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京都市産業観光局 
公益社団法人京都市観光協会 
 Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

 
京都デスティネーションキャンペーン 

第５６回         キャンペーンについて 
 

 

京都市及び公益社団法人 京都市観光協会（ＤＭＯ ＫＹＯＴＯ）では，来年１月から３月

にかけて，ＪＲグループ６社と連携したデスティネーションキャンペーンとして，「京の冬

の旅」を実施しますので，お知らせします。 

第 56回目を迎える今回は「京都にみる日本の文化」を題材に，「建築の美」と「茶人ゆか

りの禅寺」のテーマを中心とした 14箇所の非公開文化財特別公開，定期観光バスやタクシ

ーで巡る特別コース，京都の歴史や文化，技に触れる特別な体験プランなど，事前予約・少

人数制により，安心してお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しております。 

また，今月 11日の「新しい京都観光に向けた共同宣言」に基づき，コロナ以前の観光課

題（一部観光地における混雑やマナー違反等）が生じていた状況に戻さないよう，市民生活

と観光が調和し，ＳＤＧｓの達成等に貢献していく新たな京都観光に取り組み，早期の観光

回復を図ってまいります。 

 

ＪＲグループの各駅・車内で展開するポスターには，京舞井上流井上安寿子氏，歴史家磯

田道史氏にご出演いただき，京の文化の魅力をご紹介します。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーン開始に先立ち，12月の１か月間，全国のＪＲ主要駅にキャンペーン５連貼

りポスターを掲出します。 

 

 

 

 

 

井上安寿子氏 磯田道史氏 



 

～安心して京都を楽しんでいただくために～ 
１．“密”を避けて京都を満喫。事前予約して利用できる企画が充実しています！ 
・非公開文化財の特別公開を事前予約優先制 ※で実施します。“密”を避けた時間

帯をＷＥＢで選んで拝観いただくことができます。 
※事前予約をされない場合でも，当日受付で空きがあれば拝観いただけます。 

・また，京都の奥深い魅力を体験できる，人数限定の特別プランはラインナップ
を充実。ご希望のプランを事前予約すれば，旅行計画にも役立ち，京都観光を 
スムーズに満喫できます。 

 
２．withコロナの観光スタイルを踏まえた新しい企画を実施します！ 
・非公開文化財を手軽にめぐることができる市内アクセス付き観光プランには，人気の定

期観光バスの他，少人数で利用できる「タクシーでめぐる特別コース」が登場します。 
・また，市内公共交通機関の利用や，食をテーマにした「非接触型のデジタルスタンプラ

リー」が登場！お手持ちのスマホ等を使って対象施設でチェックイン，達成すれば素敵
なプレゼントが抽選で当たります。 

 
３．新型コロナ感染症対策や持続観光な京都観光に向けた取り組み 
・受入れ施設では「京都観光版ガイドライン」に基づき，施設の換気・消毒，従業員の体

調管理・マスク着用・手指消毒等の対策を徹底し，観光客の皆様へもマスク着用・消毒・
ソーシャルディスタンスの確保等をお願いしながら，各種企画を実施します。 

・京都は靴を脱いで入場する施設も少なくありません。京都市観光協会ではビニール袋の
配布を行わず，観光客の皆様に「マイくつ袋」の持参を推奨しています。新型コロナ感
染症拡大防止とともに環境負荷軽減，持続観光な京都観光にご協力をお願いします。 

 

〈キャンペーン概要〉 

１．実施期間 

  2022年１月１日（土・祝）～３月 21日（月・祝） 

 

