
※ 大人、高校生、小・中学生混在での10名様は団体割引の適用外となります。
※ 料金は全て税金込みの価格です。

※ 季節により営業時間を変更することがあります。

〒600-8216　京都市下京区烏丸通七条下る（JR京都駅正面）
TEL :075-361-3215　FAX:075-361-2913

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/
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京都を訪れたら、まずは京都のシンボル
京都タワーの展望室へ。 地上100メートル
の高さにある最上階・展望室5階からは、
ぐるり一周、古都の絶景パノラマが広がり
ます。 行きたいところをあれこれ眺めて
みましょう。 さあ、楽しい今日（京）の旅の
はじまりです。

楽しい京の旅の締めくくりには、
夜の京都タワーがおすすめ。楽しかった
ところはどこでしょう。もう一度行って
みたいところはどこですか。趣のある京都
の夜景を眺めながら、楽しかった旅の
思い出を大切な人といっしょに振り返っ
てみてはいかがでしょうか。

9：00～21：20（最終入場 21：00）

今日（京）の
はじまりはタワーから

旅の締めくくりは
タワーからの夜景で

たわわちゃんのプチコラム

京都タワー展望室５階の高さは、地上100m。 先端の避雷針を
含めると、131mの高さです。 近年、建設された超高層タワー
と比べると、高くは感じられないかもしれませんが、規制
のある京都市街では、もっとも高い建造物。
だから、京都の街並みを、まるで地図のように見渡すこと
ができるのです。

どうして、広く遠くまで
景色が見られるの？

たわわちゃんのプチコラム

啓発活動に貢献の
カラーライトアップ

いつもは、白く輝く京都タワーですが、年に数回、その色を
変える日があります。 「ピンクリボン月間」のピンク色を
はじめ、オレンジ色や青色、赤色などテーマに合わせて、
その色はさまざま。 クリスマスなどのイベントに合わせた
ライトアップのほか、京都のシンボルタワーとして、多く
の啓発活動に賛同し、協力しています。

京都タワー

丸わかりガイド

大　人

高校生

小・中学生

幼児（3歳以上）

障がい者（手帳提示）

650円

500円

400円

800円

650円

550円

150円

400円

個 人 団 体
（10名様以上）

営業時間

展望料金

京都まめ知識 2
あが さ が

京都では、北へ行くことを「上る」、
南へ進むことを「下る」と言います。
住所などにも使われます。

上る、下る

京都まめ知識 1
盆地

京都まめ知識 4

京都の街なかには、今でも多く
の町家が残っています。虫籠窓
やばったり床几などを備える姿
には、風情が感じられます。

京町家

京都まめ知識 3

京都市街中心部は、まるで「碁
盤の目」。通りが、縦横にマス目
のようにならんでいるのです。

碁盤の目

京都まめ知識 5

京の夏の風物詩、五山の送り火。
毎年８月16日に、５つの山に火
が灯ります。 「大」の字以外も
探してみてください。

大文字

京都タワー
約131m

京都ホテルオークラ 京都駅ビル
約60m約60m

電波塔
（NTTコミュニケーションズ）
約 111m

電波塔
（NTTドコモ）
約 106m ピンク ブルーレッド オレンジ パープル グリーン

京都市街は、周囲を山に囲まれ
た盆地です。特に、なだらかな
稜線の美しい東側は、東山三十
六峰と呼ばれます。

りょうせん

むしこまど

しょうぎ

特徴 2京都タワー展望室のご案内

だい もん じ

kitagawa-mayu
テキストボックス
10:00～21:00（最終入場20:30）



白くなめらかなフォルムの美しい京都タワー。
その構造は、どうなっているのでしょうか。
たわわちゃんが解説します！

外から見るだけでなく、入っても楽しい京都タワー。
美しい眺望あり、おいしいスポットあり、さらにはショッピングや
くつろぎのスペースまで。その全貌をご紹介します。

京都タワーの構造と特徴

京都タワーは、その構造が独創的。 鉄骨を
一切使わず、円筒形の鋼板をつなぎ合わせる
「モノコック構造」を世界に先駆けて採用した
んだ。 台風や大地震にも強い、安全設計なん
だよ。

