１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。

京の冬の旅

京都駅着

拝観時間：10:00 〜 16:30 (16:00 受付終了）
拝観料：600 円

京都駅八条口にカウンターがあり、

特別公開：1/10 〜 3/18

午後２時までに預ければ

制限あり）

【妙心寺 天球院】妙心寺の塔頭寺院
で、江戸初期に姫路城主・池田輝政
の妹・天久院が創建。狩野山楽・山
雪の絢爛豪華な障壁画（一部をのぞ
き高精細複製品）や桃山時代から残
る水墨画が見どころ。

５時までにホテルに到着します。

（かばんひとつあたり千円

デリバリーサービスにて荷物をホテルに発送

拝観時間：10:00 〜 16:30 (16:00 受付終了）

分

拝観料：600 円

嵯峨野線にて約

特別公開：1/10 〜 3/18

10

１０：００

京の冬の旅

拝観時間：10:00 〜 16:30 (16:00 受付終了）

﹁花園﹂駅下車 徒歩約７分

てんきゅういん りんしょういん りょうせんあん

京都最大の禅宗寺院の妙心寺。

滅多に公開されない塔頭が

【妙心寺 麟祥院】徳川三代将軍家光
が春日局の冥福を祈るために創建し
た妙心寺塔頭寺院。海北友松の子、
友雪の筆による方丈の水墨画（一部
複製）は傑作と言われている。その
ほか春日局が家光より賜わった色鮮
やかな「百椿図屏風」などの寺宝も
特別公開される。

拝観料：600 円

﹁京都﹂駅より

京の冬の旅

分

妙心寺 天球院・麟祥院・龍泉菴

妙心寺北門より徒歩約
お寺の歴史や見どころを丁寧に

特別公開：1/10 〜 3/18
（2/28・3/1 は拝観休止）

「京の冬の旅」にて特別公開中！

( 各税込 )

【妙心寺 龍泉菴】妙心寺塔頭のなか
でも寺格の高い「妙心寺四派」の一
つ龍泉派の本庵。塔頭の中での最大
規模を誇る方丈には日本画家・由里
本出 ( ゆりもといずる ) 氏が描いた
障壁画が公開されている。

JR

京の冬の旅

二の丸御殿観覧不可：1/1~1/3・火曜日

七草ゆどうふ付き精進料理 3,300 円

説明していただけます。

入城料：600 円

料金：七草ゆどうふ 1,500 円 ご飯 200 円

せいげんいん

分

入城時間：8:45~16:00（受付終了）

【西源院】龍安寺の境内にある塔頭寺
院の西源院。ちゃぶ台と座布団が並
べられた広間で、お庭を眺めながら
味わう、なめらかなゆどうふは絶品。
営業時間：10:00 〜 17:00

１０：３０

15

５

京の冬の旅

【二条城】1603 年徳川家康によって
建てられた世界遺産。1/4~1/28 の
期間限定で国宝・二の丸御殿「大広
間三の間」に特別入室ができ、間近
で狩野探幽の障壁画（模写画）や当
時から残る天井画・欄間彫刻を見る
ことができる。

りょうあんじ

系統にて約

﹁金閣寺前﹂下車 すぐ

雪が降り積もった金閣寺は
特に美しく、京都の冬を
代表する景観として
人気があります。

分

﹁二条城前﹂下車すぐ

20

１２：００

59

系統にて約

101

妙心寺と世界遺産巡り

龍安寺・西源院にて︑
ゆどうふ

﹁龍安寺前﹂より市バス

１４：００

金閣寺

﹁金閣寺道﹂より市バス

１５：３０

二条城

﹁京都市役所前﹂駅下車徒歩 約３分

京都の夜といえば祇園。
ホテルから祇園までは
歩いていけます。本格
的な割烹から、気軽に
入れる居酒屋まで様々
なお店があります。運
がよければ舞妓さんに
会えるかも・・

徒歩約５分﹁二条城前﹂駅より地下鉄東西線にて約５分

１７：３０

﹁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

53 回目となる「京の冬の旅」の
テーマは「京都にみる日本の絵画
〜近世から現代〜」
京都市内 15 ヶ所で、通常非公開
の文化財が期間限定で特別公開さ
れます。