２．内  容 

 （１）非公開文化財特別公開 

今回は「建築の美」と「茶人ゆかりの禅寺」をテーマとし，通常非公開の文化財 

を期間限定で特別公開いたします。高度な技によって受け継がれてきた，文化財の 

宝庫・京都が誇る国宝・重要文化財級の「建築の美」と，利休や有楽斎，織部など

茶人ゆかりの寺院を中心に，「京の冬の旅」初公開の文化財を含む 14 箇所での特別

公開です。 

※インターネットでの「事前予約優先」で公開します（予約なしでも当日受付で

空きがあれば拝観いただけます）。 

●公開期間：2022年１月８日（土）～３月 18日（金） 

●公開時間：午前 10時～午後４時 30分（午後４時 受付終了） 

●料  金：１箇所 800円 

※公開期間・時間・料金は公開箇所により異なります。 

詳しくは「京の冬の旅」イベントガイドブックをご参照下さい。 

●公開箇所：・智積院 密厳堂・三部権現社・求聞持堂は「京の冬の旅」初公開 

・東福寺 法堂・東司  

法堂「京の冬の旅」初公開，東司「京の冬の旅」15年ぶりの公開  

・大徳寺 大光院 京の冬の旅初公開 

・西陣 興聖寺 「京の冬の旅」40年ぶりの公開 



・仁和寺 御殿・庭園 「京の冬の旅」18年ぶりの公開 

・東本願寺 御影堂門 「京の冬の旅」初公開 

・醍醐寺 三宝院 「京の冬の旅」27年ぶりの公開  等 計 14箇所 

●京の冬の旅「ちょっと一服」スタンプラリー 

非公開文化財特別公開の 14 箇所の中からお好きな３箇所を拝観してスタンプ

を集めると，指定の場所でお茶とお菓子などをお楽しみいただける特典が受けら

れるスタンプラリーを実施します。 

※指定の場所や参加方法など詳細は，「京の冬の旅」イベントガイドブックを

ご参照下さい。 

※定期観光バス及び団体（15 名様以上），タクシーで手軽にめぐる非公開文化

財特別公開コースでのご利用はできません。個人でのご利用に限ります。 

 

（２）市内アクセス付き周遊観光 

●定期観光バス特別コース 

   テーマに合わせて各地を巡る，６つの定期観光バスコース。特別公開寺院や，

敷居が高く感じる料亭での京料理の昼食など，お一人様でも満喫いただける「京

の冬の旅」だけの特別コースをご用意しました。 

 ・京都 世界遺産の美～名建築と名庭園～コース 

 ・茶人ゆかりの禅寺と伝統の味コース 

 ・寅年のご利益と初公開の文化財めぐりコース など 

 

●タクシーで手軽にめぐる非公開文化財特別公開コース新企画 

  タクシーを使って，少人数でめぐる「京の冬の旅」非公開文化財特別公開。京

都駅発着，入場料金・乗車料金がセットでお手軽！ 

・楼上からの絶景！通常非公開の巨大な二つの門にのぼろう 東福寺三門と東本

願寺御影堂門 

・世界遺産の門跡寺院・仁和寺と茶人ゆかりの禅寺・大徳寺の非公開塔頭寺院 

・国宝をめぐる旅 東福寺と智積院 
                              ≪詳しいプラン紹介≫ 
（３）奥深い京都をじっくり満喫「事前予約で楽しむ京都旅」 

人数限定で安心してお楽しみいただけるプランを 

多数ご用意しております。                  

   ●京都「千年の心得」プラン             

・京舞井上流井上安寿子さん「京の冬の旅」特別公演 

・歴史家磯田道史さん「『京の冬の旅』で歴史を知る」特別講演 等 

●「朝観光・夜観光」プラン  

・長谷川等伯と堂本印象の絵画で彩られる智積院早朝拝観 

・京都鉄道博物館 バックヤードツアー 開館前の扇形車庫に潜入  

・高台寺「夜咄のお茶会」 等  

   ●「とっておきの京都プロジェクト」プラン 

・国宝鳥獣戯画 世界遺産 高山寺「遺香庵」特別拝観 

     ・僧侶のご案内でめぐる 小野小町ゆかりの隨心院 特別拝観 

     ・浄住寺住職と心の対話坐禅体験と普茶料理を食す 等 

 



（４）公共交通機関での市内観光や京都グルメをお楽しみいただける，「非接触型のスタ

ンプラリー」を開催！新企画 

●京都の食を満喫「レストランウインタースペシャル 2022」 

～「非公開文化財特別公開」コラボデジタルスタンプラリーも開催！～ 

冬の京都ならではの食材が揃うこの季節。京都を代表する料亭やレストラン， 

ホテルなどが期間限定メニューを特別価格で提供する「レストランウインタース

ペシャル 2022」を開催します。 

また，「京の冬の旅」コラボ企画として，レストランウインタースペシャル対象 

飲食店や「京の冬の旅」非公開文化財特別公開箇所を巡ると，抽選で食事券が当 

たるデジタルスタンプラリーを開催します。 

※詳細は 12月中旬に公表予定です。 

 

●公共交通機関を利用して参加しよう！「京の冬の旅」デジタルスタンプラリー 

ＪＲ西日本のスマホアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」をダウンロードし，非公開文化財

特別公開箇所や市内観光スポットを回って素敵な景品をＧＥＴしよう！  

      ※詳細は 12月上旬に公表予定です。 

 

（５）関連企画 

  ●観光施設とくとくサービス 

  京都観光 Naviホームページ画面又は，「京の冬の旅」イベントガイドブック 

の提示で，観光協会会員の対象観光施設で，入場・体験料金の割引，又は記念品を 

受け取ることができるおトクなサービスをご提供します。 

     

