
今しかみられない

特別公開見学＆お茶の京都巡り

今しかみられない

特別公開見学＆お茶の京都巡り
文化財修理現場見学とお茶の京都を訪ねる日帰り３コース文化財修理現場見学とお茶の京都を訪ねる日帰り３コース

世界遺産・日本遺産の世界遺産・日本遺産の

京都文化財修理現場京都文化財修理現場

1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は（一社）京都山城地域振興社（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加
されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。

(2) 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス（以下「旅
行サービス」という）の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2. 旅行のお申し込み
(1) 当杜所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金を添えて提出してください。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約約
の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と旅行代金
を提出していただきます。この期間内に旅行代金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

3. 旅行契約は当杜が契約締結を承諾し旅行代金を受理した時に成立するものとします。
4. 旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない場合はエコノミ一クラス )、宿泊費、食事代、観光料金および消
費税等諸税。

(2) 添乗員が同行する場合は、添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
5. 旅行代金に含まれないもの　上記4のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サーピス料金、傷害・疾病に関する医療費、旅行
条件に定めた宿泊施設の部屋定員以下の部屋利用にかかる追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツアー費用、自
由行動中の諸費用など。

6. 取消料　旅行契約成立後後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき次の取消料
をお支払いいただきます。

　

7. 最少催行人員　お客さまの数が明記の最少催行人員に達しないときは旅行の催行を中止することがあります。この場合に
は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目（日帰り旅行は3日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨をお
客さまに通知します。

8. 旅行代金の変更　天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の
運賃・料金の大幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお申し出により旅行内容の
変更がある場合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書
面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは
契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。

9. 特別補償　当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところによ
り、お客様が企画旅行参加中に急激かつ外来の事故により、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については、あら
かじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

10. お客さまに対する責任
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害
を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2) 当社は手荷物について生じた損害については、本項（1）の規定にかかわらず、損害発生日の翌日から起算して14日以
内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1人15万円 ( 当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます )
を限度として賠償します。

(3)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止，官公暑の命令その他（伝染病による隔離、
自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在
時間の短縮等）の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項 (1)の場合を除き、その損害を賠償する責
任を負うものではありません。

11. お客さまの責任
(1) お客さまの故意または過失により当社が損害を被った時ときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
(2) お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように
努めなければなりません。

(3) お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅
行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

12.旅程保証　当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。
13. 確定書面の交付　当社は旅行開始日の7日前までに最終日程表（確定書面）を交付致します。
14. 個人情報の取扱について　※EU在住の方はお問い合わせください。
(1) 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等の
サービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保
する保険の手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する
情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供
のため、⑨統計資料作成のため、に利用させていただきます。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供につい
てお客さまに同意いただくものとします。

(2) 当社はお客様から書面によってご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先
を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、
当社が責任を持って管理します。

(3) 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
15. 基準期日　この旅行条件は、2019年 6月1日現在を基準としております。
※掲載写真はすべてイメージです

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前に御確認の上、お申し込みください。ご旅行条件書（抜粋）

日帰り 11日前 10日～8日前 旅行開始後及び
無連絡参加

当日
（旅行開始前）前日取消日

取消料率 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

7日～2日前

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

㈱近畿日本ツーリスト関西
トラベルサービスセンター西日本

「京都文化財修理現場特別公開見学ツアー」係
TEL：06-6535-8426　FAX：06-6535-8648

E-mail： kjc-event8@gp.knt.co.jp
〒550-0013　大阪市西区新町1-16-1 大陽日酸新町ビル6階
営業時間：月～金　10：00～17：00（土・日・祝日は休業）

※お取り消し、ご変更の連絡が休業日・営業時間外の場合は、翌営業日の扱いとなりますので、予めご了承ください。
総合旅行業務取扱管理者：北沢達成

【お申し込み先】【旅行企画・実施／お問い合わせ先】

一般社団法人 京都山城地域振興社
〔通称：お茶の京都DMO〕

京都府知事登録旅行業第2-695号　一般社団法人 全国旅行業協会正会員

一般社団法人 京都山城地域振興社
〔通称：お茶の京都DMO〕

京都府知事登録旅行業第2-695号　一般社団法人 全国旅行業協会正会員

〒611-0021 京都府宇治市宇治乙方7-8 京阪宇治ビル2F
TEL：0774-25-3239／FAX：0774-25-3238
E-mail：t-travel@kyototeacountry.jp

