
＊上記旅程は天候、交通、現地事情などにより変更となる場合がございます。　＊社寺参拝に相応しい服装でご参加ください。
＊移動はジャンボタクシーを利用いたします。　＊代金には宿泊費、拝観入場料、食事、移動費、諸税その他行程に必要な費用を含みます。
＊代金のお支払いは事前振込にてお願いいたします（ご予約時に案内いたします）。　＊特別プランにつき各種ご優待券、クーポン券、
割引券、One Harmony ポイントはご利用いただけません。　＊出発前日から起算して20日目以降のキャンセルには取消料が発生
いたします。　＊当プランはOne Harmony ポイントの対象商品です。旅行代金をお支払いいただいたお客様に限りポイントを積算
いたします。　＊写真はすべてイメージです。

9月 1泊2日プラン
見る観光ではなく、ご説明やご案内を通じて
より深く魅力を知っていただく旅を目指します。

社寺特別拝観や工房見学など、通常の観光旅行では
知ることのできない奥深い旅をご案内しております。

全てのコースにホテルスタッフが同行いたしますので、
おひとりや初めての方でも安心してご参加いただけます。

「季節の旅」を通じてお客様同士の交流も生まれ、
旅の魅力のひとつとして愉しんでいただいております。

新たな旅の魅力。

●裏面の「ご旅行条件」（要約）もご確認ください。

ゆったり、じっくり、おとな旅

季節の旅
ホテルオークラ京都

日本の伝統技能の粋を集めて建設された「京都迎賓館」を特別参観。
賓客の接遇時さながらに、正門から車両で入構する、特別感あふれる
ガイドツアーでご案内。織物、截金、蒔絵など、「京都迎賓館」ゆかりの
工房では、現代に継承される匠の技をご紹介します。

古来、月の名所として知られ、紫式部が「源氏物語」の構想を練ったと
伝わる近江屈指の古刹「石山寺」。中秋の名月に合わせて開催される
秋月祭では、歌川広重「近江八景」にも描かれた幻想的な月見の
世界へ。伊藤若冲ゆかりの京都の寺院へもご案内いたします。

