
 別  紙 

キャンペーン期間中の特別企画 

1 非公開文化財特別公開 

「秘められた京の美をたずねて」をテーマに、大河ドラマ「軍師官兵衛」放映にちなみ、戦乱の世に活躍した

武将ゆかりの地と、戦国時代から江戸時代にかけて一流の茶人や絵師によって育まれた美と文化を中心に、様々

な文化財が期間限定で特別公開されます。 

(1)公開期間  平成26年1月10日(金)～3月18日(火)（一部、公開期間が異なる箇所があります） 

(2)公開箇所（＊印は「京の冬の旅」初公開です。） 

①洛東エリア … 建仁寺開山堂、建仁寺正伝永源院、建仁寺両足院、高台寺、知恩院三門 

②洛北・洛中エリア … 大徳寺聚光院、大徳寺興臨院＊、寺町阿弥陀寺、報恩寺＊、妙顕寺 

③洛西エリア … 妙心寺聖澤院＊、妙心寺大法院＊、妙心寺龍泉菴 

④洛南エリア … 東寺五重塔、東寺観智院 

※料金：大人（中学生以上）600円／小学生300円(いずれも団体割引あり) 

高台寺は大人600円／中高生250円／小学生(保護者同伴)無料、大人のみ30名以上の団体は500円 

知恩院三門は大人800円／小学生400円 

東寺五重塔(通常公開部分含む)は大人（大学生以上）800円／高校生 700円／小中学生 500円で、30名

以上の団体は1割引 

※各箇所の公開時間など、詳細はイベントガイドブックをご覧ください。 

2 定期観光バス特別コース 

定期観光バス特別コースとして、『うるわし』『みやび』『やすらぎ』『あじわい』の4コースに加え、今年

新たに冬ならではのイベントコースも運行します。お買い求めは、ＪＲの主な駅・旅行センター(ＪＲ東日本で

は「びゅうプラザ」、ＪＲ東海では「ＪＲ東海ツアーズ」でのみ発売)、主な旅行会社へどうぞ。 

コース内容 

①『うるわし』コース 平成26年1月10日(金)～3月18日(火)運行 

天下を夢見た戦国武将ゆかりの地をたずねて【報恩寺、寺町 阿弥陀寺、高台寺、知恩院三門、洛中悠庵 花伝(昼食)】 

②『みやび』コース 平成26年1月10日(金)～3月18日(火)運行 ※2月28日(金)は運休 

京の障壁画の美をたずねて【建仁寺正伝永源院、大徳寺聚光院、妙心寺聖澤院、妙心寺龍泉菴、天 （昼食)】 

③『やすらぎ』コース 平成26年1月10日(金)～3月18日(火)運行 

京の庭園と建築美をたずねて【建仁寺開山堂(1月10日～2月28日)、建仁寺両足院(3月1日～3月18日)、 

大徳寺興臨院、妙顕寺、妙心寺大法院、阿じろ（昼食）】 

④『あじわい』コース 平成26年1月10日(金)～3月18日(火)運行 ※毎週水曜日運休 

京の豊かな味めぐり【京料理 美濃幸(昼食)と八坂神社、京つけもの西利、月桂冠大倉記念館、笹屋伊織】 

 新たに設定するイベントコース（一例） 

① 京の冬の旅 ショートコース 平成26年2月1日(土)～28日(金) ※2月16日は運休 

妙心寺と大徳寺 ※半日でめぐるコースです。 

② 京の冬の旅 ショートコース 平成26年2月1日(土)～28日(金) ※2月16日は運休 

国宝 知恩院三門と東寺五重塔 ※半日でめぐるコースです。 

③ 京の冬の旅『京のたしなみ』コース 平成26年3月1日(土)～16日(日)の土・日曜 

～京の名勝庭園～平安神宮・大徳寺聚光院・醍醐寺  

※昼食場所の白河院では「作庭家小川勝章氏解説」が聞ける機器の貸し出しがあります。 

 ※各コースの出発時刻、所要時間及び料金など、詳細はイベントガイドブックをご覧ください。 

※各コースの申込締切日は、各申込窓口にお問い合わせください。 

※その他にも、冬のイベントコースをご用意しています。 

寺町 阿弥陀寺    建仁寺正伝永源院    東寺五重塔     妙心寺聖澤院 



3  京の体験キャンペーン「京のたしなみ」 

若手女性職人の指導による製作体験をはじめ、京都の伝統文化、伝統工芸の奥深い魅力をより身近に感じて

いただける、京都ならではの体験を各種ご用意しました。 

(1)開催期間  平成 26年 1月～3月(開催日はプランごとに異なります) 

(2)主なプラン(一例) 

