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「京の冬の旅」デジタルスタンプラリーを開催します 

～ＭａａＳアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」を活用し、鉄道・バスで巡る 

楽しい京都観光の体験を創出します！～ 

 

 西日本旅客鉄道（株）、京阪ホールディングス（株）、京阪電気鉄道（株）、

阪急電鉄（株）、京都市、（公社）京都市観光協会（ＤＭＯ ＫＹＯＴＯ）で

は、京都観光の際の回遊性向上を図るため、昨年度に引き続き、西日本旅客鉄

道のＭａａＳアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」を活用した、「京の冬の旅」デジタルス

タンプラリーを開催します。 

 この取組では、関西の複数の鉄道事業者が連携、更に官民が一体となって、

ＭａａＳアプリとＡＩ技術の活用により、お客様に応じたおすすめの訪問先を

提案する等、第５７回「京の冬の旅」の「非公開文化財特別公開」箇所をはじ

めとした、観光地や寺社などを、公共交通で快適・便利に周遊する、特別な冬

の京都の旅を提供いたします。 

 今回の取組では、「京都レストランウインタースペシャル２０２３」飲食店

のうち、スタンプラリーの途中に立ち寄りやすい店舗がスタンプスポットとし

て参画します。本スタンプラリーをきっかけに、歴史、食などの奥深い京都の

魅力をご堪能ください。 

 

１ 「京の冬の旅」デジタルスタンプラリーについて 

⑴ 期  間  

   令和５年１月７日（土）～３月１９日（日） 

⑵ スタンプラリー概要 

参加方法は次のとおりです。 

①西日本旅客鉄道のＭａａＳアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」をインストール 

して「おトクにＧＯ！」から「京の冬の旅」デジタルスタンプラリーに 

参加します。 

②まず、簡単なアンケートにお答えいただくと、回答に基づいてＡＩが 

スポット４箇所を提案。スポットの決定でスタンプシートが完成します。 

☞スポットは参加者のお好みで変更可能であり、その選択の際にＡＩ 

がおすすめの順にスポットを表示します。 



③決定したスポットを巡り、スタンプを集めます。 

☞寺社等の観光地ではスマートフォンのＧＰＳ情報を用いてその場所で 

チェックインを行うと、スタンプを付与します。 

☞店舗では会計時に指定のＮＦＣタグ※１にスマートフォンをかざすと、 

  スタンプを付与します。 

☞鉄道駅では改札内に設置しております、ＮＦＣタグ付きポスターに 

スマートフォンをかざすと、スタンプを付与します。 

☞鉄道駅のうち、東海道新幹線京都駅は、京都総合観光案内所 

「京なび※２」において、東海道・山陽新幹線のネット予約サービスで 

ある「エクスプレス予約」及び「スマートＥＸ」を利用してチケット 

レス乗車をする際に自動改札機で発行される「ＥＸご利用票※３」を 

提示し、ＮＦＣタグをかざすことによりスタンプを付与します。 

※１ 事前に設定した情報の読み取り等を行う電子タグです。 

※２ 「京なび」はＪＲ京都駅構内にございます。 

※３ 対象となる「ＥＸご利用票」は、着駅が「京都駅」であるものに 

限ります。指定席券売機等で発券された場合に発行される「ご利用 

票兼領収証」は対象外です。 

④スタンプを３つ集めてスタンプラリーを達成すると、抽選で 

「通常コース」の素敵な賞品をプレゼントします。 

  ⑤更に、スタンプを４つすべて集めると、「京都名産品コース」にも 

ご応募いただけます。 

  ☞４つのスタンプを獲得すると、自動的に「京都名産品コース」の抽選 

対象となります。賞品抽選に外れた場合でも、「通常コース」の賞品 

の抽選権が得られます。 

⑶ スタンプスポット 

①観光地スポット 

第５７回「京の冬の旅」の「非公開文化財特別公開」箇所をはじめ 

とした寺社など 

②グルメスポット 

   「京都レストランウインタースペシャル２０２３」への参画店舗 

のうち、指定の店舗 

③鉄道駅スポット 

   参画鉄道事業者の指定の鉄道駅 

☞観光地スポットから２箇所、グルメスポット及び鉄道駅スポットから 

各１箇所（計４箇所）をスタンプスポットとして設定いただきます。 

   ☞スタンプスポットの一覧は別紙をご確認ください。 

 