◆ プランのお申し込みは電話にて承ります
◆ 季節の旅の最新情報は公式サイトに掲載しています
◆ 季節の旅のお問い合わせは公式サイトからも承ります

2022年9月6日（火）

22：00頃 15：30頃

 9：00

2022年9月7日（水）
14：00

1泊2日プラン①

現代に生きる匠の美
添乗員： 同行

食　事： 夕食１回・朝食１回・昼食１回
 夕食・昼食時の飲み物付き

宿　泊： ホテルオークラ京都 ／ スーペリアタイプ

お申し込み期限 8月27日（土）  ※定員になり次第締め切らせていただきます。

2022年9月6日（火）
ツインルーム（2名1室） 1名様 ￥185,000One Harmony ポイント 800P積算

シングルルーム（1名1室） 1名様 ￥190,000One Harmony ポイント 800P積算

最少催行人員 5名様
定　員 10名様

1泊2日プラン②

中秋の名月
添乗員： 同行

食　事： 夕食１回・朝食１回・昼食１回
 夕食・昼食時の飲み物付き

宿　泊： ホテルオークラ京都 ／ スーペリアタイプ

お申し込み期限 8月31日（水） ※定員になり次第締め切らせていただきます。

2022年9月10日（土）
ツインルーム（2名1室） 1名様 ￥130,000One Harmony ポイント 600P積算

シングルルーム（1名1室） 1名様 ￥135,000One Harmony ポイント 600P積算

最少催行人員 5名様
定　員 15名様

石山寺

京都駅 着・解散

2022年9月10日（土）

22：00頃

2022年9月11日（日）
13：30

「日本料理 新月」夕食17：30頃

©京都迎賓館

平安佛所

川島織物セルコン「川島織物文化館」川島織物セルコン「川島織物文化館」川島織物セルコン「川島織物文化館」川島織物セルコン「川島織物文化館」

下出蒔絵司所

石峰寺

中川誠盛堂茶舗
「竹に雄鶏図」

 9：30

ホテル 着・宿泊
19：00頃 「京料理 ちもと」 夕食

「川島織物文化館」
 川島織物セルコン本社工場と染織
 文化・歴史がうかがえる蒐集品を見学

「京都迎賓館」
 非公開エリアを含む館内を貸切にて参観
 ※国公賓接遇などにより中止することがあります
 ※小学生以下の方はご参観いただけません

ホテル 出発 ホテル 出発

ホテル 着・宿泊

12：30頃 ホテルオークラ京都
「ピトレスク」昼食／フレンチ

「ヌーヴェル・エポック」
昼食／フレンチ

ホテル 出発 ホテル 出発

京都駅 着・解散

「宝蔵寺」
 伊藤家の菩提寺にて
 若冲の作品などを特別拝観

細辻伊兵衛美術館

「細辻伊兵衛美術館」
 「手ぬぐい講座」体験と時代を
  映す手ぬぐい作品の鑑賞

「中川誠盛堂茶舗」
 創業160余年の老舗にて
 近江茶のお話と試飲

「石山寺」
 「石山寺 秋月祭」の夜間拝観と観月

「下出蒔絵司所」
 蒔絵師 下出祐太郎氏のお話と工房見学
「平安佛所」
 仏像彫刻や「截金」のお話を
 佛師 江里康慧氏より

12：30頃

15：30頃

「石峰寺」
 境内と限定公開の
 若冲の作品を拝観

1泊2日プラン 発売日 2022年7月9日（土）10：00



＊上記旅程は天候、交通、現地事情などにより変更となる場合がございます。　＊開花時期に合わせてプランを設定しておりますが、気候などの
状況によりご覧いただけない場合がございます。　＊社寺参拝に相応しい服装でご参加ください。　＊移動はジャンボタクシーを利用いたします。
＊代金には拝観入場料、食事、移動費、諸税その他行程に必要な費用を含みます。　＊代金のお支払いは事前振込にてお願いいたします
（ご予約時に案内いたします）。　＊特別プランにつき各種ご優待券、クーポン券、割引券、One Harmony ポイントはご利用いただけません。 
＊出発前日から起算して10日目以降のキャンセルには取消料が発生いたします。　＊当プランはOne Harmony ポイントの対象商品です。
旅行代金をお支払いいただいたお客様に限りポイントを積算いたします。　＊写真はすべてイメージです。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社京都ホテル（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する旅行です。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」といいます）を締結することとなります。ご旅
行条件は下記によるほか、別途お渡しするご旅行条件（全文）、各コースごとに記載されている条件、確定書面
および当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●旅行のお申し込みと契約の成立時期
①当社は、当パンフレットに記載の各旅行について、電話、インターネット、その他通信手段にて旅行契約の予
約申込を受け付けます。②旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理した
ときに成立するものとします。③お支払い方法が「振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時
点をもって旅行契約成立とします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日前まで（日帰り旅行の場合は１１日前まで）に
全額をお支払いいただきます。ただし、当社が特に認めた場合は、旅行開始までに全額をお支払いいただくこと
も可能とします。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送、宿泊、食事、観光（拝観・入場・案内等）にかかる費用、及び諸税・サービス料、添乗
員経費。これらの費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
●取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合でお申し込みの旅行の取消やコースの変更をされるときは、ご旅行契約
の解除とみなし、次の金額を取消料として申し受けます。

●旅行の催行
①お客様の人数が、各コースに表示する最少催行人数に達しなかったときは旅行の催行を中止します。この場
合当社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
中止する旨をお客様に通知します。②天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行を中止せざるを得ないと当社が判断した時は旅
行の催行を中止します。③当社より旅行の催行を中止した場合は既に収受している旅行代金（あるいは申込
金）の全額を払い戻しいたします。

●お客様の責任
①お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
②お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容に
ついて理解するよう努めなければなりません。③お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された内容と
異なる旅行サービスが提供されたと認識したときには、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行
サービス提供者に申し出なければなりません。
●特別補償
当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客
様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体又は手荷物の上に被られた一
定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携
行品損害補償金を支払います。
●旅行条件基準日
この旅行条件は、２０２2年6月１日現在を基準としています。
●個人情報の取り扱いについて
①当社は、お客様からご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほ
か、お申し込みいただいた旅行における旅行サービスの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で利用い
たします。また、旅行参加後のアンケートのお願いや、統計資料作成のために、お客様の個人情報を利用するこ
とがあります。②当社は、当社の商品やサービスに関する情報をお客様に提供することがあります。③上記のほ
か、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の公式サイトでご確認ください。
当社公式サイト　www.kyotohotel .co. jp/

