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募集様式 
項目   内  容 説  明 
ツアー名 京都鉄道博物館で遊び、学ぶツアー ・お子様には、ジオラマ(鉄道模

型)、シミュレータ(抽選)、ふれ
る展示物でとにかく楽しく
・大人には、日本人の暮らし(通
勤・通学、出張、旅行とそのス
タイルの変遷)や日本の鉄道技術
史を学ぶ
・鉄道ファンには、展示車両の
スペックのＱ＆Ａ

対象・目的 文化体験 鉄道を通して、日本人の暮らし
や鉄道技術にかける情熱を学ぶ 

参加条件 制限なし お子様連れ、鉄道ファン歓迎 
ツアーの出発地
交通機関

現地集合、現地解散 最寄り駅 
京都市バス：梅小路公園 
ＪＲ嵯峨野線：梅小路京都西 

ツアーコースの概略 集合→プロムナード→本館１階→トワ
イライトプラザ（ここまで４５分）
→ジオラマ（３０分）
→本館２階→本館３階スカイテラス→
ＳＬ第２検修庫→ＳＬひろば（ここま
で４５分）
→扇形車庫（４５分）
→旧二条駅→解散（ここまで１５分）

計３時間 

開館時間：１０時～１７時 
休館日：水曜日、１２／３０～１／１ 

・プロムナードで日本人の暮ら
し(通勤・通学、出張、旅行)を切
り口に展示車両を説明
・本館１階で鉄道技術史を説明
・本館２階でジオラマを楽しむ
・スカイテラスでＪＲ線、新幹
線の走行シーンを体感
・第２検修庫で技術継承の取り
組みを説明
・扇形車庫(国の重要文化財)で保
存ＳＬの運転台にも上がる
・旧二条駅舎内にミュージアム
ショップがある

交通費 現地往復は各自払い 
入館料 ・一般 1,200円

・大学生・高校生 1,000円
・中学生・小学生 500 円
・３歳以上小児 200 円

オプショナルツアー ＳＬスチーム号体験 ・一般､大学高校生 300円
・中学小学生､３歳以上 100 円

≪京都-1.京都鉄道博物館で遊び、学ぶツア―≫
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希望ツアー料金 
最小催行人数 ２名 
希望ガイド料 
協力者の募集の有無 募集したい協力者 

・自身のお子様を連れた経験のある方
・右記が可能であれば企画担当者

さいたま市の鉄道博物館、名古
屋市のリニア鉄道館でも、シリ
ーズ企画化できると訴求力あり 

TJT への希望 ・ツアー作りのアドバイス、動画撮影
・ツアー料金、ガイド料の設定
・研修実施

フロアマップ 出典：京都鉄道博物館ホームページ
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扇形車庫 出典：京都鉄道博物館ホームページ 
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項目   内  容 説  明 
ツアー名 2. 銀閣寺立地の謎と大文字山登山、哲

学の道散策（及び南禅寺）
・大文字山（標高 466 メート
ル）に上り、東山から京都市内
を一望
・慈照寺（銀閣寺）を訪問し、
日本庭園（枯山水庭園含む）を
鑑賞、慈照寺の立地について紹
介

対象・目的 ・京都の夏の風物詩五山の送り火の一
つ大文字山に登り、火床見学、銀閣寺
（慈照寺）立地の謎と哲学の道散策、
南禅寺に向かう途中、禅寺（法然院）
参拝

・京都低山トレッキングと歴史
探訪
・哲学の道散策
・法然院では小川治兵衛作庭の
庭鑑賞

参加条件 ・大文字山は 466 メートルの低山、山
頂まで約 30 分なので、登山者としては
初心者（小学生）でも十分可能
・登山向きの軽装、歩きやすい靴、水
分（夏期は帽子必須）

ツアーの出発地
交通機関

・JR 京都駅
（またはお客様滞在ホテルロビー）

・JR 京都駅前から京都市営バス
乗車

ツアーコースの概略 ・JR 京都駅～白沙村荘前下車～慈照寺
拝観～大文字山登山（40分）～下山後、
銀閣寺道周辺のレストランでランチ
（＊秋の特別公開時期（10 月～12 月）
に東求堂拝観 ）
・白砂村荘見学
・哲学の道散策（徒歩）
・法然院参拝
・哲学の道を 30 分歩いて南禅寺へ
南禅寺境内散策～水路閣
（時間的余裕があれば） 

・南禅寺から地下鉄蹴上駅まで徒歩、市
営地下鉄で JR 京都駅へ

・JR京都駅～京都市営バス（5系

統（A1乗り場）・17系統（A2乗り

場）・100系統（D1乗り場）バス乗

車時間 50分～60分   ￥230 

・京都市営地下鉄

蹴上駅～京都駅   ￥260 

交通費 ￥490 各自払い 

≪京都-2.銀閣寺立地の謎と大文字山登山、手s津額の道散策（及び南禅寺）≫
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入館料 ＊慈照寺拝観料  ￥500 
＊東求堂見学料（10 月～12 月のみ）