観光コース

１月のスタッフおすすめ

観光コース
二日目

※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。

７：３０

徒歩約
5

分

しょうでんえいげんいん ・りょうそくいん

建仁寺 正伝永源院・両足院

建仁寺では南東にある

３つの塔頭が「京の冬の旅」にて

「霊源院」も合わせて

﹁京都洋食ムッシュいとう﹂ にて朝食ブッフェ

９：００

宅配便 で自宅へ荷物を発送 チェックアウト

分

特別公開されています。

京の冬の旅

【建仁寺 両足院】約 300 坪の庭園は
桃山時代の枯山水庭園と、書院前の
池泉庭園からなり、茶室「水月亭」
「臨
池亭」が建つ。長谷川等伯の障壁画
や・伊藤若冲の軸、如拙筆と伝わる
「三教図」( 重文 ) や今回初公開とな
る「しろき観音像」など、貴重な寺
（期間中展示替え有り）
宝が展示される。

京阪電車﹁三条﹂駅乗車約２分﹁祇園四条﹂駅下車

京の冬の旅

徒歩約

ぜんきょあん

禅居庵・京都ゑびす神社

同じく建仁寺塔頭の禅居庵では

17:30 〜 21:30 (L.O. 20:30)

亥年の守り本尊である

営業時間：11:30 〜 14:30 (L.O. 13:30)

９：３０

5

京の冬の旅

【貴匠桜】元は醤油問屋だった京町
家を改装した建物で有形指定文化財
にも指定。京都らしいゆったりとし
た店内で、フレンチに和やアジア各
国の要素を取り入れた「仏亜心」料
理が堪能できる。

開運・勝利の秘仏「摩利支天像」

【六波羅蜜寺】963 年空也上人が開
いた真言宗智山派の古刹。歴史の教
科書に必ず出てくる、「空也上人像」
や「平清盛坐像」等平安・鎌倉時代
の優れた彫刻が多い。生年月日で占
う開運推命おみくじが人気。
拝観時間：8:30 〜 16:30（受付終了）
宝物館拝観料：600 円

が１月中のみ特別公開されています。

禅居庵の狛猪

境内にはたくさんの猪が

奉納されています。

「貴匠桜」さんで、
この「おすすめ観光コース」
案内をご提示いただければ、
ワンドリンクサービス有！
( 要予約）

京阪沿線初詣と京の冬の旅

１1：００

徒歩約５分

きしょうざくら

分

1

1/8 〜 1/12 は
十日ゑびすへ！

「えべっさん」の名で親しま
れている、京都ゑびす神社。
１/８〜 1/12 の５日間かけて、
神事が行われ、参道は様々な
屋台が立ち並び、夜遅くまで
笹を持った人で賑わいます。
1/9・1/10 は夜通し開聞。
ホテルからは徒歩約 20 分。

１２：００

﹁貴匠桜﹂にてランチ

徒歩約

徒歩約５分

京阪電車﹁清水五条﹂駅乗車約７分

ろくはらみつじ

分

8

１４：００

六波羅蜜寺

徒歩約

外国人が選ぶ日本の観光地

５年連続１位の伏見稲荷。

初詣の参拝人数は

近畿で１位と言われています。

奈良線﹁稲荷﹂駅乗車約５分

JR

﹁伏見稲荷﹂駅下車

分

1

１５：００

伏見稲荷大社

京都駅

徒歩約

１７：００

初詣に人気の神社と
京の冬の旅 2 箇所を含む
コース。
バスに比べて京阪電車は
日中の混雑も少なく
ゆったり移動ができます。

【建仁寺 正伝永源院】建仁寺の塔頭
寺院で、織田信長の弟である大名茶
人・織田有楽斎と、熊本藩主・細川
家の菩提所。狩野山楽筆の鮮やかな
金碧障壁画「蓮鷺 ( れんろ ) 図」や「織
田有楽斎画像」
「鍾馗 ( しょうき ) 図」
などの寺宝が特別展示される。
( 期間中展示替え有り）

ランチコース：3,800 円〜（税込)

特別公開：1/10 〜 3/18

特別公開：1/10〜1/27,3/1~3/18

※12/30-1/4 は休業 1/5 より通常営業

拝観時間：10:00 〜 16:30（16：00 受付終了）

拝観時間：10:00 〜 16:30（16：00 受付終了）

拝観料：600 円

拝観料：600 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）

