１月のスタッフおすすめ
一日目

※各施設の情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

京の冬の旅

京都駅着

【妙心寺 三門】46 の塔頭を持つ京都
最大の禅寺。国の重要文化財の三門
が公開される。楼上からは七堂伽藍
や境内を一望でき、観音菩薩像や十
六羅漢像、天井の絢爛豪華な天女や
飛龍図に目を奪われる。
特別公開：1/6 〜 3/18
(1/31、3/8 は拝観休止 )
拝観時間：10:00 〜 16:00 ( 受付終了）
拝観料：600 円

京都駅中央口地下１階に

カウンターがあり、

午後２時までに預ければ

制限あり）

５時までにホテルに到着します。

（かばんひとつあたり六百円

( 各税込 )

【東海庵】妙心寺の塔頭寺院の中で
も由緒ある妙心寺四派の一つ「東海
派」の本庵で、趣の異なる美しい 3
つの庭園を鑑賞出来る。史跡名勝の
「東海一連の庭」は、不老不死の神
や仙人が住むという三島を表現した
枯山水庭園で有名。
特別公開：1/10 〜 3/18
(2/1~3 は拝観休止 )
拝観時間：10:00 〜 16:00
拝観料：600 円

１０：００

京の冬の旅

七草ゆどうふ付き精進料理 3,300 円

【退蔵院】妙心寺の公開塔頭。数多
くある塔頭の中でも古刹と言われ、
日本最古の水墨画と言われる国宝の
「瓢鮎図」や、史跡名勝の「元信の
庭」、足立美術館の庭園も手掛けた
中根金作による「余香苑」と言われ
る池泉式庭園も見どころ。
拝観時間：9:00 〜 17:00
拝観料：500 円

10

分

料金：七草ゆどうふ 1,500 円 ご飯 200 円

【龍安寺】臨済宗妙心寺派の世界遺
産寺院。石庭として有名な方丈庭園
（史跡・特別名勝）は三方を築地塀
に囲まれた枯山水の平庭で、「虎の
児渡しの庭」とも呼ばれる。方丈の
東庭には秀吉が賞賛したと伝わる侘
助椿があり、冬の庭に彩りを添える。
拝観時間：12 月〜2 月 8:30 〜 16:30
拝観料：500 円

嵯峨野線にて約

京の冬の旅

【西源院】龍安寺の境内にある塔頭寺
院の西源院。ちゃぶ台と座布団が並
べられた広間で、お庭を眺めながら
味わう、なめらかなゆどうふは絶品。
営業時間：10:00 〜 17:00

キャリーサービスにて荷物をホテルに発送

﹁京都﹂駅より
JR
﹁花園﹂駅下車 徒歩約７分

京都最大の禅宗寺院の妙心寺。

滅多に公開されない三門と塔頭が

さんもん とうかいあん たいぞういん

分

お寺の歴史や見どころを丁寧に

「京の冬の旅」にて特別公開中！

説明していただけます。

三門・東海庵・退蔵院

せいげんいん

15

みょうしんじ

妙心寺

りょうあんじ

５

１０：３０

妙心寺北門より徒歩約

１２：００

分

﹁金閣寺前﹂下車 すぐ

雪が降り積もった金閣寺は
特に美しく、京都の冬を
代表する景観として
人気があります。

分

﹁二条城前﹂下車すぐ

20

系統にて約

59

系統にて約

101

妙心寺と世界遺産巡り

龍安寺・西源院にて︑
ゆどうふ

﹁龍安寺前﹂より市バス

１４：００

金閣寺

﹁金閣寺道﹂より市バス

１５：３０

二条城

「えべっさん」の名で親しま
れている、京都ゑびす神社。
１/８〜 1/12 の５日間かけて、
神事が行われ、参道は様々な
屋台が立ち並び、夜遅くまで
笹を持った人で賑わいます。
1/9・1/10 は夜通し開聞。
ホテルからは徒歩約 20 分。

﹁京都市役所前﹂駅下車徒歩 約３分

京都の夜といえば祇園。
ホテルから祇園までは
歩いていけます。本格
的な割烹から、気軽に
入れる居酒屋まで様々
なお店があります。運
がよければ舞妓さんに
会えるかも・・

1/8 〜 1/12 は
十日ゑびすへ！

徒歩約５分﹁二条城前﹂駅より地下鉄東西線にて約５分

１７：３０

ロイヤルパークホテル ザ 京都 に チェックイン

祇園にて夕食

１９：００

52 回目となる「京の冬の旅」の
テーマは「明治維新 150 年記念」
と「西郷隆盛」。幕末・明治維新
や西郷隆盛ゆかりの寺院など
15 ヶ所で、通常非公開の文化財
が期間限定で特別公開されます。