  女性工芸士に学ぶオリジナル竹籠作り体験、西陣織生地を用いた小物作り体験、西陣の染色糸でタッセル

をつくる、京七宝ペンダントをつくる ※いずれも予約制 

※各プランの開催日、開催時間、集合場所、料金及び予約方法など、詳細はイベントガイドブックをご覧く

ださい。 

※その他にも、様々なプランをご用意しています。詳細は 京のたしなみ帖 検索 

4 京都「千年の心得」 

千年を超える歴史に培われ、今も日常に根付いている「京都の奥深い上質な魅力」に出会う観

光プラン。京都で育まれてきた歴史や文化、技に触れ、じっくり自分を見つめ直すことができる

多彩なプランをご用意しています。 

○「茂山千五郎 お豆腐狂言への誘い」（予約制） 

江戸時代初期から、京都在住の狂言師の家として歴史に名が残る茂山千五郎家。千五郎家稽古場にて、茂

山家十三世でご当主の千五郎さんより狂言の歴史、装束や面のお話をうかがい、構えや声出しなどを教えて

いただきます。 

○「井上八千代が語る、京舞のこころ」（予約制） 

上方舞の中でも、京都固有の特色を持つ井上流は特に「京舞」と呼ばれ、祇園甲部の正式唯一の流派であ

り、毎年春に開催される「都をどり」を支えていることでも知られています。京舞井上流稽古場にて、五世

家元 井上八千代さんより、京舞井上流のお話をうかがい、華やかな京舞の世界に触れていただきます。 

※各プランの開催日、開催時間、集合場所、料金及び予約方法など、詳細はイベントガイドブックをご覧くだ

さい。 

※その他にも、様々なプランをご用意しています。 

詳しくは、ホームページをご覧ください。(http://www.sennen-kokoroe.jp) 

5 その他のイベント 

○京都・東山花灯路‐2014 [平成26年3月14日(金)～23日(日)]≪雨天決行≫ 

京都・東山を舞台に、北は青蓮院から南は清水寺までの約5kmの散策路とその一帯を、約2,500基の露地

行灯の和を基調とした「灯り」と「花」で演出します。周辺寺院・神社などの特別拝観やライトアップなど、

京の早春を彩る美しいイベントを繰り広げます。 

※その他、｢京都･嵐山花灯路－2013｣を、平成25年 12月14日(土)～23日(月・祝)、嵯峨･嵐山地域で開催

します。 

その他にも、様々な特別企画をご用意しています。 

詳しくは、ＪＲの主な駅にある「京の冬の旅」イベントガイドブックをご覧ください。 

6  京都へのおトクな商品 
(1)ＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラン 

主な旅行会社では、京都へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。 
(2)ＪＲのおトクな商品 

山陽新幹線沿線や北陸・福知山・和歌山地区から往復 JR と京都現地自由周遊区間がセットになったおト
クなきっぷを発売いたします。詳しくは【別紙商品概要】をご覧ください。 

7 キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛 

  ＪＲの駅の「みどりの窓口」「旅行センター」または主な旅行会社で、京都市内を目的地とするきっぷ、ま
たは旅行商品等を購入するともらえる引換券つきの専用乗車券袋を、「引換店」表示のキヨスク売店等（乗車
券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券１枚につき、指定のドリンク１本と交換いたします。ただし、ＪＲ
東日本エリアでは「びゅうプラザ」「提携販売センター」などで、京都市内を目的地とする旅行商品等を購入
された方のみ対象となります。 
※ 引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。 
※ 引換期間は2014年1月1日（水・祝）から3月23日（日） 
※ 乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 



「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」「京都観光フリーきっぷ」 

１．商品名  「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」（新幹線利用商品） 

「京都観光フリーきっぷ」（在来線特急列車利用商品） 

２．発売期間  「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」 

平成２５年１１月１２日（火）から平成２６年３月２０日（木）まで 

  ※ご利用開始日の２５日前から前日まで発売（ご利用日当日は発売いたしません） 

  「京都観光フリーきっぷ」 

平成２５年１１月７日（木）から平成２６年３月２１日（金）まで 

  ※ご利用開始日の１ヶ月前から当日まで発売 

３．ご利用期間 平成２５年１２月７日（土）から平成２６年３月２３日（日）までの連続する３日間 

４．きっぷの効力 

（1） 各発駅～京都駅までの往復に、ＪＲの京都自由周遊区間（３日間）と「京都フリーパス（２日フリー

版）」引換券がセットになったきっぷです。「京都フリーパス（２日フリー版）」では、京都市の主要な

鉄道事業者６社、バス事業者８社にきっぷの有効期間内連続する２日間乗降できます。 

【自由周遊区間】 

（2） 各発駅～京都自由周遊区間までの往復は、以下の列車が利用できます。 

「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」 京都駅まで新幹線「のぞみ」普通車指定席利用 

「京都観光フリーきっぷ」 京都駅まで在来線特急列車普通車指定席利用 

（3） 「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」は、ご予約いただける席数に限りがあります。 

列車によっては、ご予約いただけない場合があります。 

（4） 「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」は、発売の際に「ゆき」「かえり」の新幹線「のぞみ」の座席を指

