Travel to the Kansai Seminar House
関西セミナーハウスへの交通

1. Getting to JR Kyoto Station from Airport(空港から JR 京都駅まで)
From Kansai-Osaka International
Airport to JR Kyoto Station

関西国際空港から JR 京都駅まで

By train

電車で

Take JR "Airport Express Haruka", and you can get to
Kyoto without changing trains Make sure you take the
train at "JR" station, since there is another station for
"Nankai Railways" next to JR. Besides, make sure you
take "Airport Express Haruka", NOT "Rapid service".
Rapid train is bound for Osaka, and you cannot reach
Kyoto. It will be a 75-minutes trip to Kyoto.

関西国際空港から、JR の特急“はるか“で、
乗り換えなしで京都駅に到着できます。注意
する点は、JR の駅で特急“はるか“に乗るよ
うにすることです。関西国際空港の JR 駅の隣
には”南海線“があるので間違えないように
してください。関空快速は大阪行きのため京
都には着きません。京都までは 75 分かかりま
す。

Ticket fare is 2,980 JPY without a reserved seat.

Ticket fare is 3690 JPY

for a reserved seat.

チケット料金（自由席）
：2,980 円
チケット料金（指定席）
：3,690 円
You can buy ticket in 2 ways; one is using the

automatic ticket vending machine, another is JR
JR チケットを買う方法は二つあります。
ticket office called Midori-no-madoguchi.

チケット自動販売機とみどりの窓口です。

By bus

バスで

Limousine Bus service is available to reach Kyoto
station. Bus stop is located outside the International
Arrivals Floor (1st floor)
Tickets can be purchased from ticket vending machines
close to the bus stop. It will be a two-hour trip to Kyoto
station. Get off the bus at the stop "Kyoto Station
Hachijoguchi". You can find the entrance to the subway
station close to the bus stop.
Ticket fare: 2,300 JPY

関西国際空港からリムジンバスで、京都駅ま
で行けます。バス乗り場は空港１階の外側に
あります。京都駅までは約２時間かかります。
終点の京都駅八条口で降りてください。バス
停のすぐそばに JR の入り口があります。
バスチケットはチケット自動販売機で買えま
す。
チケット料金：2,300 円

From Osaka International Airport
(Itami / ITA)

伊丹空港から京都駅まで

By bus

バスで

Take "Osaka Airport Limousine" to reach Kyoto Station
(There are South and North terminal in Osaka
international airport, and the Limousine bus stops at
both of the two terminals. You can buy a ticket from
vending machines close to the bus stops. It will be a
one-hour trip to Kyoto station. Get off the bus at the
stop "Kyoto Station Hachijoguchi". The entrance to the
subway station is close to the bus stop.
Ticket fare: 1,280 JPY

伊丹国際空港からリムジンバスで、京都駅ま
で行けます。バス乗り場は空港１階の外側に
あります。京都駅まで約１時間かかります。
終点の京都駅八条口で降りてください。バス
停のすぐそばに JR の入り口があります。
バスチケットはチケット自動販売機で買えま
す。
チケット料金：1,280 円

2. Getting to Kansai Seminar House from JR Kyoto Station
(JR 京都駅から関西セミナーハウスまで)
From JR Kyoto Station to Kansai
seminar house

JR 京都駅から関西セミナーハウスまで

By subway + taxi

地下鉄 + タクシー

Take subway
Take subway Karasuma-line bound for
Kokusaikaikan, and get off at Kitayama Station It
takes about 13 minutes from Kyoto station to
Kitayama station.
Ticket fare is 280 JPY. You can buy ticket using
the automatic ticket vending machine.

地下鉄で、国際会館行き烏丸線で京都駅から
北山駅で降ります。13 分ほどかかります。

チケット料金：280 円
チケット自動販売機で買えます。

Take taxi
You should go out from No2 exit. Then you can
take taxi.

北山駅から 2 番出口のタクシー乗り場でタ
クシーに乗ります。約 10 分ほどで到着しま
す。

By subway + shuttle bus

地下鉄 + シャトルバス

Take subway at JR Kyoto statoin
Take subway Karasuma-line bound for
Kokusaikaikan, and get off at Matsugasaki station
It takes about 16 minutes.
Ticket fare is 280 JPY. You can buy ticket using
the automatic ticket vending machine.

地下鉄で、国際会館行き烏丸線で京都駅から
松ヶ崎駅で降ります。16 分ほどかかります。

チケット料金：280 円
チケット自動販売機で買えます。

松ヶ崎駅の２番出口から出てください。
Take Shuttle bus
You should go out from No2 exit. Then waiting for そこにシャトルバスの乗り場があります。
発車時刻は以下のとおりです。
shuttle bus.

Schedule of shuttle bus services :
Depart from Matsugasaki station (Matsugasaki
station - Syugakuin station - Kansai Seminar
House)

8 月 17 日 14:00, 17:30, 20:30
8 月 18 日 11:30, 15:00, 16:30

17th August 14:00, 17:30
18th August 11:30, 15:00, 16:30
Shuttle bus (シャトルバス)

