
～事前予約や少人数制で安心の特別公開！～

京都デスティネーションキャンペーン

第 55 回 キャンペーンについて

2 0 2 0 年 1 1 月 1 9 日

Ｊ Ｒ グ ル ー プ

ＪＲグループでは、2021 年１月から３月にかけて京都市、公益社団法人 京都市観光協会（Ｄ

ＭＯ ＫＹＯＴＯ）と連携した京都デスティネーションキャンペーン「京の冬の旅」を実施しま

す。第 55 回目を迎える今回は「京都に見る日本の文化」をメインテーマに，「非公開文化財特

別公開」をはじめ、テーマに合わせて定期観光バスで巡る特別コースなど、多彩なイベントを実

施します。

本年は新型コロナウイルス感染予防の観点から、京都市観光協会の呼びかけにより京都で観光

に携わる23の業界団体の皆様とともに推進している「より一層『安心・安全』な京都観光を実現

するための新型コロナウイルス感染症対策宣言（ガイドライン）」（以下「京都観光版ガイドライン」）

を遵守したうえで実施するとともに、「非公開文化財特別公開」において、事前予約による受け入

れ人数の制限を設けるなど、観光と市民生活の調和を実現し、観光客にとってもより質の高い京

都観光を目指します。

ＪＲグループの各駅・車内で展開するポスターには、千家十職「樂家」16 代 樂 吉左衞門氏、
ら く け

染司「よしおか」６代 吉岡 更紗氏、元ジュニア観光大使にご出演いただき、京の文化の魅力を

ご紹介します。

東寺 五重塔（国宝）内部 妙蓮寺「鉾杉図」

（重要文化財）
龍安寺「芭蕉図」 方広寺「国家安康」の梵鐘

（重要文化財）

仁和寺 金堂（国宝）

ＪＲグループの各駅・車内で展開するポスターの一例



〈新しい観光への取組み〉
○京都観光版ガイドラインに基づいた対策

アルコール消毒やマスクの着用、人と人の距離を充分にとるなどの協力をお願いし、感染症予

防対策を遵守しながら特別公開などを実施します。

○インターネットによる事前予約制の導入

非公開文化財特別公開事業においても、事前予約システムを導入することで、指定された時間

ごとに人数を制限して拝観者の受け入れを行います。上限人数は、公開先の入口から出口までの

おおよその距離に基づき、施設内や並び列における３つの“密”が生じないように設定していま

す。

なお、事前予約をされていない場合でも、当日受付で空きがあればご拝観いただけます。

○「マイくつ袋」推奨の取組み

京都を含む国内の観光地においては、靴を脱いで入場する施設も少なくありません。京都市観

光協会では環境負荷軽減と新型コロナウイルス感染予防の観点から、施設でのビニール袋の配布

は行わず、お客様に「マイくつ袋」を持参いただくよう推奨する取組みを実施します。当日くつ

袋をお持ちでない方には、くつ箱をご利用いただきます。

〈キャンペーン概要〉
１ 実施期間

2021 年１月１日（金・祝）～３月 21 日（日）

２ 内 容

（１）非公開文化財特別公開

今回は「京の名宝 美の遺産」をテーマに、国宝・重要文化財をはじめ京都千年の歴

史の中できらめきを放つ珠玉の文化財を、初公開３箇所を含む 12 箇所において、期間

限定で特別公開します。

※本年は新型コロナウイルス感染防止の観点から、インターネットでの「事前予約優

先」で公開します（当日受付で空きがあれば拝観いただけます）。

●公開期間：2021 年１月９日（土）～３月 18 日（木）

●公開時間：午前 10 時～午後４時 30 分（午後４時 受付終了）

●料 金：１箇所 700 円

※公開期間･時間･料金は公開箇所により異なります。詳しくは「京の冬の旅」パンフレットをご参照下さい。

●公開箇所：・方広寺 「京の冬の旅」初公開

・智積院 密厳堂・三部権現社・求聞持堂は「京の冬の旅」初公開

・東福寺 三門

・東福寺 龍吟庵

・大徳寺 聚光院

・大徳寺 瑞峯院

・妙蓮寺

・龍安寺 蔵六庵・「芭蕉図」 「芭蕉図」は「京の冬の旅」初公開

・仁和寺 金堂・五重塔

・妙心寺 大雄院

・東寺 五重塔

・東寺 小子房

●「京の冬の旅」スタンプラリー：

非公開文化財特別公開の 12 箇所の中からお好きな３箇所を拝観いただき、スタンプ

をもらうと、指定の場所でお茶とお菓子などをお楽しみいただける特典が受けられる

スタンプラリーを実施します。

※指定の場所や参加方法などの詳細は、「京の冬の旅」パンフレットをご参照下さい。

※定期観光バス及び団体（15 名様以上）でのご利用はできません。個人でのご利用に限ります。



（２）定期観光バス特別コース

「京の名宝 美の遺産」をテーマにこの冬だけの特別なコースを用意しています。

・国宝・重要文化財の繊細な建築美や文化財が語る歴史をたずねるコース

・絵師・狩野永徳、茶人・千利休、造園家・重森三玲といった天才たちの美意識を感

じながら文化財をめぐるコース

・桃山時代から現代までの絵師による華麗なる障壁画の美をたずねるコース

・お香・きのこ・きなこ・お茶・香の物で“香り”を楽しむコース

・大原の野菜生産者の声を聞き、「草喰なかひがし」の主人・中東久雄氏の「食」に

