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［造営］1896年
［施主］山縣有朋　作庭：七代目小川治兵衛
［特徴］東山を借景にした庭が至極、美。
近代日本庭園の傑作。明治の京都、庭、南禅寺
界隈の静けさを味わう絶好の場所。琵琶湖疏水
のせせらぎを180度味わえる庭園カフェも
オープン。季節のイベント実施中！

無鄰菴とは

皆さまのお力添えで、無鄰菴で実施している文化財の価値創造型運
営サービス 京都発、「庭に集い、庭をはぐくむ」が2020年度グッドデ
ザイン賞を受賞しました。今後とも、この庭の文化財としての価値をわ
かりやすく伝え、そして「また行こう！」と思える場にはぐくむ運営に
努力してまいります。

2020年度グッドデザイン賞受賞

www.murin-an.jp
無鄰菴 公式サイト

@ueyakato
Facebook

murinan_garden
Instagram

murinan_garden
Twitter

●京都市営地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩約7分　
●京都市バス「神宮道」または「岡崎公園 美術館・平安
神宮前」下車、徒歩約10分　●京都市バス（京都岡崎
ループ）「南禅寺・疏水記念館・動物園東門前」下車、
徒歩約4分　●タクシーJR「京都駅」より約20分　
※駐車場はございません
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●Kyoto City Subway Tozai Line : 7 minutes’ walk from 
Keage Station ●Kyoto City Bus : 10 minutes’ walk from 
“Jingu-michi ”or “Okazaki Koen/Bijutsukan,Heian 
Jingu-mae” ●Kyoto Okazaki Loops : 4 minutes’ walk 
from “Nanzenji/Sosui Kinenkan/Dobutsuen 
Higashimon Mae” ●Taxi : 20 minutes from JR Kyoto 
Station 　*No parking lot

開場時間  Opening Hours

※最終入場は、閉場時間の 30分前までです。
*Last entry 30 minutes before closing. 

4 ~9 月

10~3 月

Apr.–Sep

Oct.–Mar.

9:00 ~18:00

9:0 0~17:00

お一人様 / Adults  ¥600
入場料  Admission Fee

※市内在住の70歳以上の方、
　障がい者手帳保持者、未就学児は無料
* Free entry for children under 6

無鄰菴管理事務所
〒606-8437 京都市左京区南禅寺草川町31番地
31Nanzenji Kusakawa-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8437 

Murin-an Administrative Office

design: Masae Kobayashi

無鄰菴指定管理者

月 2回、庭園の情報をお知らせする
ニュースレターを配信。限定イベントも。

無鄰菴、岩倉具視幽棲旧宅、
慶沢園、栂尾山 高山寺

無鄰菴管理事務所までお電話または
無鄰菴ウェブサイトよりお申込。

生活の中に文化財を取り込み、お好きなタイミ
ングでボランティア活動をしていただく取り組
みです。

参加施設

申込方法

https://murin-an.jp/members/

無鄰菴フェロー

https://murin-an.jp/mission/

登録受付中！   入会費・年会費無料

庭園メンバーズ・
ニュースレター会員

日本庭園をたのしむイベントやアクティビティー、
庭園カフェの情報、随時更新中！

Updates about events and activities 
for enjoying Japanese gardens and 
garden café information!

新型コロナウイルス拡大防止のため、臨時閉場とさせていただく場合がご
ざいます。開場状況につきましては、無鄰菴公式HPでご確認いただくか、
施設にお問い合わせくださいませ。

075-771-3909無鄰菴 公式サイト お電話

人数限定入場について
・新型コロナウィルス拡大防止のため、当面の間、無鄰菴への
ご来場は時間毎の入場制（事前予約優先）とさせていただきます。
・1時間ごと、毎時0分にご入場いただきます。
・ソーシャルディスタンスに配慮した上限人数を設けております。
・当日お越しいただき、入場枠に空きがない場合はご入場いただ
けませんので、事前のご予約をおすすめいたします。
・10分間無料ガイドが基本入場料に含まれます。