定していただきます。 

（5） 指定席をお持ちの列車以外にご乗車の場合は、乗車券部分のみ有効です。 
※「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」で後続の列車をご利用の場合は、その列車に必要な特急券が別途必要です。た

だし、「かえり」で指定列車に乗り遅れた場合、乗車日当日に限り、後続の新幹線の普通車自由席に乗車可能です。 

  ※「京都観光フリーきっぷ」で後続の列車をご利用の場合は、乗車日当日に限り、後続の特急列車の普通車自由席に

乗車可能です。 

商品紹介



（6） 自由周遊区間以外での途中下車、乗車変更の変更はいたしません。 

「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」については、利用開始日及び指定列車の変更はいたしません。 

（7） 払戻しは、引換券を含めて全券片未使用または「かえり券」未使用の場合で有効期間内に限り、発売

箇所で取り扱います（払戻しの際には手数料が必要です）。 

（8） ＪＲの京都自由周遊区間は、「かえり券」で普通・快速列車の普通車自由席に有効期間内（３日間）乗

り降り自由です。 

（9） 「京都フリーパス（２日フリー版）」は「かえり」券が伴う場合のみ有効で、きっぷの有効期間内の連

続する２日間有効です。 

（10） 「京都フリーパス（２日フリー版）」は、引換後の払い戻しはできません。また、引換券のみの払い

戻しはできません。 

（11） 「京都フリーパス（２日フリー版）」は、以下の場所で引換えてからご利用ください。 

引 換 場 所 引 換 時 間 

京都駅前市バス・地下鉄案内所 ７：３０～１９：３０ 

西日本 JRバス京都バスチケットセンター ６：００～２３：３０ 

５．おねだん（おとなお一人様、こどもの設定はありません。）  （単位：円） 

のぞみ＆京都観光フリーきっぷ 

発駅 おねだん 発駅 おねだん 発駅 おねだん 

岡山 １６，０００ 新尾道（※2） １８，５００ 新山口 ２８，０００ 

新倉敷（※1） １７，５００ 広島市内 ２３，０００ 北九州市内 ２８，５００ 

福山 １８，０００ 徳山 ２６，０００ 福岡市内 ２８，５００ 

京都観光フリーきっぷ 

発駅 おねだん 発駅 おねだん 発駅 おねだん 

富山 １６，０００ 武生・鯖江 ９，９００ 城崎温泉 １０，０００ 

高岡 １５，３００ 敦賀 ７，９００ 豊岡 ９，３００ 

金沢 １３，９００ 和歌山 ７，９００ 和田山 ８，１００ 

小松 １２，３００ 海南 ８，７００ 福知山 ６，４００ 

加賀温泉 １２，３００ 箕島 ９，３００ 綾部 ６，０００ 

芦原温泉 １１，７００ 湯浅 １０，０００ 西舞鶴 ６，７００ 

福井 １０，５００ 御坊 １０，９００ 東舞鶴 ８，１００ 
※１ 新倉敷～岡山間は、新幹線普通車自由席をご利用いただけます。（在来線はご利用できません） 

※２ 新尾道～福山間は、新幹線普通車自由席をご利用いただけます。（在来線はご利用できません） 

６．発売箇所 

電話予約、出発地周辺のＪＲの主な駅のみどりの窓口、及び主な旅行会社 

７．主な特典 

①「特製オリジナル油とり紙」プレゼント（お渡しはお一人様１個とさせていただきます）

  京都駅南北自由通路２Fの京都総合観光案内所（京なび）で「かえり券」をご呈示ください。 

②定期観光バス割引特典（現地購入のみ）

   京都駅前定期観光バスの烏丸口のりばで「かえり券」を呈示すると、指定したコースを特別価格で利用

できます。 

③「京都フリーパス（２日フリー版）」引換時に受け取る案内リーフレット

 「京都フリーパス（２日フリー版）」の引換時に、元離宮二条城入場料金割引など、市内の施設や店舗

などで利用できる特典のついた案内リーフレットをお渡しします。 

８．その他 

この他、ＪＲでは、ＪＲ西日本 京都駅に限り「京都フリーパス（１日フリー版）」を発売します。 


