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1 京都駅

１３時京都駅に集合。専用バスで

年ぶりの公開の世界文化遺産

愛用の金の天目茶碗、桃山時代を代表する池泉式庭園

■お泊りは

■夕食はホテル

× × 夕食
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京都滞在

京の冬の
西本願寺
堂・東司の見学。
■夕食はホテル下レストランで焼肉をご用意しました。
朝食 昼食

3 京都滞在

冬の京の旅

聚光院、

の内部、初公開

■夕食はホテル下のレストランで和食をご用意しました。
朝食 昼食
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京都 
10 時ホテル

※○太字表記
※コロナウイルス感染拡大の状況

所へご案内する
※見学地の状況
※写真提供：公益社団法人京都市観光協会
 

京都駅
初公開

秘められた
非公開文化財特別公開
１月２９
２月２

東福寺

お問い合わせは

京都駅（13：00集合）

１３時京都駅に集合。専用バスで

年ぶりの公開の世界文化遺産

愛用の金の天目茶碗、桃山時代を代表する池泉式庭園

お泊りは今年７月オープンし、大浴場も完備した「ホテルエミオン京都」

■夕食はホテル下のレストランで

夕食            
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冬の旅 非公開文化財特別公開
西本願寺 書院、国宝

堂・東司の見学。 
■夕食はホテル下レストランで焼肉をご用意しました。
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冬の京の旅 非公開文化財特別公開

聚光院、初公開○⑥大徳寺

の内部、初公開〇⑧東本願寺

■夕食はホテル下のレストランで和食をご用意しました。
昼食 夕食             

 
時ホテルチェックアウト後、

太字表記観光地は入場観光
※コロナウイルス感染拡大の状況

所へご案内する場合がございます。
※見学地の状況、予約状況
※写真提供：公益社団法人京都市観光協会

京都駅集合 「京
初公開の文化財を

められた
非公開文化財特別公開

２９日（土
２７日（日

 お一人部屋

東福寺 三門 楼上内部

お問い合わせはお客様専用フリーダイヤル

）  

１３時京都駅に集合。専用バスで京の

年ぶりの公開の世界文化遺産〇①

愛用の金の天目茶碗、桃山時代を代表する池泉式庭園

今年７月オープンし、大浴場も完備した「ホテルエミオン京都」

下のレストランでうなぎ料理

                   

非公開文化財特別公開
国宝で○③東福寺

■夕食はホテル下レストランで焼肉をご用意しました。
                 

 

