
＊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。

11月 1泊2日プラン

季節の旅
京都ホテルオークラ

ゆったり、じっくり、おとな旅 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。

9月6日（月）より公式サイトの季節の旅予約もご利用いただけます。ウェブ予約

発売初日は電話予約のみ受け付け2021年9月4日（土） 10：00発売
1泊2日プラン／旅のご予約は

2021年11月24日（水）
ツインルーム（2名1室） 1名様 ￥175,000One Harmony ポイント 700P積算

シングルルーム（1名1室） 1名様 ￥180,000One Harmony ポイント 800P積算

最少催行人員 5名様
定　員 15名様

お申し込み期限 11月15日（月）  ※定員になり次第締め切らせていただきます。

山色づく頃

聖武天皇の遺愛品を中心に、悠久の時を経て伝えられた宝物の数々。
奈良の秋の風物詩「正倉院展」は、鑑賞の前に今年の見どころを詳しくご紹介。
翌日は紅葉が色づきはじめた京北エリアへ。昼食は花脊の里「美山荘」にて秋の恵みを心ゆくまで愉しみます。

「第73回 正倉院展」と
歴史を伝える京北の名刹

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： 京都ホテルオークラ ／ スーペリアタイプ

2021年11月1日（月）
ツインルーム（2名1室） 1名様 ￥175,000One Harmony ポイント 700P積算

シングルルーム（1名1室） 1名様 ￥180,000One Harmony ポイント 800P積算

最少催行人員 5名様
定　員 15名様

お申し込み期限 10月22日（金）  ※定員になり次第締め切らせていただきます。

出発
受付

2021年11月24日（水）

13：45 
12：45 ホテル 

「冷泉家住宅」特別見学
藤原俊成、定家父子を祖先に
持ち、代々歌道を家業とする
和歌の家。

今出川 

「陽明文庫」見学
近衞家が大切に守り伝えてき
た貴重な古文書の数々をご案
内とともに見学。

宇多野 

20：30頃 宿泊 解散

「千手寺」参拝
十一面千手観音坐像を本尊に
祀る古刹。参拝と、晩秋の亀岡
盆地を展望。

亀　岡  

13：00頃 嵐　山 「嵐山 熊彦」
　昼食／会席料理

16：00頃 京都駅着

 出発8：30 ホテル 
2021年11月25日（木）

「保津川下り」乗船
錦繍の保津峡を手漕ぎ船で
下る約90分の船旅。

18：00頃  ホテル着 京都ホテルオークラ
「ピトレスク」夕食/フレンチ

出発
受付

2021年11月1日（月）

12：30 
11：30 ホテル 

「法華寺」拝観
聖武天皇の后・光明皇后ゆか
りの尼門跡寺院。国宝本尊 
十一面観音菩薩立像はじめ
境内をご案内。

法華寺 

「登大路ホテル奈良」講演
帝塚山大学客員教授 西山 
厚氏による「正倉院展のお話」。

登大路 

「奈良国立博物館」
「第73回 正倉院展」鑑賞

21：30頃 ホテル着 宿泊 解散

「宗蓮寺」特別拝観
北山杉の里の花の寺。
北山杉の峰々を借景とした
庭園を拝観。

中　川  

12：15頃 花　脊 「美山荘」
昼食／
摘草料理

17：00頃 京都駅着

 出発9：00 ホテル 

2021年11月2日（火）

「常照皇寺」拝観
紅葉の気配感じる古刹を
ご案内。

京　北  

18：10頃  「登大路ホテル奈良」
夕食/フレンチ

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： 京都ホテルオークラ ／ スーペリアタイプ

1泊2日プラン②
晩秋の京都で、王朝文化の粋に触れる貴重な体験を。
「冷泉家住宅」は現存する最古の公家屋敷。
「陽明文庫」では近衞家伝来の至宝を見学いたします。
翌日は亀岡から嵐山まで、錦繍が彩る
保津峡を緩急の変化に富んだ船旅で愉しみます。

京の秋を堪能　王朝文化の粋と紅葉彩る保津川の峡谷美

1泊2日プラン①

冷泉家住宅（公益財団法人 冷泉家時雨亭文庫）



＊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（日帰りプランの場合は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、２０２１年8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　http://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。

旅行企画・実施

季節の旅
京都ホテルオークラ

ゆったり、じっくり、おとな旅

11月 日帰りプラン

京都ホテルオークラ 季節の旅 事務局
TEL.075-211-5111

G-Gr-21-08-9000

http://www.hotel .kyoto/okura/travel/

〒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。

9：00～17：00 日・祝日休ご予約・お問い合わせ

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。

9月7日（火）より公式サイトの季節の旅予約もご利用いただけます。ウェブ予約

2021年9月6日（月） 10：00発売
日帰りプラン／旅のご予約は

発売初日は電話予約のみ受け付け

2021年11月11日（木）

比叡山 「延暦寺」拝観
国宝・根本中堂や特別公開中
の堂塔、非公開の大書院など
東塔地域を巡拝。

「延暦寺会館」
昼食／精進料理

12：30頃  

お食事後、伝教大師の御廟が
ある西塔や、横川地域を巡拝。

17：00頃 ホテル着 解散

 8：00 ホテル 受付
 8：30 出発

2021年11月16日（火）

舞　鶴  「青葉山 松尾寺」拝観
西国第29番札所。境内の案内
とお話。

「割烹 京料理 松きち」
昼食

11：40頃  

「成相山 成相寺」拝観
西国第28番札所。境内の案内
とお話。山上より天橋立を展望。

宮　津  

京都駅経由
18：30頃 ホテル着 解散

 7：30 ホテル 受付
 8：00 出発

2021年11月26日（金）

みほとけにであう旅 第7回

「比叡山」

2021年11月11日（木）1名様 ￥44,000
One Harmony ポイント 200P積算　●最少催行人員　5名様／定員　12名様
お申し込み期限 11月1日（月） ※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
最優遇料金より20％OFFの優待あり
※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。

宗祖・伝教大師最澄が亡くなって1200年の大遠忌を迎えた
天台宗の総本山「比叡山延暦寺」。仏教史・仏教美術史が専門の
帝塚山大学客員教授 西山厚氏とともに訪ねます。

日帰りプラン①

山陰の西国札所

2021年11月16日（火）1名様 ￥40,000
One Harmony ポイント 200P積算　●最少催行人員　5名様／定員　12名様
お申し込み期限 11月6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
最優遇料金より20％OFFの優待あり
※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。

開創以来1300年の歴史を有する日本最古の巡礼道「西国三十三所」。
日本海に接する京都府北部、山陰地方の札所を訪ねます。

日帰りプラン②

八幡の古寺

2021年11月26日（金）1名様 ￥37,000
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 11月16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
最優遇料金より20％OFFの優待あり
※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。

古来交通の要衝として栄え、寺社が数多く残る京都府南部の八幡市を
訪ねます。貴重な文化財や紅葉にふれ、一風変わった祈願も体験します。

日帰りプラン③

八　幡  「正法寺」特別拝観
尾張徳川家とゆかりの深い古刹。
ご住職のご案内にて。

「善法律寺」特別拝観
紅葉が彩る「もみじ寺」。ご住職の
お話と寺宝の拝観。

「単伝庵」拝観
御堂の白壁に直接願い事を記し
て祈願する通称「らくがき寺」。

12：30頃 伏　見  「清和荘」昼食／会席料理

京都駅経由
15：30頃 ホテル着 解散

 8：30 ホテル 受付
 9：00 出発


