
京都デスティネーションキャンペーン 

５０回記念「京の冬の旅」キャンペーンを開催します！ 

平成27年11月5日 

Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

ＪＲグループでは、平成28年1月1日から3月21日までの約3ヶ月にわたり、京都市・京都市観光協会

などと共同で、京都デスティネーションキャンペーン「京の冬の旅」を開催いたします。 

昭和42年1月に始まった「京の冬の旅」は今回で記念すべき50回を迎えます。「伝統産業・文化」「朝

観光・夜観光」「京の食文化」の３つのテーマのもと、50 回記念にちなんで 50 のイベントを実施します。

また、「禅 -ZEN-」をテーマに普段は見学できない庭園、仏像、襖絵、建築など16箇所の非公開文化財が期

間限定で特別公開されます。ＪＲグループの各駅・車内で展開するポスターには武者小路千家家元後嗣「千 

宗屋氏」、料理研究家「大原 千鶴氏」にご出演いただき、京都の魅力を紹介いたします。 

さらに、テーマにあわせて快適便利に京都を巡る定期観光バスコースとして、『うるわし』コース、『み

やび』コース、『やすらぎ』コース、『あじわい』コース、『たしなみ』コースなど、この冬だけの特別コ

ースや、短時間で手軽に観光したい方向けの半日コースのほか、新コースとしてこの冬新たに運行開始する

『大人の修学旅行』コースや『朝』コースなど多様なニーズにお応えするコースを設定します。 

より多くの方に京都にお越しいただき、京都の魅力を体験いただけるよう取り組みますので、ぜひこの冬

の京都へお越しください。 

１  キャンペーン期間 

   平成28年1月1日(金・祝)～3月21日(月・休)

