３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。

チェックイン前・アウト後
のお荷物は何時でも
お預かりいたします。

分

20

１０：００

京都駅着

32

乗車約

﹁銀閣寺前﹂下車 徒歩 約５分

17

市バスもしくは地下鉄にて ザロイヤルパークホテル 京都三条 へ

﹁銀閣寺道﹂下車 徒歩 約８分／

銀閣寺入口にある椿垣は

ちょうど３月が見頃！

ホテルにて荷物を預け︑
﹁河原町三条﹂より市バス５・ ・

17

32

庭園の苔に落ちる椿も綺麗です。

ただひとつの
「狛ねずみ」があります！

５・

おおとよ

大豊神社には全国で

１１：００

銀閣寺

徒歩約５分

ほうねんいん

5

１２：００

﹁ゴスペル﹂にてランチ

徒歩約５分

１３：００

哲学の道・法然院・大豊神社

哲学の道南端より徒歩約 分

１４：３０
なんぜんじ

5

観光コース

椿の名所 銀閣寺・法然院と哲学の道・南禅寺

南禅寺

むりんあん

徒歩約 分

１５：３０

無鄰菴でお茶

徒歩約８分↓地下鉄東西線﹁蹴上﹂乗車約５分

﹁三条京阪﹂下車 徒歩約５分

3/9~18 は花灯路へ！

１７：００

ザ ロイヤルパークホテル 京都三条 に チェックイン

祇園にて夕食

１９：００

人気の銀閣寺・哲学の道
コースはたくさん歩きます
が、ほのぼのした雰囲気に
癒されます。哲学の道・
南禅寺周辺は桜の名所。
3 月末からは桜が綺麗です。

花灯路
【京都・東山花灯路 -2019】
毎年 3 月に開催される東
山花灯路。北は青蓮院か
ら円山公園、八坂神社を
通って、南は清水寺まで
の東山散策路と周辺寺院、
神社等がライトアップさ
れ夜間拝観できる。
北端の青蓮院まではホテ
ルから徒歩約 18 分。
期間：3/8( 金）~3/17（日）
18:00 ~21:30
※雨天決行

【無鄰菴】明治・大正の元老山縣有
朋の京の別荘で明治 29 年に完成。
国の名勝に指定されている庭園は小
川治兵衛の作で、東山を借景とし、
琵琶湖疏水をとりいれた壮大な雰囲
気の池泉回遊式庭園。無鄰菴会議で
知られる洋館も見学できる。
3 月の開場時間：8:30~17:00
（最終入場

16:30）

【南禅寺】1291 年亀山法皇により開
創された臨済宗南禅寺派の本山。境
内には勅使門、三門、法堂、方丈の
伽藍が一直線に並び、12 の塔頭が
ある。大方丈の庭園は「虎の子渡し」
と呼ばれ、江戸初期の代表的な枯山
水庭園として知られる。赤煉瓦の
アーチを思わせる水道橋は現在
も琵琶湖からの疏水が流れている。

【法然院】哲学の道より一筋東、山
沿いにひっそりとそびえる寺院。山
門を入ると、両側に白い盛り砂（白
砂壇）があり、砂上には四季折々の
模様が描かれている。境内には多く
の椿が植えられており、手水鉢には
散り椿がそっと飾られている。しっ
とり落ち着いた雰囲気を味わえるお
寺。

【哲学の道】銀閣寺近くから、若王
子神社まで続く約２㎞の小道。桜の
時期は混雑するが、普段は静かでの
どかな散歩道。哲学者西田幾多郎が
散策、思索にふけったといい、この
名がついた。道沿いにはギャラリー
や茶房等もあり、猫が集まるスポッ
トも人気。

【ゴスペル】鹿ケ谷通にある、洋館
の 2 階にあるカフェ。店内にはたく
さんのレコードが並べられており、
アンティーク家具に囲まれ、ゆっく
りと優雅に一服できる。ランチには
ハンバーグやグラタンがあり、食後
のおやつに自家製ケーキも人気。
営業時間：12:00 〜 18:00
※定休日：火曜日

入場料：410 円

拝観時間：8:40~17:00（3/1 〜 11/30）

拝観時間：6:00 ~16:00

Todayʼ s ランチ 1,350 円（税別）

ドリンクセット：800 円

拝観料：方丈庭園 500 円 三門 500 円

境内拝観無料

※閉店時間は日によって異なります。

３月のスタッフおすすめ
※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。

観光コース

二日目 洛南の世界遺産寺院と随心院の梅苑・宇治

チェックアウト

﹁京都洋食ムッシュいとう﹂ にて朝食ブッフェ

デリバリーサービスで荷物を京都駅へ発送

【醍醐寺】874 年聖宝理源大師によ
り創建された、京都府下最古の木造
建造物の五重塔が残る、世界遺産の
真 言 宗 寺 院。境 内 の 広 さ は お よ そ
200 万坪もあり、京都で最大とも言
われる。全国でも有数の桜の名所で
あり、秀吉が「醍醐の花見」を催し
たことでも有名。