●その他 

「京都・花灯路」や「旧三井家下鴨別邸 冬の特別公開」などのキャンペーン期  

間中の多彩なイベント・観光情報を「京の冬の旅」イベントガイドブックや京都

観光 Naviホームページで紹介します。 

※主催者は企画ごとに異なります。「京の冬の旅」イベントガイドブック掲載 

のお問い合わせ先をご参照下さい。 

 

【「京の冬の旅」イベントガイドブック】 

「京の冬の旅」期間中に実施される特別企画などの情報を掲載 

したガイドブックを全国のＪＲの主要駅，旅行会社などで設置します。 

※各イベントの詳細は「京の冬の旅」イベントガイドブック， 

又は京都観光オフィシャルサイト「京都観光 Navi」内特設 

ページをご参照下さい。 

 

●主な配布箇所 

○ＪＲグループの主要駅 

◯京都市内 

・京都総合観光案内所〈京なび〉 TEL：075-343-0548 

〒600-8216 京都市下京区ＪＲ京都駅ビル２階 

 

 



◯首都圏地域 

・京都市東京事務所 TEL：03-6551-2671 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-６-５  

丸の内北口ビルディング 14 階 

 

【京都観光 Navi URL】 

https://ja.kyoto.travel/specialopening/winter/2021-2022/ 

 

※「京の冬の旅」に関する画像データをご希望の場合は，下記担当までご連絡下さい。 
公益社団法人京都市観光協会 誘致事業課 

TEL：075-213-0020  FAX： 075-213-1011 

 

 

３．旅行商品 

主な旅行会社では，京都へのＪＲと宿がセットになった旅行プランをご用意しています。

詳しくは，主な旅行会社へお問い合わせください。 

※写真・イラストは全てイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ja.kyoto.travel/specialopening/winter/2021-2022/


 
 

「京の冬の旅」 

お出かけに便利な旅行商品の発売 

 
ジェイアール東海ツアーズでは、「京の冬の旅」と連動した旅行商品として、ＪＲ東海がお届けする入会金・

年会費無料の“５０歳からの旅クラブ”「５０＋（フィフティ・プラス）」より、添乗員同行型の「京の冬の

旅」非公開文化財特別公開を巡るプランを発売します。また、「そうだ 京都、行こう。」Ｗｅｂサイト

（ https://souda-kyoto.jp/ ）において、冬の京都の楽しみ方を順次ご紹介して参りますのでぜひご覧くださ

い。 

 

 

プラン名：『５０＋京の冬の旅「秘められた京の美をたずねて」非公開文化財をめぐる』 
往復新幹線+宿泊 1 泊の添乗員同行プラン。「京の冬の旅」初公開や数年ぶりの寺院を中心にまわります。 

 

【ツアーのポイント！】 

１ 第 56 回「京の冬の旅」非公開文化財特別公開で公開される寺院の内、5 カ所にご案内します。 

  バスは 1 名様 2 席利用です。 

２ お泊まりは大浴場付のホテルをご用意！2 日目はフリータイムです。 

 

  

【出 発 日】2022 年 1 月 18 日（火）・31 日（月） 

2 月 6 日（日）・12 日（土）・21 日（月）・25 日（金） 

3 月 4 日（金）・12 日（土）・15 日（火） 

 

 【旅 行 代 金 】おとなおひとり様 

東京・品川駅発着 36,800 円～37,800 円 

静岡駅発着    35,300 円～36,300 円 

名古屋駅発着   31,800 円～32,800 円 

※2・3 名様 1 室利用の場合 

※新横浜駅など、その他の駅発のプランもございます。 

※利用列車はお選びいただけません。 

 【最少催行人員】16 名 

【添 乗 員】現地添乗員同行（1 日目京都駅出発～1 日目ホテルチェックインまで） 

 【申 込 締 切 】出発の 16 日前まで  

【発 売 箇 所 】５０＋Ｗｅｂサイト（ https://www.jrtours.co.jp/50plus ）にて承ります。 

【発 売 条 件 】５０＋会員限定商品のため、５０＋への会員登録が必要です。 

詳しい旅行条件をＪＲ東海ツアーズ５０＋Ｗｅｂサイトで事前に確認の上、 

お申し込みください。 

 

  ※この資料でご旅行の申込みを受け付けるものではありません。 

 

         

 

 

     

 

■問い合わせ窓口 

ジェイアール東海ツアーズ５０＋ツアーデスク 

☎0120-948-950 または ☎03-6854-4150 

※お電話での申込を受け付けておりません。（Ｗｅｂサイトからお申込ください） 

全日 10：00～18：00 年中無休（年末年始を除く） 

【おすすめプランの例】 

別紙 1 

 

https://souda-kyoto.jp/
https://www.jrtours.co.jp/50plus