⑷ 賞品プレゼント 

①抽選対象者 

スタンプラリーを達成された方 

②賞  品 

【通常コース】  

 ＧＯＯＤ ＮＡＴＵＲＥ ＳＴＡＴＩＯＮ 「ＥＲＵＴＡＮ」ディナー券  ２名様 

   阪急阪神第一ホテルグループ共通ご利用券 ５名様 

   キリン氷結（１ケース２４本入り） ３名様 

   キリン生茶（１ケース２４本入り） ３名様 

   地下鉄・バス１日券 ２０名様 

  【京都名産品コース】 

   京都の名産品セット ５名様 

☞スタンプを４つすべて集めた方は、特別な賞品として、 

京都の名店約１７０社が加盟する「一般社団法人 京都物産出品協会」 

が運営するＥＣサイト「日々の京都物産展」提供の、京都の名産品 

セットにご応募いただけます。 

☞当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

（令和５年４月下旬の賞品発送を予定） 

 

２ その他 

  スタンプラリーの詳細は、次のホームページを御覧ください。 

  ＵＲＬ：https://www.jr-odekake.net/railroad/wester_cp/kyounofuyunotabi/sr02/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

事業全体について 

 京都市都市計画局歩くまち京都推進室  

 Ｔｅｌ：０７５－２２２－３４８３ 

 ＦＡＸ：０７５－２１３－１０６４ 



第2回「京の冬の旅」デジタルスタンプラリー　スタンプスポット一覧

【カテゴリー：観光地スポット１】
No. スポット名 住所 アクセス

1
知恩院 大方丈・小方丈・方丈庭
園

京都市東山区林下町400
・JR「山科」駅から地下鉄東西線「東山」駅下車、徒歩約10分
・京都駅から市バス206系統「知恩院前」下車、徒歩約10分

2 清水寺 成就院 京都市東山区清水1丁目
・JR奈良線「東福寺」駅から京阪電車「清水五条」駅下車、徒歩約25分
・京都駅から市バス86・206系統「五条坂」下車、徒歩約12分

3 大徳寺 三玄院 京都市北区紫野大徳寺町76
・JR嵯峨野線「二条」駅から市バス206系統「大徳寺前」下車、徒歩約7分
・京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」駅下車（乗換）、市バス204・205・206
系統「大徳寺前」下車、徒歩約7分

4 大徳寺 総見院 京都市北区紫野大徳寺町59
・JR嵯峨野線「二条」駅から市バス206系統「大徳寺前」下車、徒歩約8分
・京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」駅下車（乗換）、市バス204・205・206
系統「大徳寺前」下車、徒歩約8分

5 大徳寺 芳春院 京都市北区紫野大徳寺町55
・JR嵯峨野線「二条」駅から市バス206系統「大徳寺前」下車、徒歩約10分
・京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」駅下車（乗換）、市バス204・205・206
系統「大徳寺前」下車、徒歩約10分

6 醍醐寺　三宝院 京都市伏見区醍醐東大路町22
・JR「山科」駅から地下鉄東西線「醍醐」駅下車、②番出口より徒歩約10分
・京都駅八条口（ホテル京阪前）から京阪バス「京都醍醐寺ライン」で「醍
醐寺」下車、徒歩すぐ

7 醍醐寺　理性院 京都市伏見区醍醐東大路町21
・JR「山科」駅から地下鉄東西線「醍醐」駅下車、②番出口より徒歩約15分
・京都駅八条口（ホテル京阪前）から京阪バス「京都醍醐寺ライン」で「醍
醐寺」下車、徒歩約５分