拝観料金：500 円

銘茶売場：10:00 〜 18:00

拝観料：庭園＋鳳翔館 600 円

夜 16:30 〜20:00（L.O.）定休日：水曜不定休

梅園公開：3/1 〜 3/30 入園料：500 円

拝観時間 (3 月 ~12 月初 )9:00~17:00

カフェ：11:00 〜 17:30 (L.O.17:00)

鳳凰堂内部拝観

※写真は宇治丸弁当 3,000 円（税別）

< 行事＞3/31 はねず踊り

拝観料金：通常期 800 円

※お座敷はサービス料別途要

７：３０

醍醐寺

営業時間 : 昼 11:00 〜 14:30（L.O.）

観覧 :1,000 円

９：００

午前 10 時までにフロントに
お預けいただければ、
午後２時までに
八条口にあるカウンターに
到着します。
かばんひとつあたり
千円（税込）制限あり。

鳳凰堂内部拝観 9:30 〜 16:10
別途 300 円

20

分

分 または 醍醐コミュニティバス乗車約５分

29

地下鉄東西線﹁京阪三条駅﹂乗車約

﹁醍醐駅﹂下車 徒歩約

だいごじ

拝観時間：9:00 〜 16:30

醍醐寺

ミュージアム鳳翔館 9:00 〜 17:00

【随心院】991 年創建、真言宗善通
寺派の大本山。小野小町ゆかりの寺
としても知られ、境内の小野梅園は、
3 月中旬に見頃を迎える遅咲きの梅
の名所。静かな堂内で写仏や写経も
できます。

24

にて約５分

拝観時間：庭園 8:30 〜 17:30、

【辰巳屋】
1840 年頃茶問屋として発祥
し、大正 2 年に料理屋となった宇治
の老舗。宇治川の流れを目の前に、
四季折々の京料理を味わえる。茶所
宇治にふさわしい抹茶を使った料理
の他、様々なおかずが詰められた京
弁当もおすすめ。

22

・

【平等院】1052 年関白藤原頼通が、
父 道長より譲り受けた別業を仏寺
に改め、平等院となった。10 円玉
にも載っていることで有名な世界遺
産寺院。

15

・

【中村藤吉本店】1854 年創業。JR 宇
治駅前にある本店は、明治期の典型
的な茶商屋敷の姿を今に伝える建物
として、文化庁の重要文化的景観に
選定されている。生茶ゼリィ等の宇
治茶と抹茶のスイーツの他、茶そば
等の軽食も。平等院表参道にも平等
院店がある。

﹁小野随心院口﹂下車すぐ

随心院

20

もしくは京阪バス﹁醍醐寺前﹂乗車

日本最古の建物です。

９：４５

分

現存する神社では、

徒歩約

宇治上神社も世界遺産！

美人祈願や恋文上達の

お茶処宇治には
他にもたくさんの
お茶屋さんがあります。

見ているだけで楽しくなります。

神社ですが、

ずいしんいん

仏像のオーケストラ。

信仰があり女性におすすめ

分

25

こじんまりとした

随心院

踊りを舞ったりとまるで

の寺院です。

様々な楽器を演奏したり、

１１：００

地下鉄東西線﹁小野駅﹂乗車約８分

平等院の雲中供養菩薩像は、

徒歩約８分

分

10

﹁六地蔵駅﹂下車乗換︵徒歩約５分︶ 京阪﹁六地蔵駅﹂乗車約８分

宇治上神社

10

分

たつみや

﹁宇治駅﹂下車 徒歩約

１２：００

徒歩約

１２：３０

﹁辰巳屋﹂にてランチ

徒歩約５分

10

平等院

１３：３０

分

分または普通約

15

徒歩約

１５：００

﹁中村藤吉本店﹂にてお茶

JR

奈良線﹁宇治駅﹂乗車快速約

京都駅

１７：００

お茶で有名な宇治。たく
さんのお茶屋さんが並び、
お茶を使ったスイーツも
人気。ホテルから直接行く
場合は京阪が便利。醍醐寺・
宇治はお花見にもおすすめ
のコース♪

3/20 〜 5/15・10/15 〜 12/10

1,500 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）