〒611-0021 京都府宇治市宇治乙方7-8 京阪宇治ビル2F

TEL：0774-25-3239
FAX：0774-25-3238

E-mail：t-travel@kyototeacountry.jp
総合旅行業務取扱管理者：堀尾幸平

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行規約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

ふりがな

お名前

参加希望
ツアー名
参加希望日

□ 7/26㊎　□ 7/27㊏

清水寺修理現場見学
と 日本緑茶発祥の地

□ 7/28㊐　□ 7/29㊊

教王護国寺（東寺）修理現場見学
と 南山城の古寺巡礼

□ 8/2㊎　□ 8/3㊏

黄檗山萬福寺修理現場見学
と 茶源郷和束の茶畑探訪

ご住所

ふりがな

同行者お名前

ふりがな

性 別 男 ・ 女
電話番号

FAX

携帯電話

（　　　　　）　　　　　－

（　　　　　）　　　　　－

（　　　　　）　　　　　－

年　齢

才

年　齢

才

年　齢

才
同行者お名前

パンフレットに記載の旅行条件に同意します。また、旅行手配やお買い物の便宜等のために必要な範囲内で運送・保険会社等への個人情報の提供について同意の上、旅行に申し込みます。

京都文化財修理現場特別公開見学＆お茶の京都巡り 参加申込書
令和元年　　　月　　　日

チェックを
して下さい
複 数 可

清水寺修理現場見学
と 日本緑茶発祥の地
実施日／ 7/26㊎・7/27㊏

教王護国寺（東寺）修理現場見学
と 南山城の古寺巡礼
実施日／7/28㊐・7/29㊊

黄檗山萬福寺修理現場見学
と茶源郷和束の茶畑探訪
実施日／ 8/2㊎・8/3㊏

旅行代金
（大人子供同一） 9,800円 全コース

共 通（　　  ）
旅行企画・実施
お問い合わせ先

京都府観光連盟
委託事業

京都府・京都府教育委員会
公益社団法人

京都市観光協会

企画協力

協力



旅行代金（全コース）
9,800円
（大人子供同料金）

清水寺本堂修理現場見学
と 日本緑茶発祥の地

黄檗山萬福寺修理現場見学
と 茶源郷和束の茶畑探訪

京都文化財修理現場特別公開見学＆お茶の京都巡り
教王護国寺（東寺）修理現場見学
と 南山城の古寺巡礼

■ 旅行実施日／ 2019年 7月26日㈮ ・ 7月27日㈯ ■ 旅行実施日／ 2019年 7月28日㈰ ・ 7月29日㈪ ■ 旅行実施日／ 2019年 8月2日㈮ ・ 8月3日㈯■ 旅行実施日／ 2019年 7月26日㈮ ・ 7月27日㈯
■ 募集人員／45名 （最少催行人員20名）
■ 申込締切日／2019年７月１９日（金）※定員になり次第締切り
■ 食事条件／昼食付　　■添乗員／同行します。
■ 利用予定バス会社／京都京阪バス（大型観光バス）　　
※バスの座席は、申込順に前列から座席指定とさせて頂きます。

■ 募集人員／45名 （最少催行人員20名）
■ 申込締切日／2019年７月２２日（月）※定員になり次第締切り
■ 食事条件／昼食付　　■添乗員／同行します。
■ 利用予定バス会社／京都京阪バス（大型観光バス）　　
※バスの座席は、申込順に前列から座席指定とさせて頂きます。

■ 募集人員／45名 （最少催行人員20名）
■ 申込締切日／2019年７月２６日（金）※定員になり次第締切り
■ 食事条件／昼食付　　■添乗員／同行します。
■ 利用予定バス会社／東豊観光バス（小型観光バス）
※バスの座席は、申込順に前列から座席指定とさせて頂きます。

