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東海旅客鉄道株式会社 

今年の秋は、待ち望んだ京都へ 

「そうだ 京都、行こう。」 秋編の展開について 

 

今秋、京都・高雄エリアを中心に「そうだ 京都、行こう。」キャンペーンを展開

します。京都の紅葉は一足早く色づく高雄エリアから始まり、次第に市中の様々な

場所が彩られ、長い期間にわたって楽しめます。今年の秋は、ご自身のお好みのタ

イミングで、高雄をはじめとする京都へ、ぜひお越しください。 

 

１．宣伝展開（別紙１） 

京都を代表する名刹・神護寺をはじめ、高山寺、西明寺の美しい紅葉をＴＶＣＭ、交通

広告、ＷＥＢ、ＳＮＳ等で展開します。 

ＴＶＣＭ ２０２２年１０月１日（土）～１１月６日（日） 

※首都圏・静岡地区を中心に、スポットおよび提供番組にて放映 

ポスター ２０２２年１０月１日（土）より順次 

※首都圏・静岡地区・名古屋地区の主な駅にて展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．キャンペーンに連動した特別プラン（別紙２） 

キャンペーンにあわせて、様々な観光コンテンツをご用意しました。（以下一例）   

・【ワンコイン】渋滞避け 二条駅から神護寺へ！往復バス＋拝観 

・紅葉やライトアップをゆっくりとお楽しみいただける秋の特別拝観 

・五感で楽しむ秋！こだわりの京都名所・スイーツ 

・京都の寺院で初開催！話題のたらし込みアートで芸術の秋を堪能！ 

・わくわく！トゥクトゥク！秋の京都をトゥクトゥクで巡ろう 等 

   ※「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」や、旅行商品で発売します。 

 

 

 

 

 

 

※お出かけの際は、行政の要請等の最新情報を事前にご確認ください。 ※画像はイメージです。 

神護寺を取り上げたキャンペーンポスター 

 

平等院 

 

モンブランソフト～綾～ 

 

たらし込みアート 

 

トゥクトゥク 

 



 

 

 

「そうだ 京都、行こう。」秋編 宣伝展開 

 

知る人ぞ知る「紅葉の名所」である、高雄エリアの神護寺・高山寺・西明寺をご紹介。美し

く色づいたもみじ越しに望む神護寺の金堂など、悠久の歴史が育んだ京都の秋ならではの圧倒

的な美しさに注目して制作した映像、画像をＴＶＣＭ、交通広告、ＷＥＢ、ＳＮＳ等で展開し

ます。 

 

１．ＴＶＣＭ 

【期  間】 ２０２２年１０月１日（土）～１１月６日（日） 

【地  域】 首都圏・静岡地区を中心に、スポットおよび提供番組にて放映 

 

 

 

 

ＴＶＣＭイメージ 

    

２．ポスター 

【期  間】 ２０２２年１０月１日（土）より順次 

【掲出箇所】 ＪＲ東海各駅、首都圏等にて展開 

 

 

 

 

 

 

 

        Ｂ０ポスターイメージ           Ｂ1ポスターイメージ 

 

 

※ＴＶＣＭやポスターなどの広告宣伝物はこちらからご覧ください。 

  https://souda-kyoto.jp/other/autumn2022/ 

 

※画像はすべてイメージです。 

別紙１ 



 

 

キャンペーンに連動した特別プラン 

 

 「京都の秋」をテーマに、秋を楽しむコンテンツをご用意しました。その中でも選りすぐり

のものをご紹介します。 

なお、秋を楽しむコンテンツは、ＥＸサービス会員限定「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」で

購入できます。詳細は、特設サイト（https://souda-kyoto.jp/other/autumn2022/）をご参照ください。 

 

●【[ワンコイン]渋滞避け 二条駅から神護寺へ！往復バス＋拝観】 

高雄エリアへ行かれる際に渋滞地点を避けられるよう、１１月の土休日

に二条駅発の臨時直行バス（二条駅西口⇔高雄エリア直行）を設定しまし

た。 

二条駅から高雄エリアまでの往復バスと、ＣＭ舞台の神護寺拝観がセッ

トで「ワンコイン」と、大変お得なプランをご用意しました。二条駅から

高雄エリアまで快適にご移動いただき、魅力たっぷりの秋の高雄をお楽し

みください。 

【期間】１１月３日(木・祝)、５日(土)、６日(日)、１２日(土)、 

１３日(日)、１９日(土)、２０日(日)、２３日(水・祝)、

２６日(土) 、２７日(日) 