世界に誇る建築構造

「たわわちゃん」は、京都タワーの
やさしい灯りからうまれました。
いつも展望室からみんなの

「しあわせ」をお祈りしています。

たわわちゃん

京都タワ
ーマスコットキャラクター

京都タワーを支えているのは、
柱ではなく、表面の「殻」。
この構造にすることで、なめら
かな塔身を実現しているよ。

展望室３階部分に取り付けら
れているLED照明は、全部で
20基。  ライトアップは、この
照明で行っているよ！

らせん階段（285段）
エレベーター（2基）

避雷針

はしご

風速計

塔の先端部
モノ
コック構造

2.7m

地上1 0 0mの高さからパノラマ
ビューが楽しめる展望室５階には、
京都市街でいちばん高いパワー
スポットも。 たわわちゃんの顔の形を
したかわいい絵馬やおみくじなどが
あります。 スマートフォンで情報を
持ち出せる観光案内タッチパネルも
設置 !

特徴

1

たわわちゃん PROFILE

「おっとりふんわり」な、
ちょっとあわてんぼうさん。

おいしいもの探し。
京都の街のしらないことめぐり。

京都の街は大好きなものが、
いっぱいで決められません。

性 格

お気に入り

将来の夢

タワーの根元部分にあるガラス
張りのラウンジ。 京の夜景を眺め
ながら、すてきなひとときを過ご
しましょう。 10階屋上には、夏季
限定でビアガーデンもオープン
します。
喫茶 平　日 15：00～20：00（L.O.19：45）

土日祝 12：00～20：00（L.O.19：45）
バー 18：00～23：00（L.O.22：30）

地下1階

1・2階
11：00～23：00
 9：00～21：00

※一部店舗は異なります

営業時間 ７：00～22：00（最終入場21：30）
※営業時間を変更する場合がございます

料金 大人(平　日) 770円
大人(土日祝) 910円
小人（全日・２歳以上小学生以下） 450円 

広々とした造りの大浴場は、知る人ぞ知る
京都の名スポット。 ホテル宿泊客以外も利用
でき、早朝７時から入れるので、夜行バスの
旅行者にもおすすめです。 また、ランナー向け
に当日16時までお荷物をお預かりするプラン
もご用意しております。（要予約）

京の美食・土産・体験のお店が集結 !
地下1階は京都の名店が集まるフードホール、
1階は京都らしい逸品が揃うマーケット、
2階は和の文化を体験できるワークショップ
フロアとなり、様々な京都の魅力が楽しめ
ます。

「心と身体を癒し、満たす」をメインコン
セプトに、和洋多彩な旬の恵みをビュッフェ
スタイルでお楽しみいただけます。
ランチ 1部 11：30～13：00

2部 13：30～15：00
ディナー 17：30～21：00（最終入店20：00）

京都の玄関口に建つホテル。 
心やすまる京のおもてなしで、ゆっくり
とくつろいでいただけます。 ８階には、
たわわちゃんアイテム満載の客室、
「たわわちゃんルーム」も！

もへろんC

スカイラウンジ「空」-KUU-
展望室 3F

京都タワー展望室
展望室 4

・5F

レストラン タワーテラス
タワービル 3F

KYOTO TOWER SANDO
タワービル B1F-2F

大浴場 ～YUU～
タワービル B3F

京都タワーホテル
タワービル 5-9F

京都タワーの土台は、地下３階・地上９階の
ビルの屋上。 約800トンもの重さがビルに
かかりますが、構造の工夫によって、建物の
機能を損ねることはないんだよ！

ビルの屋上に建つ！

特徴

3

白くほっそりとした京都タワーの優雅な
姿は、灯台がモチーフ。 かつての家々の瓦
屋根を波に見立て、海のない京都の街並み
を静かに照らし続けているんだね。

京都の街を照らす灯台をイメージ
特徴

2

90分2部制

kitagawa-mayu
テキストボックス
大浴場～YUU～は閉店しましたご愛顧ありがとうございました




