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千二百年の都・京都をバスガイドの案内で
京都遊覧乗合自動車が営業を開始

千二百年の都・京都をバスガイドの案内で
京都遊覧乗合自動車が営業を開始

京都定期観光バス嵐山への運行を開始京都定期観光バス嵐山への運行を開始

京都市内夜の観光バス営業開始（会員制）京都市内夜の観光バス営業開始（会員制）

ボンネット型バスで
50周年記念コースを運行

「僅かの時間で愉快に見物」「女子案内者が歴史的に興味ある説
明を丁寧にいたします」をキャッチフレーズに昭和 3 年 4 月
18日に京都遊覧乗合自動車（京都定期観光バスの前身）として
営業を開始しました。

京都定期観光バス（運行会社：京阪バス）は、おかげさまをもちまして運行開始（昭和3年 4月 18日）より 90周年を迎える

ことができました。千二百年の都「京都」をバスガイドの案内で開業以来90年、観光バス事業を通じて京都の魅力を観光

客の皆様に伝えてまいりました結果、たくさんのお客様にご利用いただき、長年のご愛顧に厚く御礼申し上げるととも

に京都定期観光バスでは今年1年を通してさまざまな企画をご用意いたしました。

『おかげさまで 90周年、try 100th anniversary』
京都定期観光バスのへビーユーザーから、まだ利用された事がないお客様まで皆様が楽しめる企画になっております。

（1928 年）
昭和3年

（1935 年）
昭和10年

（1951 年）
昭和26年

（1978 年）
昭和53年

（1982 年）
昭和57年

▼昭和 3年開業当時の
　京都遊覧乗合自動車のチラシ

▲昭和 6年頃の運転手とバスガイド

▲同じ年に平安神宮の大鳥
　居も完成しました
（現在の平安神宮大鳥居）

10 月に嵐山への運行を開始しました。この時から現在も
定期観光バスでは嵐山をご案内しています。ちなみに当時
のバスは緑色でした。カラーでお伝え出来ないのですが、
当時のバスを再現したチョロQを窓口で販売しています。

50 周年を記念して、当時は走っていな
かった緑色のボンネット型バスで 50 周
年記念コースを運行しました。

インバウンド対応 
車内外国語システム搭載コース運行開始

スカイバス京都を
定期観光バスで運行

（2011 年）
平成23年

（2014 年）
平成26年

（2015 年）
平成27年

急増するインバウンドのお客様に対
して、車内で音声と映像による外国語
自動案内（３ヶ国語対応）を開始。
翌年、8月にはハイブリット車を導入、
バトンを渡す形で 12月に惜しまれつ
つ、二階建てバスが引退しました。

10 月に明星観光バスととも
に「SKYBUS 京都」を運行開
始。簡単に京都をぐるりと一
周できるコースを始め、金閣
寺、清水寺に下車観光できる
コースや期間限定のコース
で現在好評運行中です。

二階建てバスで京都の観光コースを運行開始
昭和 61年５月、女性運転手を採用

二階建てバスで京都の観光コースを運行開始
昭和 61年５月、女性運転手を採用

花街をイメージした舞妓・芸妓・太夫が
描かれた新型車両を 3台導入

花街をイメージした舞妓・芸妓・太夫が
描かれた新型車両を 3台導入

ボンネット型バスで
50周年記念コースを運行

インバウンド対応 
車内外国語システム搭載コース運行開始

スカイバス京都を
定期観光バスで運行

ボンネット型バスで
50周年記念コースを運行

インバウンド対応 
車内外国語システム搭載コース運行開始

スカイバス京都を
定期観光バスで運行

乗合バスとして初の二階建てバスを導入により、京都の主な
観光名所を巡るコースを運行開始。
昭和61年5月、男女雇用機会均等法施行に伴い、女性運転手を
採用。

ボンネットチョロQ
窓口などで販売中

▲嵐山 渡月橋を渡ったボンネットバス

▲昭和 25年 4月　バスが緑から赤白になりました。

京都タワーが竣工し
その 1階に定期観光案内所を開業

京都タワーが竣工し
その 1階に定期観光案内所を開業

（1964 年）
昭和39年

▲京都タワー竣工前、昭和 38年当時の待合室

▲現在の乗り場と京都タワー

京都定期観光バス90年の歩み



90th 
anniversary

インターナショナル車と夏服のガ
イド

※写真は全てイメージです。その他にもいろいろな PR企画で「京都定期観光バス 90周年」を盛り上げていきます。

お二人で90歳・定期観光バスペアご招待！
京都定期観光バスコースに９月10日限定90名様（45組）をペアでご招待。夫婦、祖父母孫、友達等組み合
わせは自由ですが、応募資格はペアの合計年齢が90歳（9/10現在）であること！（詳しい応募内容はＨＰにて）

応募資格 ペアの合計年齢が 90 歳（9/10 現在）であること。

応募期間 4月27日～ 6月30日

応募方法 京都定期観光バスホームページよりネット受付又は官製ハガキによる受付 （3 ページ参照）

当選者数 下記の 6 コースの中から 計 45組90名様（コースの選択はできません）

90周年特別企画　昭和の名曲とともにガイドが京都をご案内

懐かしい昭和の名曲を交え、現役ガイドが車内を盛り上げ

ます。車窓から見える京の景色の今昔や、定期観光バスの

歴史についてもガイドがご案内。普段のご案内では経験で

きない「歌声バス」で昭和の時代を懐かしんでいただく特

別企画です。

実施期間

10/6～11/4および

12/8～12/16の土休日

「京都三大名所～金閣寺・銀閣寺・清水寺～（A）/Classic Kyoto(AW)」コースが
毎月18日は半額！
5/18，6/18，7/18，8/18，9/18 は「京都三大名所（A）/Classic 
Kyoto（AW）」コースが半額になります。京都の名所 を約 5
時間で巡るコースです。京都を初めて訪れる方におすす
めです。

