車指定席がご利用になれます。
●京都自由周遊区間を除き、途中下車することはできません。途中駅で下車された場合は、前途無効
となります。 ※京都駅から京都鉄道博物館や、京都水族館までの路線バスなど、その他交通機関
のご利用には別途料金が必要です。

〈豊岡駅⇄京都駅〉
●豊岡発着は福知山駅での乗換時、乗継利用ができます（前後列車とも指定席をご利用いただくこ
とができます）。

〈京都自由周遊区間〉
●京都自由周遊区間は、「かえり用」のきっぷで、有効期間内に限り、JR線の普通列車（快速・新快速
含む）普通車自由席を自由に乗り降りできます（自動改札機をご利用いただけます）。

〈京都鉄道博物館入館券について〉
●きっぷの有効期間内の任意の1日に、ご利用いただけます。 ※きっぷをご利用になれない期間（4月
27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）または休館日はご利用いただけません。

●ゲート係員に「かえり用」のきっぷを提示のうえ、「京都鉄道博物館入館券」をお渡しください。（窓
口で引換えることなく、直接ご入館いただけます）。その際、京都鉄道博物館のオリジナル入館券を
お渡しいたします。 ※京都鉄道博物館の休館日は、毎週水曜日（祝日、春休み、夏休み等を除く）
および年末年始（12月30日～翌年1月1日）です。「京都鉄道博物館」には、このきっぷの有効期間
内の開館している日にご利用ください。
●入館日当日に限り、京都鉄道博物館のオリジナル入館券により再入場が可能です。
●営業時間内のお好きな時間帯に入館いただけます。

〈京都水族館入館券について〉
●きっぷの有効期間内の任意の1日に、ご利用いただけます。 ※きっぷをご利用になれない期間（4
月27日～5月6日、8月11日～20日、12月28日～翌年1月6日）はご利用いただけません。 ※施設
点検、気象状況などで臨時休業する場合があります。予めホームページ等でご確認ください。

●ゲート係員に「かえり用」のきっぷを提示のうえ、「京都水族館入館券」をお渡しください。（窓口で
引換えることなく、直接ご入館いただけます）。
●入館日当日に限り、再入場が可能です。
●営業時間内のお好きな時間帯に入館いただけます。

【きっぷの変更・使用開始前の払いもどし】
＜変更＞
・ご利用開始日の変更は、使用開始前1回に限ります。「京都鉄道博物館入館券」および「京都水族
館入館券」は、きっぷの変更後の有効期間内の任意の1日でご利用いただけます。
・指定した列車の出発時刻前までに1回に限り指定席の変更ができます。
＜払いもどし＞
・入館券や特典引換券含む全券片が未使用で有効期間内に限り、発売額から次の手数料を差し引いた額
を払いもどしいたします。
・お一人様ごとに手数料が必要となります。

  ※ただし、改札口を出ないで2列車以上を乗り継ぐ場合に1列車とみなして特急料金等を計算する区間
　において、指定券ごとに手数料を算出する際には1枚の指定券として計算します。

【使用開始後の払いもどし】
・ご利用状況により、払いもどしができる場合があります（詳しくは駅係員におたずねください）。
【座席の指定】
・指定席をご利用の際は、発売箇所または京都自由周遊区間内のJR西日本のみどりの窓口等で座席の指
定を受けてください。
・希望列車が満席の場合は、普通車自由席をご利用いただけます。ただし、普通車指定席との差額の払い
もどしはいたしません。
・乗り遅れた場合は、指定券に表示された乗車日の当日に限り、普通車自由席をご利用いただけます。
【その他】
●同行する幼児のお客様がいらっしゃる場合は、「京都鉄道博物館」「京都水族館」の入館券をそれぞれの
施設の窓口等でご購入いただくことで、ご一緒に入館いただけます。

●休館日等がありますので、ご利用の際は、事前に各施設のホームページ等でご確認のうえ、ご利用ください。
●お客様の都合で、有効期間内に入館できなかった場合も、後日入館や払いもどしの取扱いは行いません。
●予め告知されている休館日を理由に払いもどしは行いません。

【発売箇所】
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口・旅行会社。
お電話でも予約いただけます。電話番号等、詳しくは

ご購入前にかならずお読みください。

種 類 払いもどし手数料
①乗車券部分 使用開始前で有効期間内

指定券未発行・指定列車出発日の2日前まで
220円
330円

指定列車出発日の前日から
出発時刻まで

無割引の料金の30％、
ただし最低330円

指定列車出発時刻以降 無割引の料金全額

②特急券部分
　券片毎（ゆき・かえり毎）に
　手数料が必要

［払いもどし手数料=①+②］　◎使用を開始した後の払いもどしは駅係員におたずねください。
払いもどし条件

志津屋 
食パン「匠」or
スノーブレッド
20%OFF

七条店 梅小路店听 Pizza Mercato

ピザ ネギナーラ平松牧場黒毛熟成和牛
ポンドプレミアム
ハンバーグ 20%OFF
20%OFF

梅小路コラボ
ご飲食の方に
自家製ジェラート
サービス

京果トレーディング
ドライフルーツ
パルフェ
20%OFF

マイファーマー

お買い物金額より
20%OFF

KATO
ご来店の方に
オリジナル
クリアファイル進呈

 京都店
（京都駅ビル９F）

京都

亀岡
馬堀
保津峡
嵯峨嵐山
太秦

花
園円
町二
条丹
波
口 桂川

西
大
路

山科

東
福
寺
稲
荷
JR
藤
森
桃
山

六地蔵

宇治

木幡
黄檗

さらに
きっぷをご利用の

お客様へのおトクな特典も！京都鉄道博物館
入館券

京都水族館
入館券

京都自由周遊区間の
JR普通列車普通車自由席

3日間乗り放題 ※詳しくは下記をご覧ください。

JR往復特急列車
普通車指定席

※きっぷをお持ちのお客様ご本人に限ります。
　各店舗1回ずつに限ります。

特 

典

「かえり用」のきっぷをご提示いただ
くと、両施設隣接のKYOCA会館等
でおトクな特典が受けられます。

トクトクきっぷ　検索

トクトクきっぷご利用条件など詳しくは でご確認ください。

おねだん（お一人様）※こどものみのご利用はできません。
発　駅 お ね だ ん 発　駅 お ね だ ん 発　駅 お ね だ ん

福知山 東舞鶴
おとな

こども

おとな

こども

おとな

こども

6,400円 8,200円
3,200円 4,100円

豊　岡
9,500円
4,750円

※写真はすべてイメージです。  ※定休日、営業時間等は各ホームページでご確認ください。
※状況により早期終了、代替商品となる場合があります。