・場内ではマスクの着用をお願いいたします。 
・体調不良もしくは 37.5度以上の熱がある場合は、ご入場いただけません。 
・入場時にアルコールにて手消毒をお願いいたします。 
・混雑を生まないため、見学ルートはスタッフの案内に従ってください。

https://murin-an.jp

ご予約は
ウェブで

www.murin-an.jp

ご予約方法
・無鄰菴公式サイトから受付中。「無鄰菴予約」で検索。
    https://murin-an.jp/garden-reservation/
・インターネットをご利用にならない方は、お電話075-771-3909よ
り受付しております。感染拡大防止のため、スタッフ数を減らして
運営しておりますため、できるだけ公式サイトからお申込いただけ
ますとありがたく存じます。

●ご留意

photo: Yujiro Sagami

ご活躍中のフェローメンバーの活動の様子は、
無鄰菴のイベントなどでご覧いただけます。
詳しくは無鄰菴公式ウェブサイトから。

になりませんか？2021年
10月1日
第 5期生
募集開始 無鄰菴フェロー

とは？

無鄰菴指定管理者　植彌加藤造園株式会社

風薫る庭が、今日も心を洗います。

Once again today, the garden 
cleanses our spirit 
with the scented breeze of spring.

Kyoto Modern Japanese Garden Murin-an

京都の傑作 日本庭園
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夜間特別開場

傑作日本庭園・無鄰菴が最も輝く
新緑ライトアップ 1名限定の写真撮影会
◎1組につき撮影者1名まで、同伴者3名まで可
◎非公開部分での撮影も可
京都の誇る名勝庭園にして、庭師七代目小川治兵衛の傑作とも名高い
無鄰菴。その最も輝く新緑の季節、ライトアップされたお庭を独占で撮
影していただける初のチャンスです！
●30,000円（日中事前下見一回込）

要予約 7組

4/30
（金）

各回30分完全入替制　
18:00,18:30,19:00,
19:30,20:00,20:30,21:00

そのほか色々やってます。ご予約お待ちしております！

●庭師と庭園スタディー☆2021/4/10 （土）から隔月1回
●日本の文化財はどのように保存、活用されてきたか　最終回『文化財がつくった「日本らしさ」』4/18（日）
●「無鄰菴会議の日」通常非公開の洋館２階で、明治の大物政治家目線を堪能する！4/21（水）
●庭園茶会「新緑」5/30 （日）　●季節の限定茶菓子席  -二十四節気にあわせて- 4/3,4/17,5/8,5/22
●「茶室に入る」4/13, 4/28,5/11,5/28　●毎月1回「イエス、能。」無料　　●毎週水曜日は「野鳥ミニ講座」無料
●毎週木曜は「在釡」　　●毎月28日は「庭の日」35歳以下無料。

公式サイトもしくは公式SNSで！
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ご入場待ち時間も有意義に。
玄関先の松にご注目！剪定の軽やか
な薄さもさることながら、支柱があえ
て自然木です。整形された丸太より、
趣をもたらします。

2
さあ、いよいよ御入場です！玄関から、坪庭
→座敷→庭が見通せるこの重層的な空間が
見もの！ 運が良ければ、奥の庭園のクサボケ
の紅色や、カキツバタの紫も彩りを添えます。

00:00

3
８畳間で10分無料ガイドをどうぞ。ここには
書ききれない鑑賞ポイントも無鄰菴スタッフ
が解説。
ガイド中は、手前の築山が奥の池を視界から
隠していることを確かめて。色々な手法で東
山の借景に目線を導く庭です。

00:05

4
ガイドの後はカフェの前にお庭を一周。まず、
母屋を出てすぐの流れにご注目。この浅さ、
琵琶湖疏水の一定した水量がなければ実現
できないもの。近代の土木工法がもたらした
新しい庭園の造形です。

00:15

5
ちょっと横道に逸れます。竹の結界の前まで来
てください。ここから滝に向けては新緑撮影ス
ポット！なんという奥行き感。あえて滝を少し隠
すように流れるモミジの枝は、南側に高木を植
えて影を作ることで、何年もかけて実現してい
ます。庭師の技の真骨頂。

00:17
00:25

6
お庭の真ん中まで来ました。ここで母屋を振り
返ります。突如現れるユートピア感満載の里山
風景！秘訣は高低差。そして足元の芝生には、
2月ごろから手引き除草で管理したヒメスミレ
などの野花が咲き始めています。