8 賀茂別雷神社（上賀茂神社） 京都市北区上賀茂本山339 市バス「上賀茂神社前」下車、徒歩すぐ

9 松尾大社 京都市西京区嵐山宮町3
・阪急電車「松尾大社」駅から徒歩約3分
・市バス・京都バス「松尾大社前」から徒歩約3分

10 旧嵯峨御所　大本山大覚寺 京都市右京区嵯峨大沢町4
・市バス・京都バス「大覚寺」下車、徒歩すぐ
・JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅から徒歩約20分

11 京都市京セラ美術館 京都市左京区岡崎円勝寺町124
・地下鉄東西線「東山駅」から徒歩約8分
・京阪「三条駅」・地下鉄東西線「三条京阪駅」から徒歩約16分

12 音羽山 清水寺 京都市東山区清水1丁目294 ・バス停「五条坂」または「清水道」から、徒歩10分

13 蓮華王院 三十三間堂 京都市東山区三十三間堂廻町65 ・JR「京都」駅から　市バスで約10分（バス停「博物館三十三間堂前」下車）

【カテゴリー：観光地スポット２】

No. スポット名 住所 アクセス

1 上徳寺 京都市下京区富小路通五条下ル本塩竈町556
・JR奈良線「東福寺」駅から京阪電車「清水五条」駅下車、徒歩約7分
・京都駅から市バス4・17・205系統「河原町五条」下車、徒歩約5分

2 妙心寺 玉鳳院 京都市右京区花園妙心寺町60
・JR嵯峨野線「花園」駅下車、徒歩約5分
・京都駅から市バス26系統「妙心寺北門前」下車、徒歩約7分

3 妙心寺 壽聖院 京都市右京区花園妙心寺町44
・JR嵯峨野線「花園」駅下車、徒歩約8分
・京都駅から市バス26系統「妙心寺北門前」下車、徒歩約3分

4 仁和寺　御殿・庭園 京都市右京区御室大内33

・京都駅からJR嵯峨野線「太秦」駅で嵐電乗換、「撮影所前」駅から「御室
仁和寺」駅下車、徒歩約3分
・京都駅またはJR嵯峨野線「円町」駅から市バス26系統またはJRバス「御
室仁和寺」下車、徒歩すぐ

5 東本願寺 大寝殿・白書院 京都市下京区烏丸通七条上ル
・京都駅から徒歩約7分、
・京都駅から地下鉄烏丸線「五条」駅下車、徒歩約5分

6 東寺 五重塔 京都市南区九条町1番地
・京都駅から徒歩約15分
・京都駅から市バス205系統「東寺道」下車、徒歩約5分

7
【WEBでの完全予約制】
僧侶がご案内する特別拝観
西本願寺 書院

京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町
・京都駅から市バス9・28・75系統「西本願寺前」下車、徒歩すぐ
・京都駅八条口から京阪バス311・312系統「西本願寺前」で下車

8
【WEBでの完全予約制】
僧侶がご案内する特別拝観
東本願寺 諸殿

京都市下京区烏丸通七条上ル
・京都駅から徒歩約7分、
・京都駅から地下鉄烏丸線「五条」駅下車、徒歩約5分

9 賀茂御祖神社（下鴨神社） 京都市左京区下鴨泉川町59 京阪電車・叡山電車「出町柳」駅から徒歩約15分

10 実相院門跡 京都市左京区岩倉上蔵町121
・地下鉄烏丸線　国際会館駅から京都バス「岩倉実相院」行き　終点下車
すぐ
・叡山電鉄「岩倉」駅から徒歩20分

11 壬生寺 京都市中京区壬生梛ノ宮町31
・市バス「壬生寺道」から徒歩3分
・阪急電車「大宮」駅から徒歩8分
・JR嵯峨野線「丹波口」駅から徒歩12分

12 天龍寺 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68
・京福電車「嵐山」駅から徒歩約1分
・阪急電車「嵐山」駅から徒歩約15分
・JR「嵯峨嵐山」駅から徒歩約13分