２  キャンペーン期間中の特別企画（別紙参照） 

  50回記念「京の冬の旅」を記念して、様々なイベントを実施します。 

   (1) 非公開文化財特別公開 

普段は見学することができない選りすぐりの非公開文化財が特別公開されます。今回は「禅 -ZEN- 

～禅寺の美 日本文化の美～」をテーマに、禅宗寺院とその文化にスポットを当て、庭園、仏像、襖

絵や建物などを中心に、貴重な文化財の数々を期間限定で拝観することができます。 

(2) 定期観光バス特別コース 

「京の本山 国宝・重文をたずねて」「京の禅寺 襖絵の美をたずねて」「京の禅寺 名宝と庭園をた

ずねて」「京の名物 老舗の味と世界遺産をたずねて」をテーマとしたコースを運行いたします。ま

た、今回より「朝の禅寺特別拝観 座禅と朝ごはん」や学びの要素が詰まった「大人の修学旅行 おと

なの京都 学びの旅」をテーマとしたコースを運行いたします。 

(3) 京の体験キャンペーン「京のたしなみ」 

京都に連綿と受け継がれてきた文化や産業。現代にも息づく、その美意識や手技の世界を、職人や

文化人の指導、解説により身近に感じることができる体験メニューを集めました。 

 (4) 京都「千年の心得」 

千年を超える歴史に培われ、今も日常に根付いている「京都の奥深い上質な魅力」に出会う観光プ

ランをご用意いたしました。 

『料理研究家・大原千鶴が語る「京のおばんざい」』では、摘草料理で知られる料理旅館「美山荘」

の次女として生まれ、現在料理研究家として活躍中の大原千鶴氏より「家族のために作るおばんざい」

をテーマにお話を伺い、野菜をふんだんに使ったコース料理の昼食をお召し上がりいただきます。 

 詳しくは11月中旬以降、ＪＲの主な駅に設置する「京の冬の旅」イベントガイドブックをご覧ください。



別  紙

キャンペーン期間中の特別企画

1 非公開文化財特別公開 

「秘められた京の美をたずねて」と題して、50回記念「京の冬の旅」では「禅 -ZEN- ～禅寺の美 日本文化

の美～」をテーマに16箇所の文化財が特別公開されます。平成28年が、臨済宗を開いた臨済禅師の1150年遠

諱にあたることにちなみ、日本の文化・芸術に大きな影響を与えた禅宗寺院を中心に、普段は見学できない庭園、

仏像、襖絵、建築などを期間限定でご覧いただけます。 

 (1)公開期間  平成28年1月9日(土)～3月18日(金)（一部、公開期間が異なる箇所があります） 

(2)公開箇所 （＊印は「京の冬の旅」初公開） 

建仁寺 開山堂、六道珍皇寺、東福寺 三門、東福寺 即宗院、南禅寺 天授庵、相国寺 法堂・方丈、 

相国寺 養源院＊、相国寺 長得院＊、大徳寺 本坊、大徳寺 芳春院、真如寺＊、妙心寺 玉鳳院、妙心寺 霊雲院、

妙心寺 天球院、東寺 五重塔、東寺 灌頂院 

■料金：１ヶ所600円 ※東寺五重塔(通常公開部分含む)は800円 

   ■各箇所の公開時間など、詳細はイベントガイドブックをご覧ください。 

建仁寺 開山堂        六道珍皇寺        東福寺 三門          東福寺 即宗院 

2 定期観光バス特別コース 

定期観光バス特別コースとして、『うるわし』『みやび』『やすらぎ』『あじわい』の4コースに加え、半日

コースや『たしなみ』コース、今回からは『朝』コース、『大人の修学旅行』コースを新たに運行します。お買

い求めは、ＪＲの主な駅・旅行センター(ＪＲ東日本では「びゅうプラザ」、ＪＲ東海では「ＪＲ東海ツアーズ」

でのみ発売)、主な旅行会社へどうぞ。 

①『うるわし』コース  京の本山 国宝・重文をたずねて 

平成28年1月9日(土)～3月18日(金)運行 

【大徳寺本坊、相国寺法堂・方丈、東福寺三門、東寺五重塔、鶴屋吉信、泉仙(昼食)】 

②『みやび』コース  京の禅寺 襖絵の美をたずねて 

平成28年1月9日(土)～3月18日(金)運行 

【建仁寺開山堂、相国寺長得院、妙心寺天球院、妙心寺玉鳳院、阿じろ(昼食)】 

③『やすらぎ』コース  京の禅寺 名宝と庭園をたずねて 

平成28年1月9日(土)～3月18日(金)運行 

【大徳寺芳春院、東福寺即宗院、六道珍皇寺、相国寺養源院、妙心寺霊雲院、天 （昼食）】 

④『あじわい』コース  京の名物 老舗の味と世界遺産をたずねて 

平成28年1月9日(土)～3月18日(金)運行  ※2月11日(木・祝)を除く毎週木曜と2月21日(日)は運休 

【京料理 瓢亭 別館（昼食）、京菓子 西尾八ツ橋の里、世界遺産 下鴨神社と小豆粥、京の台所 錦市場】 

⑤『たしなみ』コース  着物でお抹茶＆北野天満宮の梅 

平成 28 年 2 月 26 日(金)～3 月 6 日(日)の金・土・休日 

【夢館(着物着付け)、有斐斎弘道館(抹茶賞味)、花水庵(昼食)、北野天満宮(梅苑)】 

⑥ ～特別な京都観光～ 自分磨き～IN京都～ パワー充電間違いなし！ 

平成 28 年 2 月 1 日(月)～29 日(月)の月・金 

【安井金比羅宮、下鴨神社、今宮神社、下鴨茶寮(昼食)】 

⑦ ～特別な京都観光～ 松花堂弁当発祥の地と秘仏をたずねる 

平成 28 年 2 月 6 日(土)～28 日(日)の土・日 

【大御堂観音寺、寿宝寺、石清水八幡宮、松花堂庭園・吉兆(見学と昼食)】 

⑧ ～春の訪れを待つ～ 京の節分・四方参り

平成 28 年 2 月 3 日(水) 

【吉田神社節分祭、八坂神社、壬生寺、北野天満宮、花水庵（昼食）】  

※写真はイメージです 



⑨『朝』コース  朝の禅寺特別拝観 座禅と朝ごはん 

平成 28 年 3 月 5 日(土)、6 日(日)、12 日(土)、13日(日) 

【大徳寺 大慈院、大徳寺 本坊、相国寺 法堂・方丈、泉仙（朝食）】 

⑩『大人の修学旅行』コース  おとなの京都 学びの旅 ～禅寺・神社・京料理と京菓子～ 

平成28年1月22日(金)、23日(土)、29日(金)、30日(土) 

