
Directions to Vent Vert Momoyama  ヴァンベール桃山への道順

About 3-5 minute walk (250m-350m) from each the nearest station (JR・Kintetsu・Keihan). 1 minute walk (70m) from "Gokonomiyamae" bus stop (Kyoto city
bus).If you use JR "Momoyama" station, please go west. If you use Kintetsu "Momoyama-goryomae" station, Keihan "Fushimi-momoyama" station or
"Gokonomiyamae"bus stop, please go east. A big red "torii" is a landmark. There is no parking garage, so please use a toll parking lot near there if you need.

アパートメントまでJR・近鉄・京阪の各最寄駅から徒歩3分(250m)から5分(350m)の距離にあります。京都市バスの「御香宮前」停から徒歩1分(70m)です。JR「桃
山」駅からは、西へ向かって下さい。近鉄「桃山御陵前」駅・京阪「伏見桃山」駅・京都市バス「御香宮前」停からは東へ向かって下さい。大きな赤い鳥居がよい
目印になります。お車でお越しの方は、ガレージはございませんので、お近くのパーキングをご利用ください。



駅を出て右方向へ

When existing from the station, please turn right.

次の通りを左方向へ。
約150mでアパートメントへ到着。

Please turn left at the next street.
You'll find Vent Vert MOMOYAMA after walking about 150m.

① JR線「桃山」駅からのアクセス

From "Momoyama" Station (JR NaraLine)



駅を出て左方向へ。
When existing from the station, please turn left.

赤い大きな鳥居が見えてくる。

You'll see a big red "torii".

約200メートル先にある大通りを渡れば間もなくアパートメントに到着。

You'll find a main street about 200m ahead. After crossing the street, you'll arrive 
Vent Vert MOMOYAMA.

From "Momoyama-goryomae"Station (Kintetsu Kyoto Line)

② 近鉄線「桃山御陵前」駅からのアクセス



出口①の階段を上がって地上へ。

Please go up the ground from Exit ①.

駅を出て右方向へ。
赤い大きな鳥居が見えてくる。
約300メートル先にある大通りを渡れば間もなくアパートメントに到着。

When existing from the station, please turn right.
You'll see a big red "torii".
You'll find a main street about 300m ahead. After crossing the street, you'll arrive
Vent Vert MOMOYAMA.

③ 京阪線「伏見桃山」駅からのアクセス

From "Fushimi-Momoyama" Station (Keihan Line)



Please enjoy your stay in Kyoto.

おいでやす、ヴァンベール桃山へ

思う存分、京都を満喫してくださいませ。

Welcome to Vent Vert MOMOYAMA!



     2hours  33 min

関西空港からJRはるかで『京都』駅まで１時間１３分
1hour 13 min by JR Haruka from Kansai Airport to Kyoto station

関西空港からバスで『京都駅八条口ターミナル』まで１時間２０分
1 hour 20 min by bus from Kansai Airport to
Kyoto Station Hachijo-guchi Tarminal

京都駅から近鉄急行で『桃山御陵前』駅まで11分
11 min by Kintetsu express from Kyoto station to 
Momoyama-goryomae station

京都駅からJR（奈良線）で『桃山』駅まで12分
12 min by JR(Nara line) from Kyoto station to Momoyama station

京都駅からタクシーで約2000円
about 2000 yen by taxi from Kyoto station

大阪へは京阪で50分(伏見桃山駅→淀屋橋駅)
To Osaka : 50 min by Keihan 

(Fushimi-momoyama→Yodoyabashi)
奈良へはJRで50分(桃山駅→奈良駅) 伏見稲荷へはJRで6分(桃山駅→稲荷駅)
To Nara : 50 min by JR (Momoyama→Nara) To Fushimi Inari : 6 min by JR (Momoyama→Inari)

祇園へは京阪で20分(伏見桃山駅→祇園四条駅) 宇治へは京阪宇治線で12分(観月橋駅→宇治駅)
To Gion : 20 min by Keihan To Uji : 12 min by Keihan Uji Line (Kangetsukyo→Uji)

(Fushimi-momoyama→Gion-sijo)
金閣寺･銀閣寺･清水寺･嵐山などの京都観光名所へは､京都駅からﾊﾞｽでｱｸｾｽ可能
To Kinkakuji, Ginkakuji, Kiyomizu temple, Arashiyama, etc… easy to access from Kyoto station
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