非公開文化財特別公開

○⑥大徳寺 大光

〇⑧東本願寺 御影堂門

■夕食はホテル下のレストランで和食をご用意しました。
                  

チェックアウト後、解散。

観光地は入場観光 ●太字表記
※コロナウイルス感染拡大の状況などにより

場合がございます。 
、予約状況により、見学日、見学の順番など変わることもあります。

※写真提供：公益社団法人京都市観光協会

京の冬の旅」
を巡る 大浴場完備

められた京の
非公開文化財特別公開

土）～２月 
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一人部屋利用追加代金

楼上内部 

西本願寺 書院

お客様専用フリーダイヤル

京の冬の旅 非公開文化財特別公開

〇①醍醐寺 三宝院

愛用の金の天目茶碗、桃山時代を代表する池泉式庭園

今年７月オープンし、大浴場も完備した「ホテルエミオン京都」

うなぎ料理をご用意しました。

          京都：ホテルエミオン

非公開文化財特別公開の見学。

③東福寺 三門、１５年ぶりの公開

■夕食はホテル下レストランで焼肉をご用意しました。
                 京都：ホテルエミオン京都（洋室

非公開文化財特別公開の見学。千利休の菩提寺

大光院、日本一高い木造塔

御影堂門の見学。

■夕食はホテル下のレストランで和食をご用意しました。
    京都：ホテルエミオン京都（洋室

解散。                     

太字表記は下車観光地です。
によりお寺の見学ができなくなることもあります。その際は別の場

により、見学日、見学の順番など変わることもあります。
※写真提供：公益社団法人京都市観光協会 

」僧侶が案内
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東寺

書院 

お客様専用フリーダイヤルへ 東日本

非公開文化財特別公開

三宝院（秘仏 弥勒菩薩坐像、秀吉

愛用の金の天目茶碗、桃山時代を代表する池泉式庭園）見学。

今年７月オープンし、大浴場も完備した「ホテルエミオン京都」

ご用意しました。 

ホテルエミオン京都（洋室
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１５年ぶりの公開

■夕食はホテル下レストランで焼肉をご用意しました。 
ホテルエミオン京都（洋室

千利休の菩提寺

日本一高い木造塔〇

の見学。 

■夕食はホテル下のレストランで和食をご用意しました。 
ホテルエミオン京都（洋室

                     

は下車観光地です。 
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東寺 五重塔 初層内部公開

東日本 ：0120

非公開文化財特別公開の見学。

弥勒菩薩坐像、秀吉
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お寺の見学ができなくなることもあります。その際は別の場

により、見学日、見学の順番など変わることもあります。 
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宿泊者専用大浴場完備、２０年７月オープン
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小路京都西」駅
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るスカイテラス、
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シングルも同じお部屋。
●WiFi
●シャワー付トイレ設置
●洗い場付きバスルーム
●ルームウェアなど充実

したアメニティ完備
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■最少催行人員
■添乗員：
■利用予定バス
※切符や延泊などの

第５６
中から通常非公開の文化財を
公開しています。
書院や２７年ぶりの公開となる醍醐寺
計８か所へご案内します。
また、特別公開は、
必ず毎日見られるわけではありません。すべての予
約を押さえら
人で訪れるには色々と手間や移動が大変
この機会に京都好き、歴史文物好きの方におすすめ
します。
都駅集合となっております。
わせ下さい。

３
連
泊 

日本最古最大級の山門
東福寺三門楼上内部

初層内部公開 

大徳寺聚光院 狩野永徳筆

東本願寺

419 西日本

宿泊者専用大浴場完備、２０年７月オープン

「
ホテルエミオン京都
「京都」駅より

小路京都西」駅
大浴場や、屋上には京都の町並みを一望でき
るスカイテラス、
お店も併設された昨年７月オープンのホテル
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●ルームウェアなど充実
したアメニティ完備 
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切符や延泊などの手配ご希望の方はお問い合わせ下さい。
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します。各地から出発しやすいように当コースは
都駅集合となっております。
わせ下さい。 
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名  ■食事：朝
から京都駅まで同行。

会社：MK 観光バス 
手配ご希望の方はお問い合わせ下さい。

回「京の冬の旅」では、国宝・重要文化財の
から通常非公開の文化財を、
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書院や２７年ぶりの公開となる醍醐寺
計８か所へご案内します。 
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たのはこの２コースだけでした。

人で訪れるには色々と手間や移動が大変
この機会に京都好き、歴史文物好きの方におすすめ

各地から出発しやすいように当コースは
都駅集合となっております。ご不明な点はお問い合

初公開

東福寺 法堂天井画「蒼龍図」

金の天目茶碗   

東福寺 

813-770  

宿泊者専用大浴場完備、２０年７月オープン

ホテルエミオン京都 宿泊
ショップ＆レストランは

分)、JR 嵯峨野線「梅
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手配ご希望の方はお問い合わせ下さい。

、国宝・重要文化財の
、冬の期間限定で特別

今回は僧侶がご案内する西本願寺
書院や２７年ぶりの公開となる醍醐寺 三宝院など

WEBからの予約優先制
毎日見られるわけではありません。すべての予

のはこの２コースだけでした。
人で訪れるには色々と手間や移動が大変です
この機会に京都好き、歴史文物好きの方におすすめ

各地から出発しやすいように当コースは
ご不明な点はお問い合

お食事

部屋

初公開 方広寺 神龍図

智積院

法堂天井画「蒼龍図」

           醍醐寺

東福寺 法堂天井画「蒼龍図」
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この機会に京都好き、歴史文物好きの方におすすめ
各地から出発しやすいように当コースは京

ご不明な点はお問い合
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神龍図 

智積院 

法堂天井画「蒼龍図」醍

醍醐寺 庭園  

法堂天井画「蒼龍図」  