対するこだわりを知り「本物の美味しさ」を学ぶ特別コース

・その他、北野天満宮の梅苑ライトアップを訪れる「夜コース」 など

（３）京都「千年の心得」

京都で育まれてきた歴史や文化、技に触れることができる多彩なプラン

を企画しています。千家十職「樂家」16 代 樂 吉左衞門氏によるお話を

聞きながら千利休が愛した「樂焼」にふれることができる文化体験や、

染司「よしおか」６代 吉岡 更紗氏と一緒に絹のストールを天然の染料

で染めるワークショップなどを実施します。事前予約制、少人数制で安

心してお楽しみいただけます。

（４）京の体験キャンペーン「京のたしなみ」

連綿と受け継がれてきた伝統的な文化や産業。現代にも息づく、その美

意識や手技の世界を、職人の指導、解説により身近に感じることができ

る体験メニューとして、日本画家 木島櫻谷の旧邸で楽しむ日本画ワーク

ショップを実施します。

（５）観光施設とくとくサービス

「京の冬の旅」パンフレットまたはホームページ画面の提示で、京都市観光協会の 63

の観光施設で、入場・体験料金の割引、または記念品を受け取ることができるおトク

なサービスを提供します。

（６）その他

夜観光を推進する「京都・花灯路」や恒例の「京都レストランウインタースペシャル」

などのキャンペーン期間中の多彩なイベント・観光情報をパンフレットやホームペー

ジで紹介します。

※主催者は企画ごとに異なります。「京の冬の旅」パンフレット掲載のお問い合わせ先をご参照下さい。

３ 第 55 回「京の冬の旅」デスティネーションキャンペーンオープニングセレモニー(予定）

2021 年１月９日（土）に、本キャンペーンのオープニングセレモニーを開催予定です。



４ その他

（１）各イベントの詳細情報

ＪＲグループの主要駅などで配布する「京の冬の旅」パンフレット、

または京都観光オフィシャルサイト「京都観光 Navi」内特設ペー

ジをご参照下さい。

【パンフレットの主な配布箇所】

◯ＪＲグループの主要駅

◯京都市内

・京都市河原町三条観光情報コーナー TEL：075-213-1717

〒604-8005 京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町 427 番地 京都朝日会館１階

・京都総合観光案内所〈京なび〉 TEL：075-343-0548

〒600-8216 京都市下京区ＪＲ京都駅ビル２階

◯首都圏地域

・京都市東京事務所 TEL：03-6551-2671

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-６-５ 丸の内北口ビルディング 14 階

【京都観光 Navi URL】https://ja.kyoto.travel/specialopening/winter/2020-2021/

※〈参考〉With コロナ時代の京都観光ガイド（https://ja.kyoto.travel/withcorona/ ）もご覧下さい。

※「京の冬の旅」に関する画像データをご希望される場合は、下記までご連絡下さい。

公益社団法人京都市観光協会 誘致事業課 TEL：075-213-0020 FAX：075-213-1011

（２）おトクな商品

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用意して

います。冬の京都を快適に観光していただくには、京都市及び鉄道事業者が連携した「歩

くまち・京都レールきっぷ」が便利です（別紙参照）。詳しくはＪＲおでかけネット「ト

クトクきっぷ」でご確認下さい。

（３）キリンビバレッジ株式会社・キリンビール株式会社によるドリンク協賛

ＪＲの主な駅（京都市内及びその近隣の駅を除く）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などを購入され

たお客様に、「引換券付専用乗車券袋（以下「専用乗車券袋」）」をお渡しします。期間

中、「引換店」表示のあるキヨスク売店、セブン‐イレブンキヨスク、ベルマートキヨ

スク、セブン‐イレブンハートイン、アントレマルシェ（一部店舗を除く）にお持ちい

ただくと、「専用乗車券袋」１枚につき、指定のドリンク１本と交換します。

※引換場所などは「専用乗車券袋」の記載をご確認下さい。

※引換期間は 2021 年１月１日（金・祝）から３月 21 日（日）までです。

※「専用乗車券袋」は数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。

※「専用乗車券袋」のお渡しは、お一人様分につき１枚に限ります。第三者への譲渡・換金はできません。

※引き換えの際、乗車券類などのご提示をお願いする場合があります。

※お酒の引き換えは 20 歳以上の方に限ります。

※写真は全てイメージです。

https://ja.kyoto.travel/specialopening/winter/2020-2021/
https://ja.kyoto.travel/withcorona/