通常  大人 5,700 円→2,850 円

実施期間

5月～9月の毎月18日

A 京都三大名所
～金閣寺・銀閣寺・清水寺～コース

出発地：JR京都駅烏丸口
発車時間： 9時 30分
　　　　　10時 30分
所要時間：約 5時間

金閣寺 銀閣寺 清水寺
ご案内箇所

※昼食は
　お客様各自

定番の名所めぐり AWコースとお乗り合わせ

Ｄ 平等院と
　宇治散策・醍醐寺・萬福寺コース

出発地：JR京都駅烏丸口
発車時間：9時 40分
所要時間：約 7時間
料金：大人 9,980 円
           　小児 6,170 円

勧修寺

平等院と宇治散策

醍醐寺 萬福寺 三室戸寺
ご案内箇所

源氏浪漫を訪ねる

■コース紹介

W1 スカイバス京都 ぐるっと一周ドライブ

HC 京都 午後の半日～二条城・龍安寺～

BA 京都一日～嵐山・金閣寺・清水寺・東寺～

Q 大原三千院と比叡山延暦寺

D 平等院と宇治散策・醍醐寺・萬福寺

G 舞妓はんとの夕べ、鷹ヶ峯しょうざん庭園、夜景展望

感謝企画

90th anniversary

ⅠⅠ

感謝企画

90th anniversary
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90th anniversary

記念コース
企画

日頃の感謝を込めて贈る京都定期観光バスの特別企画

昼食付

勧修寺

清水寺清水寺

京都定期観光バス、人気の定番コース「平等院と宇治散策（D）」コースで実施する特別企画。

♪♪ ♪

バスガイドと

一緒に歌いましょう

ご乗車日：９月10日

小児 3,000 円→1,500 円
※満席の場合はご乗車いただけません。（予約優先）

GW 期間中、定期観光バスに小児料金でご乗車のお子様に京阪バスオリ
ジナルグッズ「ばすたま」（先着９０名様）と、「オリジナルメモ帳」をプレゼ
ントします。（3 ページ参照）

配布期間

4 月 28 日～ 5月 6 日（「ばすたま」は無くなり次第終了）

感謝企画

90th anniversary
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先着90名様に「ばすたま」プレゼント！



京都定期観光バス 90周年記念イベント「お二人で９０歳キャンペーン」！！ 

 

☆★☆厳選した京都定期観光バス６コースに９０名様（４５組）をペアで無料ご招待いたします。☆★☆ 

 

１．対象コース（コースのご指定はできません。） 

 ①ス カ イ バ ス：Ｗ１（１１：００発）８組１６名様、（１５：００発）７組１４名様 

 ②午 後 の 半 日：ＨＣ  ５組１０名様 

 ③京 都 一 日：ＢＡ １０組２０名様 

 ④大 原 比 叡 山：Ｑ   ５組１０名様 

 ⑤平等院・宇治：Ｄ   ５組１０名様 

 ⑥舞妓はん夜観光：Ｇ   ５組１０名様 

 

２．応募対象者 

 ・夫婦、祖父母孫、友達等組み合わせは自由！ 

 ・２０１８年９月１０日現在でペアの合計年齢が９０歳の方 

  例えば、４５歳同士のご友人、６０歳と３０歳の親子の方など、合計して９０歳になればどなたとでも 

ご応募いただけます。 

  

３．応募方法 

 ・専用応募フォーム（京都定期観光バスホームページ）に入力、または官製ハガキでご応募ください。 

   

※官製ハガキでご応募の場合は、下記事項【１】～【５】（【５】は任意）を記入し、下記の宛先にお

送りください。 

 【１】代表者の氏名、年齢（２０１８年９月１０日現在）、生年月日 

 【２】同伴者の氏名、年齢（２０１８年９月１０日現在）、生年月日 

【３】住所（代表者のみ） 

 【４】電話番号（代表者のみ） 

 【５】お二人のご関係（任意） 

 

４．実施期間 

  応募期間：２０１８年４月２７日（金）～２０１８年６月３０日（土） 

  当選発表：２０１８年７月下旬（乗車券の発送をもって通知） 

  ご乗車日：２０１８年９月１０日（月）（ご乗車日の変更はできません） 

                                                         

☆★☆ゴールデンウィーク 先着 90名様「ばすたま」プレゼント☆★☆ 

ゴールデンウィーク期間中＜４月２８日（土）～５月６日（日）＞に小児料金でご乗車のお子様へ 

京阪バスオリジナルグッズ「ばすたま」（先着 90名様）と、もれなくお子様全員に「オリジナルメモ帳」

をプレゼント！！ 

 

送り先 

〒601-8033 

京都府京都市南区東九条南石田町 5 

京阪バス（株）経営企画室  

90周年キャンペーン係 宛  

６月３０日の消印まで有効 

ばすたま＜先着 90名様＞ 京阪バスオリジナルメモ帳＜お子様全員＞ 


