
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！

2020年10月2日に開業した
ばかりのパン屋さんで、ご主
人は 13年間の修行の後、独
立。もともとハード系を得意
としていたが、近所の常連さ
んたちの希望などを聞きなが
らいろいろな種類の新製品 
を次々にリリースしている。遠
方から車で買いに来られるお
客さんもいるというほど、早く
も人気を博す。

 8時～17時（売り切れ次第終了）　休 日、月曜、祝日休　 075-585-6633
住 京都市南区西九条南田町56-2  1F（テルサから九条通を西へ、東寺南門向かいの道を南へ）

 11時 30分～14 時、17 時～21時 30 分　休 火曜休　 075-661-3934
住 京都市南区西九条比永城町 60-2（テルサから九条通を西へ、大宮通を南へ）

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
● 京都府商工労働観光部 雇用推進室
● 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

● 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 15分

〜くつろぎのひと時をお届けします〜

2021 年 4 月現在

テルサから
徒歩 12分 ル・ブラン

※各店舗の所在地は下段地図に記しています

KANOA bakery
1995年3月創業、2004年にすぐ近くの現在
地に移転、地元に愛されること27年になるフレ
ンチベースの洋風創作料理店。オムライス、カ
レー、パスタなどの定番人気メニューに加え、ホ
ワイトシチューにパンをかぶせてオーブンで焼
いた「グリヴィー（950円）」が人気。アルコー
ル類や各種コース（現在は予約のみ）も充実し
ていて、昼と夜、それぞれの魅力を堪能できる。

「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。

牛乳たっぷりのたまご、バターの風味、グリ
ヴィーの中のソースをうすめたホワイトソース、
と特徴のある「ふわふわオムライス（1200円）」

京の
お立ち寄りSPOTSPOT

中毒性があるとまで
言われるバターの風
味と食感が魅力の

「塩パン（100円）」

口どけはいいのに
カリッとしている

「カレーパン（210 円）」

ブリーチーズと
ロースハムをサンドした

「カスクルート（350円）」

2021年
春・夏号

Vol.13

手話教室（入門編）
体調管理を徹底した中で、8 名の方にご参加いただきました。
今回は、例年以上に口語禁止。手話による会話を楽しみました。こんな情勢だからこ
そ、手話での会話の大切さを感じたとのお声も。“もっと学びたい！”といった方が複
数おられました。また、今年度も開催予定ですので、是非ご参加お待ちしております。

次回もぜひお越しください！

京都テルサYouTube による「労働セミナー」を
スタートしました。10分程度の動画にて、労働に
纏わる様 な々情報を分かりやすく発信しておりま
す。また、施設
情報も発信予定
です。ちょっとし
た合間に是非一
度ご覧ください!!

京都テルサ各種SNSあります
京都テルサ

テルサYouTube配信スタート！

京都テルサフロアガイド
京のお立ち寄り SPOT
KANOA bakery ／ル・ブラン

CONTENTS

こんな使い方もできる
テルサホール &
お得な会議室割引プラン

特集 

令和3年 1月13日（水）～
3月17日（水）

京都テルサ 緑化活動
定期活動として、テルサ内や周辺の花壇への花の植栽や種の植え付けをしています。
緑化活動のボランティア参加者を募集中です！ 詳細はお問い合わせください。
日時：毎月第３土曜日 13時30分～15時30分
※中止・変更の場合有

※詳細は、随時 HP にてお確認ください。

毎月活動しています！



会議室割引プラン
大きさや設備などさまざまなニーズに対応出来る会議室を有している京都テルサ。
目的や内容に適った会議室を見つけていただけます。
従来の夜間割引•労働団体割引に加え、このほど開始した新しいサービスをご紹介いたします。

より便利になったサービス
● 全会議室で wi-fi を無料でご使用いただけます。
●クレジットカードや各種キャッシュレス決済システムが
　ご利用いただけます。

クレジットカード
VISA
MASTER
American Express
JCB
Diners Club
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