【河村能舞台(能楽おもしろ講座)、建仁寺 霊源院、下鴨神社、祇園さゝ木(昼食)、俵屋吉富(茶菓)】 

⑪ 午前の半日コース  特別公開 東寺と相国寺 

平成28年2月1日(月)～29日(月) ※2月21日(日)は運休 

【東寺 五重塔、相国寺 法堂・方丈 ※特別公開寺院を半日でめぐる早回りコースです。】 

⑫ 午後の半日コース  京の禅寺早まわり～真如時・等持院・龍安寺～ 

平成28年2月1日(月)～29日(月) ※2月21日(日)は運休 

【真如寺、龍安寺、等持院 ※禅寺の庭園や建築を半日でめぐる早回りコースです。】 

※ コース内容は拝観・見学・食事場所が変更となる日があります。 

出発時刻、所要時間及び料金など、詳細はイベントガイドブックをご覧ください。 

  ※ 各コースの申込締切日は、各申込窓口にお問い合わせください。 

  ※ その他にも、様々なコースをご用意しています。 

3 京の体験キャンペーン「京のたしなみ」 

若手女性職人の指導による製作体験をはじめ、千年の歴史と伝統が薫る京都に連綿と受け継がれてきた美意

識や手技の世界を、職人や文化人の指導、解説により身近に感じることができる京都ならではの体験を各種ご

用意しました。 

(1)開催期間  平成 28年 1 月～3月(開催日はプランごとに異なります) 

(2)主なプラン(一例) ※いずれも予約制 

   『京都を感じるアクセサリー作り』『和紙の魅力に触れる、小物入れとお皿づくり』 

『自分だけの木の食器セットづくり』『宮井ふろしき・袱紗ギャラリー見学とふろしき包み方教室』 

※その他にも、様々なプランをご用意しています。 

※各プランの開催日、開催時間、集合場所、料金及び予約方法など、詳細はイベントガイドブックを 
ご覧ください。 

4 京都「千年の心得」  

千年を超える歴史に培われ、今も日常に根付いている「京都の奥深い上質な魅力」に出会う観光プラン。京都

で育まれてきた歴史や文化、技に触れ、じっくり自分を見つめ直すことができる多彩なプランをご用意していま

す。 

(1)開催期間  平成 28年 1 月～3月(開催日はプランごとに異なります) 

(2)主なプラン(一例) ※いずれも予約制 

『料理研究家・大原千鶴が語る「京のおばんざい」』『早起きは三文の得！ 八坂の塔 法観寺早朝特別拝観』 

『早起きは三文の得！ 圓徳院で砂紋引き体験と朝粥の朝食』 

※その他にも、様々なプランをご用意しています。 

※各プランの開催日、開催時間、集合場所、料金及び予約方法など、詳細はイベントガイドブックを 
ご覧ください。 

5 その他のイベント 

○「美しの饗宴」～老舗料亭の若主人たちによる夢の共演～［平成28年1月31日(日)、2月7日(日)・14日(日)］ 

京の冬の旅50回記念事業として実施する食のイベントです。老舗料亭の若主人達が受け継いできた各店 

のお料理を、この日限りお召し上がりいただけるひとつの献立に仕上げます。 

○ 京都・東山花灯路‐2016 [平成28年3月12日(土)～21日(月・休)]≪雨天決行≫ 

京都・東山地域を舞台に、その一帯を約2,500基の露地行灯の和を基調とした「灯り」と「花」で演出し

ます。周辺寺院・神社などの特別拝観やライトアップなど、京の早春を彩る美しいイベントを繰り広げます。

※その他、｢京都･嵐山花灯路－2015｣を、平成27年12月11日(金)～20日(日)に嵯峨･嵐山地域で開催します。 

その他にも、様々な特別企画をご用意しています。詳しくは、ＪＲの主な駅にある「京の冬の旅」イベント  

ガイドブックをご覧ください。 

6 京都へのおトクな商品
  主な旅行会社では、京都へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。 



7 キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛 

ＪＲの駅の「みどりの窓口」「旅行センター」または主な旅行会社で、京都市内を目的地とするきっぷ、また

は旅行商品等を購入するともらえる引換券つきの専用乗車券袋を、「引換店」表示のあるキヨスク売店等（乗

車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券１枚につき、指定のドリンク１本と交換いたします。ただし、Ｊ

Ｒ東日本エリアでは「びゅうプラザ」「提携販売センター」などで、京都市内を目的地とする旅行商品等を購

入された方のみ対象となります。 

※ 引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。 
※ 引換期間は平成28年1月1日（金・祝）から3月21日（月・休）です。 
※ 乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 