【旅行代金】５００円（税込） 

 

●【紅葉やライトアップをゆっくりとお楽しみいただける秋の特別拝観】 

11 月中旬以降、京都の紅葉の名所である７箇所の寺院で、時間外貸切や先行入場

により、事前にお申込みいただいた方限定で「秋の特別拝観」を実施します。 

京都の紅葉の見ごろは１か月あまり続きます。早朝、夕暮れ時・夜間に、紅葉やラ

イトアップをゆったりとお楽しみください。 

 
【実施寺院】 
 ・東福寺 早朝先行貸切拝観 

１１月１２日(土)～２７日(日) ７:３０～８:３０ 
・天龍寺塔頭宝厳院 夜間特別拝観先行入場 

１１月１２日(土)～１６日(水)、１８日(金)～２７日(日) １７:００～１７:３０ 
 ・東寺 夜間特別拝観先行入場 

１１月１８日(金)～２０日(日)、２２日(火)～１２月４日(日)１７:１０～１７:５０ 
・興聖寺 夜間貸切特別拝観 

１１月１９日(土)～２８日(月)・１２月３日(土)・４日(日)１７:３０～１９:３０ 
・平等院 夜間貸切特別拝観 

１１月２１日(月)・２８日(月) １８:００～２０:００ 
 

別紙２ 

神護寺 

臨時バス 



 ・建仁寺 時間外貸切特別拝観 
１１月２３日(水・祝)～１２月１１日(日) １７:３０～１９:３０ 

 ・仁和寺 境内貸切紅葉ライトアップ 
１１月２７日(日)・２８日(月) １８:４５～２０:３０ 

 

【旅行代金】１,８００円（税込/各寺院） 

 

※こちらは、対象の旅行商品（ずらし旅）を購入するとついてくる「ずらし旅 選べる体験」

でもお選びいただけます。 

 

●【五感で楽しむ秋！こだわりの京都名所・スイーツ】 

対象寺院・施設で利用できる「クーポン」で、現地スタッフ一押しの今年の秋に訪れるべ

き寺院と、秋にぴったりの心和むスイーツをお楽しみください。さらに、オリジナル鳥獣

戯画風呂敷もセットでご用意しました！（国宝・鳥獣戯画の柄で三色からいずれか 1 つお

渡し）。 
 
【対象寺院】神護寺、高山寺、西明寺、源光庵、常寂光寺、天龍寺（庭園）、詩仙堂、 

南禅寺天授庵、醍醐寺、建仁寺（※紅葉の見ごろが予想される順です） 
 

【対象店舗】和栗専門 紗織本店、伊藤久右衛門（祇園四条店・京都駅前店）、 
辻利（京都タワーサンド店）、甘党茶屋 京 梅園（清水店）、 
kyocafe chacha（三条店・嵐山店）、ボノワール京都、 
醍醐寺ル・クロ スゥ ル スリジェ 
 

【期間】１０月１日(土)～１２月１１日(日)  ※施設により除外日あり 
 
【旅行代金】１,２００円（税込） 

 

 

 

 

    

 

※こちらは、対象の旅行商品（ずらし旅）を購入するとついてくる「ずらし旅 選べる体験」

でもお選びいただけます。 

  

天龍寺 オリジナル鳥獣戯画風呂敷 

興聖寺 夜間貸切特別拝観 東寺 夜間特別拝観先行入場 平等院 夜間貸切特別拝観 東福寺 早朝先行貸切拝観 

和栗専門 紗織本店 モンブランソフト～綾



●【京都の寺院で初開催！話題のたらし込みアートで芸術の秋を堪能！】 

東京や大阪では予約が取れないと話題の「たらし込みアート」体験を、京都の紅葉名所

である常寂光寺で初開催します！ 

「たらし込みアート」体験では、キャンバス上で、色同士が混ざり合うことのない“マー

ブリング模様”をつくり、自分だけのアートを作成できます。 

絵に自信がない人でも、お酒やジュースを飲みながらリラックスしてアートをお楽しみ

いただけます。また、京都の寺院初開催を記念して、宇治抹茶グリーンティーもご用意し

ました。 

紅葉名所の「常寂光寺」で、お寺のもみじを見ながら芸術の秋をご堪能ください。 
 

【開催場所】常寂光寺 
【期間】１１月１２日(土)、１３日(日)、２７日(日) 
【時間】２部制 ①１０：００ ②１４：００  

 【旅行代金】９,９００円（税込）※中学生以上対象 
 

 
 