00:20

7
さあ、苔ロードがはじまります。新緑のモミジが
芽吹くこの小道は、京都の中でも指折りの撮影
スポット。奥の水際までぜひ足を運んで。

00:22

8
ここまでくるとまるで山奥の景色。さっきまで見ていた東山山中に
入り込んだ印象。滝が目の前です。沢を渡るときには、ぜひお庭を
振り返って！新緑のアーチの向こうに夢のような景色が広がります。

00:23

1

茶室まで来ました。バルコニー
のようにせり出した空間は有
朋公のご趣味。ここに来客を
呼び、北側に見える比叡山が
ご自慢でした。抹茶に加えて
煎茶も愉しんだ茶室の中もご
覧いただけます。

9

00:28
洋館二階は、伊藤博文らも出
席したあの「無鄰菴会議」の行
われた場所。往時の雰囲気そ
のまま。一階には庭師の技術や、
南禅寺界隈別荘群の解説も展
示しています。

10

00:35
母屋の一番広いお部屋は庭園
カフェ。180度お庭にひらけた
絶景の中で、無鄰菴スタッフこ
だわりの特別メニューをどうぞ。
クラフトビールやオリジナルス
イーツも有。有朋公も見た景色
が、今、あなたのものに！

11

瓢亭×無鄰菴

青もみじゆれる和ろうそく茶会
無鄰菴で人気のお茶会を、今年は少人数で実施いたします。南禅寺界
隈にひっそりと隣り合う、老舗 瓢亭と山縣有朋の別荘無鄰菴。季節の
味わいをふんだんに盛り込んで丁寧につくられたお料理を味わったあ
とは、広々とライトアップされたお庭が迎える少人数の静かな茶席へ。
またとない京都の夕暮れをどうぞ。

要予約 各回10名（最低催行人数 各回 6名）

5/4,5
（火・水）

①17:00～
②18:30～

オンライン特別講座 待望の講座をオンラインで再開！ 通常非公開庭園も取り上げます！

全10回の半分5回は、京都芸術大学（旧京都造形芸術大学）の加藤友規教授の日本庭園通史
オンライン座学。もう半分5回は、それぞれの講座に登場した庭園にオンライン生放送ツアー
で訪問！ 全回ご自宅にいながら、京都を中心に日本庭園を実感をもって学べる無鄰菴だけの特
別な講座です。
●通年4.5万円、単回5,000円　
●【加藤教授の座学】5/15,7/17,9/25,1/15,2/12 全土曜 
●【無鄰菴プログラムディレクター山田咲の生放送ツアー】6/12,8/28,10/16,1/22,3/5 全土曜

 要予約 5/15
（土）加藤友規先生の日本庭園講座と生放送ツアー

GW特別企画
京都の名勝庭園で青もみじをこころゆくまで！

ゴールデンウィークの無鄰菴名物イベント。まずは夕暮れの光の移り変わりを自然のままに楽しみ
ます。星が輝きだしたら庭園をライトアップ。アルコールもありのドリンクバーもオープン。
お庭のガイドもコンシェルジュがいたします。本来の、そして新しいお庭の味わい方。
●3,500円 ワンドリンク付き ※2杯目以降有料　●特別ガイド（各15分）19:00, 19:45

●23,000円

要予約 各日26名（最低催行人数 各日18名） 5/1,2,3
（土・日・月）

18:30 - 21:00
（最終入場20:30）

本当の夕暮れを見てから→新緑ライトアップ！

限定人数で京都を満喫！

「春の宵茶会」
京都の名勝庭園で、
1組様限定の完全プライベート

瓢亭×無鄰菴× 能

1組様限定で、特別な宵のうたげをご用意しました。誰もいない名勝庭園をご散策後、
無鄰菴でお庭を眺めつつ老舗瓢亭のお料理を。この日のための特別なお軸やしつらえ、
お菓子で茶席を愉しんだ後は、お庭でお能の謡と仕舞いが始まります。
これは圧巻の京都の体験。
●お一人10万円　●要予約最大8名　●1グループのみ受付（お申込み多数の場合は抽選）予約締切4/15

18:15～21:304/29（木・祝）

写真はイメージです

写真はイメージです

5/15スタート！
全10回・毎回土曜 
14:00～ 15:30