別 紙



【カテゴリー：グルメスポット】

No. スポット名 住所 アクセス

1 美濃吉本店 竹茂楼 京都市左京区粟田口鳥居町65 地下鉄「東山」駅から徒歩約8分

2 京料理せんしょう 京都市右京区西院安塚町23 阪急電車「西院」駅から徒歩約15分

3 おづkyoto 京都市東山区博多町67 京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約3分

4
ホテルオークラ京都 鉄板焼 と
きわ

京都市中京区河原町御池
ホテルオークラ京都17F

・地下鉄「京都市役所前」駅直結
・京阪電車「三条」駅から徒歩約3分

5 ルレ・ヴェルダン 京都市左京区孫橋町31
・地下鉄「三条京阪」駅から徒歩すぐ
・京阪電車「三条」駅から徒歩すぐ

6 GRACE Relaxing Tea Salon 京都市下京区五条烏丸町400番地 欧風館1F 地下鉄「五条」駅から徒歩約2分

7 いづう 京都市東山区八坂新地清本町367 京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約5分

8
京都東急ホテル オールデイダ
イニング風花

京都市下京区堀川五条下ル柿本町580 地下鉄「五条」駅から徒歩約8分

9 紫竹 葵湖 京都市北区紫竹下竹殿町16番地 市バス「下竹殿」下車、徒歩約1分

10 膳處漢ぽっちり 京都市中京区天神山町283-2 地下鉄「四条烏丸」駅から徒歩約5分

11
ホテルオークラ京都 中国料理
桃李

京都市中京区河原町御池 地下鉄「京都市役所前」駅直結

12 フルーツパーラー クリケット
京都市北区平野八丁柳町68-1
サニーハイム金閣寺1F

市バス「衣笠校前」下車、徒歩約3分

13
翠嵐 ラグジュアリーコレクション
ホテル 京都 京 翠嵐

京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町12
・JR「嵯峨嵐山」駅から徒歩約15分
・阪急電車「嵐山」駅から徒歩約15分
・嵐電「嵐山」駅から徒歩約6分

14 下鴨茶寮 京都市左京区下鴨宮河町62番地 京阪電車「出町柳」駅から徒歩約8分

15 出逢ひ茶屋 おせん 京都市中京区備前島町307-1
・阪急電車「京都河原町」駅から徒歩約5分
・京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約8分

16 デザートカフェ長楽館 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604 京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約10分

17
パーク ハイアット 京都 ザ リビ
ングルーム

京都市東山区高台寺桝屋町360
・市バス「東山安井」下車、徒歩約6分
・阪急電車「京都河原町」駅から徒歩約18分

18
ホテルグランヴィア京都 カフェ
レストラン ル・タン

京都市下京区東塩小路町901
ホテルグランヴィア京都 2F

京都駅ビル内

【カテゴリー：鉄道駅スポット】

No. スポット名 住所 アクセス

1 山科駅（JR西日本） 京都市山科区安朱南屋敷町29−2 －

2 東福寺駅（JR西日本） 京都市東山区本町12 －

3 円町駅（JR西日本） 京都市中京区西ノ京円町42-1 －

4 三条駅（京阪電気鉄道） 京都市東山区三条大橋東詰 －

5 帷子ノ辻駅（京福電気鉄道） 京都市右京区太秦帷子ケ辻町 －

6 四条大宮駅（京福電気鉄道） 京都市下京区四条大宮町 －

7 出町柳駅（叡山電鉄） 京都市左京区田中上柳町32-1 －

8 嵐山駅（阪急電鉄） 京都市西京区嵐山東一川町7番地 －

9
太秦天神川駅（京都市営地下
鉄）

京都市右京区太秦下刑部町 －

10 京都駅（新幹線）
京都市下京区東塩小路町 京都駅ビル 2F
南北自由通路沿い
（京都総合観光案内所「京なび」内）

－
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