コロナ対策
● 定期的な換気、入念な館内清掃、ご利用者様向けの 
　消毒液の設置を行っています。
● 消毒液、体温計、アクリル板など感染対策備品の貸し 
　出しを行っています。
●マスク、フェイスシールドなど感染対策グッズの販売を 
　行っています。
● 行政による接触アプリシステムとの連携を行っています。
●ソーシャルディスタンスを保持したレイアウトをご提案 
　しています。

1. ひとり会議室
自習室として、さらにはテレワークスポット
やリモート会議の会場として、おひとり様
でご利用いただけるプランです。

利用条件
●ご予約は利用希望日の 3日前の午前 9 時よりお電話にて受け付けます
● 入室はご予約ご本人様 1 名に限ります
● 当日の空き状況によりますので会議室はお選びいただけません
● 附属設備のご利用には別途料金がかかります
● 準備や片付けは時間内に行ってください
● お支払いは当日現金またはキャッシュレス決済各種にて可能です

小会議室、第 4 会議室、第 6 会議室、研修室、
第 9 会議室、第 10 会議室、第 8 会議室

対象会議室

料　　金 30 分につき 500 円
利用時間 9：00 ～ 18：00（利用時間上限なし）

ホール・会議室利用のすべてのみなさまへ
安心してご利用いただくためのコロナ対策と、
便利なサービスをご紹介します。

2. 労働団体割引
各労働団体の皆様が対象の割引プランです。

利用条件
● 附属設備のご利用には別途料金がかかります
● 駐車場半額割引以外との割引サービスとの併用は不可能です

区分貸し会議室対象会議室

料金（割引率） 夜間区分 50％割引、
その他区分 30％割引

テルサホールの
さまざまな活用例
555㎡の広さを持ち、シアター形式、スクール形式、パーティー形式の 3 スタイルが可能なテルサホール。
コロナ禍において万全の感染防止対策を講じ、
リーズナブルな料金でのご利用が可能なさまざまな使用例をご紹介いたします。

研修会場として
ソーシャルディスタンスを十分に確
保したレイアウトで、安心して研修
にお使いいただけます。

試験会場として
3 名掛け、2 名掛け、1名掛け…
様 な々レイアウトに対応いたします。

式典会場として
重厚感のあるホールで、各種式典
を行っていただけます。専門のスタッ
フが終始サポートいたします。

説明会や面接会場として
ブース（フラット使用）を組んださまざま
なレイアウトに対応し、555㎡をフル活
用いただけます。

新型コロナウイルスとの闘いがまだ続く世の中ですが、
「健やかでゆとりのある生活の実現」と「心豊かな人づくり」を謳い、
文化、スポーツ、教育等の拠点として府民を支える京都テルサとして、
感染の拡大防止策をしっかり講じながら、
この社会情勢に見合うサービスを提供することは
重要な務めであると考えます。
今回は、with コロナ時代のテルサ活用例 •お得な割引プランについて
ご紹介いたします。

＆

こんな使い方もできる

テルサホール
お得な会議室割引プラン

3. 夜間各種割引
18：00 ～ 21：30 の夜間区分の
会議室使用料金が割引になるサービスです。

利用条件
● 各割引にて異なりますのでお問い合わせください

● お試し割引（初回のみ）　50％
● 連続割引（夜間区分の連続利用）　30％
● 直近割引（利用日の前日から 1 週間以内の
　お申し込み）　30％
●当日割引（延長時間が対象）
● 駐車場料金割引（夜間区分利用時のみ）　50％

料金（割引率）

区分貸し会議室対象会議室

団体鑑賞、
体験授業会場として
修学旅行時の舞台鑑賞や体験授
業、学校行事の会場としてもご利
用いただけます。

TEL：075-692-3400
info@kyoto-terrsa.or.jp

各使用例の料金など詳細につきましては、
お電話やメールなどでお問い合わせください。

専門のスタッフが
サポート
いたします

一番小さい会議
室でも12㎡あり、
ゆったりご利用
いただけます。

（小会議室）

webカメラも無料で
貸し出しいたします。第 4 会議室は

大型モニター
常設 !!（無料）


