
1963年12月に開館した南区の老舗映
画館。建物の老朽化により1年半の
間休館し、2019年8月に3スクリーンに
なって移転リニューアルオープンを果た
す。上映作品はドキュメンタリーから往
年の名作特集、Ｂ級映画やアジア映
画、新人映画監督によるインディペン
デント作品など多岐に渡る。現在は、
感染症対策として1席ずつ空席を設
けて営業中。（通常時：スクリーン1/126
席、スクリーン2/54席、スクリーン3/30席）

 9時半～22時 ※日によって変動有、劇場へ問い合わせ下さい　休 無休
075-661-7853　住 京都市南区西九条川原城町110（テルサから西洞院通を北へ、九条通を西へ）

 11時～15時、17時～21時   休 水曜休  
075-661-2456

住 京都市南区東九条西御霊町28-2（テルサから新町通
　 を北へ、九条通を東へ、大石橋交差点を南へすぐ）

京都テルサ近隣の名所やおすすめ店舗をご紹介します。

● 営業時間 9 時～ 21 時 30 分
● 受付窓口・お問い合わせ 平日 9 時～ 19 時
     土・日・祝 9 時～ 18 時
● 利用区分 午前 9 時～ 12 時、午後 13 時～ 17 時、
    夜間 18 時～ 21 時 30 分
● 駐車場／普通車 地下 180 台（有料） 
   バス 地上 6 台（有料・要予約）
● 休館日 12 月 28 日～ 1 月 4 日
  ※テルサホール、会議室等、スポーツホールは施設別に
  　受付期間がございますので、お問い合わせください。

● JR「京都」駅（南北自由通路八条口）より南へ
 徒歩 15 分／近鉄「東寺」駅より東へ徒歩 5 分／
 地下鉄「九条」駅より西へ徒歩 5 分（④番出口）／
 市バス「九条」車庫すぐ（南隣）
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〒 601-8047 
京都市南区東九条下殿田町 70（新町通九条下ル）

TEL.075-692-3400 
FAX.075-692-3402
http://www.kyoto-terrsa.or.jp

東館

● 駐車場

西館

● 京都テルサフィットネスクラブ
フロント／マシンジム／第 1 スタジオ

● スポーツホール（体育館）

● 貸会議室　第 2・3・4 会議室／第 1 研修室
● 京都府商工労働観光部 人材確保推進室
● 京都ジョブパーク

総合受付／就業サポートセンター／学生就職センター／ 
UIJ ターンコーナー／福祉人材コーナー／農林水産業コーナー／ 
ハローワークコーナー／スキルアップ相談窓口／ 
はあとふるコーナー／自立就労支援コーナー／ 
生活相談コーナー／はあとふるアイリス／

● 京都府労働相談所
● （公社）京都府歯科衛生士会

● 貸会議室　リハーサル室（多目的ルーム）／展示ギャラリー
● 京都府消費生活安全センター

消費者相談窓口

● テルサホール
● カフェラウンジ 凛
● 京都テルサ　総合案内

サービスカウンター・事務室
● （一財）京都府民総合交流事業団事務局

● 駐車場

● 京都テルサフィットネスクラブ
第 2 スタジオ／ 
フリートレーニングルーム／スカッシュコート

● 京都テルサフィットネスクラブ
ドーム型温水プール
25m スイミングプール／流水プール／ジャグジー／パイプラバス／ 
ミストサウナ

● 京都府スポーツセンター
（公財）京都府スポーツ協会／スポーツ医・科学室／スポーツ団体事務室

● 貸会議室　大会議室（A.B.C）／ D 会議室／第 8 会議室
● （一社）ガールスカウト京都府連盟
● 日本ボーイスカウト京都連盟

● 貸会議室　第6・7会議室／活動室（和室）／小会議室／第11会議室
● チャレンジオフィス
● 京都テルサ保育園
● レストラン「朱雀」

● 京都テルサフィットネスクラブ
ロッカールーム／バスルーム・サウナ／パウダールーム／ 
リラクゼーションルーム

● 貸会議室
セミナー室（第 1・2・3）／中会議室／視聴覚研修室／研修室／第 9・10 会議室

● きょうと子育てピアサポートセンター
● マザーズジョブカフェ

受付／マザーズコーナー（ハローワーク京都七条）／ 
女性再就職支援コーナー（りすてっぷ）／ひとり親自立支援コーナー

● 京都府男女共同参画センター・らら京都
情報コーナー／ワーキングルーム／ミーティングルーム／交流コーナー／相談室

● 京都ジョブパーク　企業支援コーナー
● 京都府高齢・障害者雇用支援協会
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テルサから
徒歩 7 分

〜くつろぎのひと時をお届けします〜

京都テルサフロアガイド
京のお立ち寄り SPOT
京都みなみ会館／辻川東店

CONTENTS

テルサの “with コロナ ”
～諸施設を安心してご利用いただくために～

特集 

2020 年 4 月現在

京都テルサは
会議室や

スポーツホールの
貸し出しが便利！

テルサから
徒歩 5分 辻川東店

※各店舗の所在地は下段地図に記しています

京都みなみ会館
1963年創業の老舗洋食店。三世代にわたっ
て来店されているお客さんもいるというほど、
地域に愛され続けてきた。このほど、辻川元
伸シェフがお店を任されることになり、来年の
改装を機に、ランチは60年の伝統を継承し
ながら夜はバル風の雰囲気を目指すという。
その一環として、「昼飲み」促進のためのハッ
ピーアワー（平日の12：00～14：30、ビールなど4
種類のアルコールすべて380円）を実施中。