 

 

 

 
●【宇治のお寺で抹茶お香づくり＆平等院、興聖寺の夜間特別拝観】 

宇治抹茶を混ぜ込んだお香作りを、紅葉の名所・興聖寺にて体験いただけます。かわいら

しい木型で型抜きしたお香をお持ち帰りください。本プラン限定で「そうだ 京都、行こう。」

ロゴのお香もお作りいただけます。 

体験後には紅葉が色づく宇治観光をお楽しみいただき、世界遺産の平等院と興聖寺、２箇

所の特別夜間拝観もお楽しみください。 

 
【開催場所】興聖寺（お香づくり・夜間貸切特別拝観） 

平等院（夜間貸切特別拝観） 
【期間】  １１月２１日(月)、１１月２８日(月)  

【時間】３部制 ①１１:００ ②１３:００ ③１５:００  

【旅行代金】８,０００円（税込） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

興聖寺 夜間特別拝観 お香づくり 

常寂光寺 

「そうだ 京都、行こう。」ロゴのお香 

たらし込みアート 



●【わくわく！トゥクトゥク！秋の京都をトゥクトゥクで巡ろう】 
京都の観光は、バスや電車を使っての移動が一般的ですが、一日一組限定「トゥクトゥク」

で京都市内を巡りませんか。 

トゥクトゥクは普通自動車運転免許で運転可能。レンタカーの代わりにトゥクトゥクを借

りて移動すれば、一味違う面白い京都旅行となること間違いなしです！最大８時間利用可

能！ 

 

【期間】１１月１日(火)～１２月１１日(日) 

【定員】４名（２名から利用可能） 

 【旅行代金】１台６，０００円（税込）※６歳未満は乗車不可 

 

●【秋の京風ハーバリウムづくり！】 

下鴨神社からすぐの花のアトリエで、鳥居のパーツや秋らしい素材を組み合わせた、京

風ハーバリウムづくりの特別体験をご用意しました。 

おしゃれな店舗でお花に囲まれながら、ガラスの小瓶に京都旅行の思い出を詰めるのは

いかがでしょうか。 

体験後には、見た目も可愛らしい「わらび餅ラテ」でほっこりとひとやすみしてみてく

ださい。 
 
【開催場所】花のアトリエ -ylang ylang（イランイラン）- 
【期間】１１月１２日(土)、１３日(日)、１９日(土)、２０日(日)、２３日(水・祝)  

【時間】２部制 ①１１:００ ②１４:００ 

【旅行代金】２,９００円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●【京都洛北もみじ旅 瑠璃光院夜間特別拝観】 

京都・洛北の紅葉の名所、瑠璃光院。リフレクションがより映える夜に、ライトアップさ

れた庭園の幻想的な世界をお楽しみください。 

「叡山電車１日乗車券」と「叡山ケーブル往復乗車券」がセットになっていますので、日

中から夜間特別拝観が始まるまで、洛北の散策もお楽しみいただけます。 

 

 【期間】１１月３日(木・祝)～６日(日)、１１日(金)～２７日(日)、 

１２月２日(金)～４日(日) 

 【旅行代金】７，５００円（税込） 

※本事業は、京福電気鉄道株式会社・叡山電鉄株式会社・京阪ホールディングス株式会社・

東海旅客鉄道株式会社で主催します。 

※当企画は、京都洛北八瀬地区活性化に向けた取組の一環です。 

トゥクトゥク 

わらび餅ラテ 京風ハーバリウム 



 
●【 スノーピークのグッズで、オシャレに高雄を巡ろう！珈琲付き！】 

スノーピークのグッズ（マグ、ボトル、デイパック）をレンタルし、美しい

紅葉に染まる秋の高雄をウォーキング！ 眺めがいい場所に着いたら、スタッ

フがドリップしたコーヒーでホッとひとやすみしてみてはいかがでしょう。 

今年の秋は三尾を、最高にクールに、お洒落に巡ってみませんか？ 

 