解除期日
取消料

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって

日帰り旅行

無　　料

旅行代金の ２０％

旅行代金の 3０％

旅行代金の 4０％

旅行代金の 5０％

旅行代金の 10０％

日帰り旅行以外

旅行代金の ２０％

旅行代金の ２０％

旅行代金の 3０％

旅行代金の 4０％

旅行代金の 5０％

旅行代金の 10０％

２０日目～１１日目

１０日目～ ８日目

 ７日目～ ２日目

旅行開始日の前日

旅行開始日当日（旅行開始前）

旅行開始後又は無連絡不参加

ご旅行条件（要約）　お申し込みの際には別途お渡しする当社ご旅行条件（全文）をお受け取りになり、内容をご確認ください。当社ご旅行条件は公式サイトからもご確認いただけます。

ゆったり、じっくり、おとな旅

9月 日帰りプラン季節の旅
ホテルオークラ京都

G-Gr-22-06-10000

旅行企画・実施
〒604-8558 京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537-4
京都府知事登録旅行業　2-654号　総合旅行業務取扱管理者：和田悟
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行に関し、係員からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者にお尋ねください。

新型コロナウイルス感染状況により、行程を中止する場合がございます。 

ホテルオークラ京都 季節の旅 事務局
Phone:（075）211-5111w w w.hotel .k yoto/okura/travel/

9：00～17：00 日・祝日休ご予約・お問い合わせ

黒江の町並み　ⓒ（一社）海南市観光協会

「黒江の町並み」
 昔の職人の作業場や蔵が並ぶ
 「のこぎり歯の町並み」を散策

外観

11：00頃  

外観

「根來寺」
 国宝の大塔など境内を拝観

日本三大漆器のひとつ「紀州漆器」。その主産地、和歌山県・黒江

地区に今も残る職人の町並みをご散策。紀州漆器の起源にも

ゆかりある古刹参拝とともに、その歴史と文化にふれる旅です。

ホテル 出発  8：30

2022年9月13日（火）

12：00頃 「四季の味 ちひろ」
昼食／ミニ会席

18：00頃 京都駅経由 ホテル着・解散

2022年9月13日（火）1名様 ￥35,000
One Harmony ポイント 200P積算　●最少催行人員　5名様／定員　15名様

お申し込み期限 9月3日（土） ※定員になり次第締め切らせていただきます。

添乗員： 同行

食　事： １回　昼食

宿　泊： なし
希望により最優遇料金より20％OFFにてご用意
※前日または当日、両日も承ります。　満室の場合もございます。

紀州漆器のまち・黒江
日帰りプラン①

九品寺 彼岸花

九品寺 本堂

「梅乃宿酒造」
 「新しい酒文化」を創造する蔵元の
 新蔵を見学、試飲

12：30頃 「五條 源兵衛」
昼食／五條野菜の
コース料理

根來寺

四季の味 ちひろ

五條 源兵衛

榮山寺

日帰りプラン②

秋涼の大和路

2022年9月28日（水）1名様 ￥39,000
One Harmony ポイント 200P積算　●最少催行人員　5名様／定員　15名様

ホテル 出発  8：30

2022年9月28日（水）

「榮山寺」
 国宝・八角円堂の内陣など
 境内を特別拝観

17：30頃 京都駅経由 ホテル着・解散

大阪と奈良を隔てる金剛山地に沿って大和路を南へ。普段は出会

えない御仏の特別参拝と秋の花の美景、自然の恵みを堪能する食

事など、のどかな秋の一日をお愉しみください。

お申し込み期限 9月20日（火） ※定員になり次第締め切らせていただきます。

添乗員： 同行

食　事： １回　昼食

宿　泊： なし
希望により最優遇料金より20％OFFにてご用意
※前日または当日、両日も承ります。　満室の場合もございます。

「九品寺」
 非公開本堂特別参拝と
 一面に咲く彼岸花の観賞

◆ プランのお申し込みは電話にて承ります
◆ 季節の旅の最新情報は公式サイトに掲載しています
◆ 季節の旅のお問い合わせは公式サイトからも承ります

日帰りプラン 発売日 2022年7月4日（月）10：00