京都駅 ＝＝＝ 東山五条 ＝＝＝  ＝＝＝ 〈阪神・京滋BP〉

＝＝＝ 宇治東IC ＝＝＝ 喜撰茶屋 ＝＝＝＝＝ 西ノ山展望広場 ＝＝＝＝＝ 禅定寺 ＝＝＝＝＝

＝＝＝ 宇治田原 宗円交遊庵 やんたん …… 永谷宗円 生家・茶宗明神社 …… 湯屋谷

＝＝＝＝ 宇治西IC ＝＝＝＝ 〈京滋BP・阪神〉 ＝＝＝＝ 京都駅

清水寺・本堂（国宝）修理現場見学

清水寺・成就院 庭園 特別拝観
10：00　【2班に分かれて交替で見学】　12：00

9：30

13：00 14：00 14：40 15：40

16：00 17：10

18：00頃

〔世界遺産／見学〕

〔喜撰松花堂の昼食〕 〔お茶畑の景観〕

〔参拝〕

茅葺の本堂と平安時代の仏像

〔休憩／買い物〕 〔日本遺産／煎茶発祥の地／見学〕

行
程
表

■ 旅行実施日／ 2019年 7月28日㈰ ・ 7月29日㈪

京都駅 ＝＝＝＝＝＝＝ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＝＝＝＝＝＝＝

 ＝＝＝＝〈阪神・京滋BP〉＝＝＝＝＝ 城陽IC ＝＝＝＝＝＝＝ 城陽市 八百忠別館 ＝＝＝＝＝＝＝ 

 ＝＝＝＝＝＝ 城陽酒造 ＝＝＝＝＝＝＝ 浄瑠璃寺 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 岩船寺 ＝＝＝ 木津IC ＝＝＝

＝＝＝＝＝＝ 〈京奈和道〉 ＝＝＝＝＝＝ 〈京滋BP・阪神〉 ＝＝＝＝＝＝ 京都駅

教王護国寺（東寺）大師堂（国宝）修理現場見学

金堂・五重塔（修復中）・小子房（堂本印象の障壁画が美しい非公開施設）特別拝観
10：00　　　　　　　　【2班に分かれて交替で見学】　　　　　　　　　12：00

9：30

12：50 13：50

15：00 17：00

18：00頃

〔世界遺産／見学〕

〔地元食材の会席料理の昼食〕

〔買い物〕

山城地区唯一の酒蔵 〔参拝〕 〔参拝〕

国宝の本堂と九体の阿弥陀座像 重文の三重塔

行
程
表

■ 旅行実施日／ 2019年 8月2日㈮ ・ 8月3日㈯

京都駅 ＝＝＝〈阪神・京滋BP〉＝＝＝　　　 　 ＝＝＝

〈京滋BP・京奈和道〉＝＝＝ 精華下狛IC ＝＝＝ 和束町 和束荘 …… 和束茶カフェ ＝＝＝

＝＝＝ 石寺の茶畑 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 海住山寺 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 〈京奈和・阪神〉 ＝＝ 京都駅

黄檗山萬福寺・伽藍堂・鐘楼（重文）修理現場見学

萬福寺境内見学＋塔頭の宝蔵院 一切経の版木群収納庫見学
9：50  　　　　【2班に分かれて交替で見学】　　　　  12：00

（原稿用紙と明朝体の元祖）

9：00

13：00 14：00

14：30 15：00 16：3015：30 17：30頃

〔日本遺産／見学／杮のくぎ打ち・槍鉋体験〕
こけら やりがんな

〔和束御膳の昼食〕 〔休憩／買い物〕

〔見学〕

日本遺産の茶畑

〔参拝と本堂修復見学〕

国宝の五重塔のある名刹

行
程
表

平安時代中期の正暦二年（991年）に東大寺五十三代別当であっ
た平崇上人により創建されました。もとは、天台宗でしたが、現在は禅
宗の曹洞宗で、曹洞宗中興月舟宗胡禅師終焉の地です。

禅
定
寺

永
谷
宗
円 

生
家

イメージ

日本緑茶の祖と呼ばれる永谷宗円は、新芽の茶葉を蒸し、焙炉（ほ
いろ）と呼ばれる器具の上で茶葉を手揉み乾燥させる青製煎茶製法
をこの地で考案し、現在の日本緑茶製法の礎を築きました。