京都テルサ Facebookあります 京都テルサ

「京都テルサ会議室感染拡大予防ガイドライン」に基づいて運営しています
※最新の情報はホームページにて御確認ください。

 60年以上に
 わたって人気の

「Aランチ」1630円

京の
お立ち寄りSPOTSPOT

2020年
秋・冬号

Vol.12

今後の京都テルサ主催イベントについてのお知らせ

京都テルサでは、新型コロナウイルスの状況に鑑み、今後のイベント
の再開につきまして適宜判断していく所存でございます。イベントを楽
しみにしてくださっている皆様におかれましては、どうかこうした状況
をご理解いただき、再開できた折にはぜひとも、多数のご参加を賜り
たく、ホームページや館内掲示にご注目いただければ幸いでございます。

手話教室（入門編）は今冬開催予定です。
うたごえフォークライブ、フリーマーケット、スポーツ事業
につきましては、今年度中止とさせていただきます。



テルサの“with コロナ”
～諸施設を安心してご利用いただくために～

京都テルサ
 https://www.kyoto-terrsa.or.jp/

東館・西館

1〜5F

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ソーシャルディスタンスを確保したレイアウトによる
スクール形式 150 名プランを、低料金で提供いたします。
試験、講習等多目的にご利用いただけます。

ソーシャルディスタンスの確保と低価格の実現

テルサホール スクール形式150名プラン

本番、準備、片付けに要する施設使用料、控室（４室）使用料、
備品使用料、（スクール形式１人掛け 150 名分机椅子、演台、
司会台、マイク（有線２本、ワイヤレス３本、PC 音声）、
プロジェクター、スクリーン、白板）　　　　　 その他要相談

みなさまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染 
防止用の備品につきまして、貸し出しや販売を行っています。

安心をカタチに！

館内のさまざまな感染防止対策

貸し出し設備・備品（すべて無料です）

受付用飛沫防止アクリル板
（ホールロビー用）

サーモグラフィーカメラ
（ホールロビー用）

受付用飛沫防止アクリル板
（会議室用）

消毒セット

演台用アクリルボード

非接触型体温計

販売グッズ

フェイスシールド
1 枚 150 円（税込）

マスク
1 枚 50 円（税込）

“wih コロナ ” 時代に大切なのは、感染・発症しにくい身体
作り。これまで同様、安心してスポーツホールをご利用いた
だくため、以下のような設備、施策などを実施しています。
また、スポーツホール内へ入るまでの共有部分では必ずマ
スクを着用していただくこと、特にフィットネスエリア共有部
分では、会話も控えていただき、速やかに移動していただく
よう、スポーツホールご利用の方にお願いしています。さらに、
利用前に非接触型体温計で検温いただいたうえで、体調
確認書を提出いただくなど、万全の対策を行っています。

体力向上、免疫力アップ！

スポーツホールの
感染防止対策

行政による接触アプリシステムとの連携
京都府による新型コロナウイルス緊急連絡サービス

「こことろ」、ならびに京都市による新型コロナあん
しん追跡サービス。京都テルサはいずれのシステム
にも登録し、みなさまの安全の確保に努めています。
ご来館の際はご利用をお願いいたします。

平日
 １区分利用：132,000 円（税込）
2 区分利用：209,000 円（税込）

休日
 １区分利用：165,000 円（税込）

2 区分利用：242,000 円（税込）

プラン料金 プラン料金に含まれる内容

スクール型式 150 名プランレイアウト
（1 人掛け 9 列× 17 列）

舞　台

BC会議室

中会議室 第 2 会議室

各会議室前にアプリ
システム登録の手順
について記したもの
を掲示しています

蜜を避けるべく席数を減らしたレイアウトの会議室。写真は一例です

更衣室内サーキュレーター

スポーツホール内　大型扇風機 スポーツホール内　窓の開放

空気循環のための諸設備

空調の換気運転も
常時行っています

1人掛けで
安心・安全！

京都テルサ通信をご覧の皆様こんにちは。京都テルサ館長の奥村です。令和 2 年、新型コロ
ナウイルス感染症の発生、そして世界的な拡大は人類にとって未曾有の脅威となりました。そ
して今なお、その勢いは終息の兆しさえ見ることが出来ない状況にあります。
この新型コロナウイルスの特徴は、人と人の交わりを好んで拡散して行くことにあります。人々
が集い、交わり、体験することを目的とする施設である我々京都テルサにとってはまさに厄介な
存在であり、リスクそのものであると言えます。事実、4 月中旬より5 月末までの1ヶ月半、施
設は臨時休館を余儀なくされ、皆様に大変ご迷惑をおかけする事態となりました。これから
の時代は with コロナの時代とも呼ばれ、感染防止策、対応策を講じながら未知のウイルスと
共存していくことが謳われています。
京都テルサではご来館いただいた皆様に安心・安全にご利用いただけるよう、対応可能な感
染対策は全て実施し、万全を期してまいります。人が集まることで文化が創造され、交流する
ことで活性し発展に繋がります。京都テルサはこれからも愛される総合交流拠点を目指し、皆
様と共に歩んでまいります。

京都テルサ 館長  
奥村 知史さん

※数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。

現金接触による感染防止の意味合いも含め、キャッ
シュレス決済を導入いたしました。ご利用いただけ
るサービスは下記のとおりです（2020 年 9 月 20 日時点）

クレジットカード
VISA
MASTER
American Express
JCB
DC
DISCOVER
UnionPay
交通系IC
Suica
ICOCA
PASMO

Tolca
Kitaka
Manaca
SUGOCA
Nimoca
はやかけん
電子マネー
iD
QUICPAY
ApplePay ID
ApplePay QUICPAY
ApplePay Suica

キャッシュレス決済が可能に！

当冊子掲載内容の最新の情報につきましては、すべてホームページなどでご確認くださいますようお願いいたします。