観光コース

１月のスタッフおすすめ

観光コース
二日目

※各施設の情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

京阪沿線初詣と京の冬の旅

７：３０

徒歩約

世界遺産の下鴨神社は

京都最古の社の一つ。

干支のお社があり、自身の

干支のお社をお参りするのが

習わしです。

﹁京都洋食ムッシュいとう﹂ にて朝食ブッフェ

９：００

宅配便 で自宅へ荷物を発送 チェックアウト

分

15

京阪電車﹁三条﹂駅乗車約５分﹁出町柳﹂駅下車

分

10

９：３０

旧三井家下鴨別邸・下鴨神社

徒歩約

じょうりんじ

常林寺

徒歩約１分

京阪電車﹁出町柳﹂駅乗車約

１０：３０

１月８日の成人の日には、

泉涌寺と塔頭寺院で

京都の初春の風物詩

10

分

「七福神巡り」が催されます。

京の冬の旅

【泉涌寺 舎利殿】泉涌寺内にて特別
公開される舎利殿は、釈迦の仏牙舎
利を安置するお堂で、京都御所から
移築されたもの。堂内には重要文化
財の韋駄天像・月蓋長者像や加納山
雪による天井画「龍図」も見どころ
で、江戸時代最後の天皇・孝明天皇
や和宮ゆかりの寺宝も展示される。

﹁東福寺﹂駅下車

﹁いづ松﹂にてランチ

分

15

舎利殿

京阪電車﹁東福寺﹂駅乗車約２分

せんにゅうじ しゃりでん

泉涌寺

分

15

１２：００

徒歩約

１３：３０

京の冬の旅

京の冬の旅

【伏見稲荷大社 御茶屋】五穀豊穣・
商売繁昌の神として信仰される伏見
稲荷大社にて特別公開される御茶屋
は、後水尾院より御所の古御殿の一
部を拝領されたもので、格調高い書
院造りに数寄屋造りの意匠を巧みに
取り入れている。棟方志功の襖絵な
ども公開される。

徒歩約５分

１月は初詣客で特に賑わう伏見稲荷。

千本鳥居と呼ばれる無数にある

朱色の鳥居を歩くと

まるで別世界のようで圧巻です。

奈良線﹁稲荷﹂駅乗車約５分

JR

徒歩約

分

1

﹁伏見稲荷﹂駅下車

１５：００

伏見稲荷大社・御茶屋

京都駅

徒歩約

１７：００

初詣に人気の神社と
京の冬の旅３箇所を含む
京阪沿線を巡るコース。
バスに比べて京阪電車は
日中の混雑も少なく
ゆったり移動ができます。

【いづ松】駅前の本町通りに面した
こじんまりとした、地元の人にも人
気のお店。著名店「いづう」の暖簾
分けで、日本海産の脂がのった真鯖
を使った鯖寿司が看板メニュー。他
にも昔から京都に伝わる様々なお寿
司を盛り合わせた「京寿司」も人気。
鯖寿司：1,500 円 京寿司：1,400 円（各税別）

【常林寺】京の冬の旅初公開。通称「萩
の寺」で知られる浄土宗の寺院で、
江戸時代に勝海舟が定宿としたこと
で有名。本堂には阿弥陀三尊像の他、
菊桐紋入りの衣に高下駄姿の帯刀僧
形像などが安置されている。日本画
家 岸竹堂が描いた「釈迦三尊」の
壁画もある。

特別公開：1/10 〜 3/18

特別公開：1/10 〜 3/18

営業時間：10:00〜19:30（L.O.)

特別公開：1/10 〜 3/18( 毎週日曜日は

拝観時間：10:00 〜 16:00

拝観時間：9:00 〜 16:00

定休日：木曜日※祝祭日は営業

10:00-13:00 拝観休止 )

拝観料：600 円

拝観料：800 円 ( 通常公開部分も含む）

拝観時間：10:00 〜 16:00
拝観料：600 円

【旧三井家下鴨別邸】下鴨神社の南
に位置する豪商・旧三井家の別邸。
2016 年 10 月 1 日から公開が開始さ
れた。明治から大正期までに整えら
れた屋敷構えがよく保存されてお
り、高い歴史的価値を有しているこ
とから 2011 年に重要文化財に指定
された。
開館時間：9:00 〜 17:00( 受付終了 16:30)
休館日：水曜日

入館料：410 円

【京都洋食 ムッシュいとう】
ホテル地下 1 階
約 80 種類のメニューから
選べる和洋ブッフェ。
営業（朝食）：7:00 〜 10:00
料金：2,160 円 ( 税込）