天空へと続く美しい茶畑は、京都府指定の景観資産第1号として知
られ、日本遺産にも登録されています。小高い山を見上げるだけでは
想像がつかないほど、急傾斜の山の上にも茶畑が広がっています。

石
寺
の
茶
畑

海住山寺
創建は天平7年（735年）聖
武天皇が大仏造立平安祈願
のため、良弁僧正に命じて建
立させたのが始まりと伝えら
れるが、焼失し鎌倉時代に中
興されました。五重塔は、鎌
倉時代の傑作で国宝に指定
されています。十一面観音像
や文殊堂、絹本著色法華曼
荼羅図や海住山寺文書は重
要文化財に指定されていま
す。

大師堂（国宝）は弘法大師空海の住房の形式を残
す仏堂です。修理は現在、屋根の葺き替えがほぼ完
了し、床組の補修や建具の漆塗りを行っています。
境内では五重塔も修理中ですが、内部を特別にご
覧いただけるよう開扉して頂きます。そして、通常非
公開の「小子房」を特別公開。堂本印象の素晴らし
い障壁画をご覧いただけます。

清水の舞台で有名な本堂（江戸時代）の檜皮葺（ひわだぶき）屋根の葺き替えが終了間際です。
世界遺産の屋根に触れるぐらいの近くからその造形美をご覧いただけます。
また、非公開の成就院へもご案内、普段見られない庭園をご覧いただけます。

中国福建省の仏教建築の影響を受けた独特の建物群（江戸時代）をご覧いただきます。伽藍堂・鐘楼とも
屋根の骨組みの組み立て中の様子をご覧いただけます。境内の案内をしたのち、塔頭の一つ「宝蔵院」を
訪れ、鉄眼禅師がのこした貴重な約６万枚のお経の版木（重要文化財）がご覧いただけます。この版木群
は現代の400字詰め原稿用紙と明朝体の発祥といわれており、現役で使用されているものもございます。

日本遺産
日本茶800年の歴史散歩

日本遺産
日本茶800年の歴史散歩

日本遺産
日本茶800年の歴史散歩

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

岩
船
寺

天平元年（729年）に聖武天皇の願いで建立されたと伝えられる岩
船寺。深い緑につつまれるように立つ三重塔や古色を秘めてたたず
む本堂の風景からは、山寺の風情が感じられます。

イメージ

浄
瑠
璃
寺

本堂に九体の阿弥陀仏が横に並んでいることから、九体寺とも呼ば
れており、本堂、三重塔、九体の阿弥陀如来像、四天王立像は、いず
れも平安時代のもので、国宝に指定されています。※現在九体の阿
弥陀如来像の内二体が修理のため不在です。

イメージ
イメージ

イメージ

＝＝＝ 貸切バス
…… 徒歩

〔
記
号
〕

＝＝＝ 貸切バス
〔
記
号
〕 ＝＝＝ 貸切バス　…… 徒歩〔記号〕

清水寺世界文化遺産
古都京都の文化財

世界文化遺産
古都京都の文化財 教王護国寺（東寺） 日本遺産

日本茶800年の歴史散歩 黄檗山萬福寺

❶各修理現場の見学ルートには、階段・斜面がございますので動きやすい服装・お履き物でご参加ください。サンダルやヒールの高い靴等はおやめください。また、小さなお子様を同伴される場合には危険な場所に近づかないようご注意ください。なお、安全上の理由により危険と判断した場合に見学をお断りする場合がございますのでご了承下さい。
❷修理現場では、京都府教育庁指導部文化財保護課職員にご説明いただきます。現場では職員の指示に従ってください。 ❸修理現場は京都府教育庁指導部文化財保護課の事業として公開されており、見学と説明・体験は無料で実施しています。 ❹特別公開の施設によっては撮影禁止の場所がございますので現場での指示に従ってください。

ご注意事項
各コース共通

和束荘の昼食［和束御膳］（イメージ）

八百忠別館の昼食［竹取御膳］（イメージ）成就院 庭園（イメージ）
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