公共交通機関をご利用の際には、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

車内・駅構内において、マスクの着用や会話をなるべく控えていただくなどのご協力を

お願いします。

１ 名称

歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）

２ 発売価格

おとな 2,000 円(税込)

※子ども用の設定はありません。

３ 利用できる交通機関（利用可能区間は別紙をご覧ください。）

京都市交通局（※１）、ＪＲ西日本（※２）、京阪電車、嵐電（京福電車）、阪急電車

（※１）京都市営地下鉄のご利用に限ります。市バスはご利用になれません。

（※２）普通列車（新快速・快速含む）の普通車自由席のご利用に限ります。

４ 発売期間

(1)「エクスプレス商品」・「e5489」オプション発売

2020 年 11 月 30 日（月）～2021 年３月 30 日（火）

※ご利用開始日の前日もしくは当日に限り発売します。

(2)旅行会社発売

2021 年３月 30 日（火）まで

※ご利用開始日の１ヶ月前から当日に限り発売します。

５ 有効期間

2020 年 12 月１日(火)～2021 年３月 31 日(水)

※有効期間内の連続する２日間のみ有効

６ 発売場所

(1)「エクスプレス商品」オプション発売

ＪＲ西日本の京都駅、ＪＲ東海の京都駅

ＪＲ東海ツアーズ京都支店及び京都駅新幹線中央口支店

(2)「e5489」オプション発売

ＪＲ西日本の京都駅

(3)旅行会社発売

主な旅行会社（詳細は各旅行会社にお問い合わせください）

歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）

＜歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）券面＞

別紙



７ 発売条件

「歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）」は「エクスプレス商品（※１）」・「e5489（※
２）」または旅行会社商品を利用して、京都駅まで新幹線または在来線特急列車にご乗

車いただいたお客様に限り発売します。

※１ インターネット予約サービス「エクスプレス予約」「スマートＥＸ」で予約・購入いただける商品

※２ 山陽・九州新幹線や北陸新幹線、ＪＲ西日本・ＪＲ四国・ＪＲ九州の特急列車などをご利用いただ

けるＪＲ西日本のネット予約サービス

(1)「エクスプレス商品」をご利用の方がお求めになる場合

①ＩＣカードなどでご利用のお客様は、入場時に新幹線自動改札機から出力される

「ＥＸご利用票」を、きっぷをご利用のお客様は、券売機などできっぷの受取時に

発券される「ご利用票兼領収書」を発売場所でご提示ください。

※「歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）」のご利用開始日の当日またはその前日にご乗車されたも

のに限ります。

②「ＥＸご利用票」または「ご利用票兼領収書」１枚につき、１度に限り発売

します。複数名様でご利用いただいた場合、「ご利用票兼領収書」記載の人数分

まできっぷを発売します。

(2)「e5489」をご利用の方がお求めになる場合

①きっぷ予約時の「決済完了メール」、「予約完了画面」または「予約詳細画面」の

いずれかを、発売場所でご提示ください。

※「歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）」のご利用開始日の当日またはその前日にご乗車されたも

のに限ります。

②複数名様でご利用いただいた場合は、ご利用いただいた人数分まで、１度に限り、き

っぷを発売します。

(3)旅行会社発売の商品をご利用の方がお求めになる場合

京都エリア（「歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）」のＪＲ西日本の自由周遊区間）

を着地とする往復ＪＲ利用の個人型旅行商品をお買い求めのお客様に限り発売します。

８ 特典内容

以下の文化・観光施設で「歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）」裏面のご利用日時

をご提示いただくと特典が受けられます。

文化・観光施設 特典内容

琵琶湖疏水記念館 上下水道局オリジナルグッズ進呈

京都万華鏡ミュージアム姉小路館 ポストカード進呈

京エコロジーセンター

（京都市環境保全活動センター）
特製グッズ進呈



９ 割引内容

以下の文化・観光施設で「歩くまち・京都レールきっぷ（２日版）」裏面のご利用日時

をご提示いただくと割引が受けられます。

10 その他

文化・観光施設については、新型コロナウイルス感染症の対策を実施したうえで開館し

ていますが、開館時間短縮などの特別対応を行う可能性があります。

詳細・最新情報は各施設などにお問合せください。

文化・観光施設 割引内容

京都鉄道博物館 入館料金１割引

元離宮二条城 入城料 一般 １００円引

無鄰菴 一般料金６００円→５００円

京都市京セラ美術館
観覧料を団体料金に

（コレクションルーム、日展のみ）

京都国際マンガミュージアム 入場料２割引（ただし、特別展観覧料は対象外）

京都市学校歴史博物館
入館料を大人２００～４００円→０円、

中高生１００円→０円に

京都市青少年科学センター 入場料を大人２６０円・中高生１００円に

京都市動物園 一般料金６２０円→５２０円

岩倉具視幽棲旧宅 一般料金４００円→３００円

ホテル京都エミナース
竹の郷温泉貸タオル付日帰り入浴全日８３０円に

（ただし、12 月 31 日～１月３日は対象外）



（利用可能区間）

2020年11月現在の情報です