【期間】１１月５日(土)、６日(日)、１２日(土)、１３日(日)、 

１９日(土)、２０日(日)、２６日(土)、２７日(日) 

 【旅行代金】２，３００円～２，９００円（税込） 

 

 

＜上記の他に、事前予約無しでお楽しみいただける現地での催しもご用意しました＞ 

●－ひかりの京都－ 竹灯籠設置（仁和寺、天龍寺塔頭宝厳院、安祥寺、建仁寺） 

昨秋、“希望の灯り”で京都の街と人々を照らしたいという思いから竹灯籠を制作し、 “希
望の灯り”を灯しました。 

第二回を迎える今秋は、いよいよ本格的に「希望の灯り」を京都の夜に照らし、さらに輝
きを増してお届けします。実施する仁和寺、天龍寺塔頭宝厳院、安祥寺、建仁寺、それぞれ
で異なる特別な景色と体験をご用意しました。 

 

  
【実施エリア／実施期間】 
 

仁和寺 １１月３日(木・祝)～１１月２８日(月) 
※うち金土日祝のみ ※１１月２７日（日）・２８日（月）は特別拝観購入者のみ 

天龍寺塔頭宝厳院 １１月１２日(土)～１２月４日(日) 

安祥寺 １１月１９日(土)～２７日(日) 

建仁寺 １１月２３日(水・祝)～１２月１１日(日) 
※方丈内の演出は特別拝観購入者のみ 

 
 

※予約不要・拝観料はお客様ご自身でのご負担となります（特別拝観プランをお申込み

の場合を除く） 

※開催期間は変更になる場合があります。 

 詳しくは、特設サイト（https://souda-kyoto.jp/other/hikari/）をご覧ください。 

  

 

 

天龍寺塔頭宝厳院 安祥寺 建仁寺 

※画像はイメージ（パース）です。 

仁和寺 

グッズ（スノーピーク） 



●謎解き×観光ガイド 鳥獣戯画と京の足跡 

三尾・二条・嵐山エリアで謎解きイベントを実施します。鳥獣戯画のキャラクターたちと

ともに謎解きを通じて、地域ごとの歴史や観光スポットなどのガイドを楽しめる体験周遊型

イベントです。謎解きのクリア条件に応じて、鳥獣戯画トートバッグなどの記念品もご用意

しております！ 

 

【開催期間】１０月２９日（土）～１１月３０日（水） 

【開催エリア】京都 三尾・二条・嵐山エリア 

【参加費】無料 

※予約不要・拝観料はお客様ご自身でのご負担となります。 

 

●そうだ 京都、行こう。ハイキング嵐山～高雄 2022 

名所・嵐山から紅葉スポット・高雄まで、さわやかな清滝川沿いを歩いてみませんか。昨

年好評だったウォーキングイベントを今年も実施！ゴールをした方にオリジナルタオルをプ

レゼント！ 

 

【期間】１１月１２日（土）・１３日（日）・１９日（土）・２０日（日） 

    スタート受付 ８：３０～１２：００ 

ゴール受付  ９：００～１５：００ 

【スタート】JR山陰本線（嵯峨野線）「嵯峨嵐山駅」 

【ゴール】神護寺楼門 

【参加費】無料 

※予約不要・拝観料はお客様ご自身でのご負担となります。 
 
この他にもコンテンツを多数ご用意しております。詳細は特設サイト（https://souda-

kyoto.jp/other/autumn2022/）をご覧ください。 

 

 

＜ずらし旅 選べる体験について＞ 

対象の旅行商品（ずらし旅）を購入すると、ＪＲ東海沿線・観光地で利用できる「ずらし旅 選

べる体験」が付いてきます。「ずらし旅 選べる体験」付商品は、下記旅行会社にて発売中です。 

 

 

 

 
※詳細は各旅行会社へお問い合わせください。 

 

・ご利用は旅行期間中おひとり様１回までとなります。 

・ご利用にはスマートフォンやタブレットなどモバイル機器、および旅行商品ご予約時に旅行

会社よりお知らせする「予約番号（お問合せ番号）」が必要となります。 

・商品ごとに設定日や除外日がありますのでご注意ください。 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、営業時間の変更や臨時休業となる場合が

あります。また、事前予約が必要なコンテンツもあります。最新の情報はホームページ等

でご確認ください。 
※画像はすべてイメージです。 

清滝 