 ￥1000 
＊白沙村荘   ￥1300 
＊法然院は入山料無料  
＊ランチ 各自  

ツアー代に含む

オプショナルツアー
希望ツアー料金 8000円/1人 拝観料、ガイド交通費等含む、

ランチ代各自負担
最小催行人数 4 名 4 名以上でないと不採算 
希望ガイド料 20，000円 ほぼ終日対応のため 

お客様 1名追加ごとに 3000 円追
加 

協力者の募集の有無 募集する 
TJT への希望 プロモーション用の動画制作 

ツアー用ホームページ作成

https://eonet.jp/travel/mountain 

https://eonet.jp/travel/mountain
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  （尾辻撮影） 

銀閣寺 https://www.bing.com/ 

大文字山火床 大文字山から京都盆地を望む 
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哲学の道 （尾辻撮影）   南禅寺三門 （尾辻撮影） 
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項目   内  容 説  明 
ツアー名 1. 京都嵐山トロッコ列車と保津峡くだ

りとモンキーパークでのニホンザル
エサやり体験（VIP対象）

・往路は嵯峨嵐山駅から観光客
に大人気の嵯峨野トロッコ電車
に乗って亀岡まで、復路は、春
は桜、秋は紅葉の保津峡の渓谷
美を楽しみながらスリル満点の
川下りを体験
・渡月橋船着き場で下船後、ラ
ンチ（自由ランチにするか、予
約を入れてのランチにするか要
検討）
・徒歩で渡月橋をわたり、対岸
のいわた山モンキーパーク入場
口まで移動
・いわた山山頂でサルへのエサ
やり体験
・岩田山下山後、時間に余裕が
あれば、再度渡月橋をわたり、
小倉山から竹林を案内
・トロッコ列車乗車券は前売り
券購入必須（トロッコ嵯峨野駅
10：02 発に乗車）
・10 名未満の保津峡下りの乗船
券の前売り券購入は不要、当日
順番に購入・乗船

対象・目的 ・プチアドベンチャリズム
・嵐山トロッコ列車と保津峡自然の旅
・ニホンザルのえさやり

・自然・動物とのふれあい

参加条件 ・あらしやま岩田山モンキーパークは
標高 160 メートルの低山、山頂まで約
20 分なので、登山者としては初心者
（幼児）でも十分可能
・保津峡下り乗船年齢は満 4歳以上
・登山装備は必要ないが、歩きやすい
靴、服装

ツアーの出発地 ・JR 京都駅 ・嵯峨野トロッコ電車は毎水曜

≪京都-3.京都嵐山トロッコ列車と保津峡くだりとモンキｰパ－クでのニホンザルエサや
り体験（VIP対象≫
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交通機関 日が運転休止日になる場合が多
いので注意、1 月～2月全便運
休、また全席指定なので前売り
券購入が必要 
・保津峡下り乗船前にトイレを
すます必要有り

ツアーコースの概略 ・JR 京都駅から JR嵯峨野線亀岡行に乗
車し、嵯峨嵐山で下車 （20 分）
・隣接するトロッコ嵯峨野駅でトロッ
コ列車に乗車、亀岡到着後、保津峡下
りの船乗り場まで徒歩で移動（25 分）
・保津峡下り（約 120 分）
・下船後、ランチ（40 分～50 分）
・桂川船着き場（レストラン）から渡
月橋を渡り、対岸のモンキーパーク入
場口まで徒歩（10 分）
・岩田山モンキーパーク登山（20 分）
・山頂でサルにえさやり（20～30 分）
・岩田山下山（15 分）

交通費 片道 ￥4970（大人/JR,トロッコ列
車、保津峡下り）、往復￥5940 

トロッコ列車前売り券購入のた
め、各自購入は不可能

入館料 モンキーバーク（大人￥550，えさ代
￥100）

オプショナルツアー モンキーパーク下山後、徒歩で小倉山
から竹林へ（人込みを避けるため、通
常の反対コース）

希望ツアー料金 20，000円/1 人 交通費、乗船代、パーク入場料
含む（ガイド交通費、乗船代等
含む）ランチ代各自負担 
*オプショナルツアー料金
USD200 を目安として

最小催行人数 4 名 4 名以上でないと不採算 
希望ガイド料 30，000円 ほぼ終日対応のため 
協力者の募集の有無 募集する 
TJT への希望 プロモーション用の動画制作 

ツアー用ホームページ作成
保津峡下り悪天欠航の場合の補償方法
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嵯峨野トロッコ列車 https://www.sagano-kanko.co.jp/ 

保津峡くだり https://www.photo53.com/  
 あらしやま岩田山モンキーパーク 

Source: https://www.travel.co.jp 

船着き場近辺と渡月橋 https://www.photo53.com/ 

https://www.photo53.com/
https://www.travel.co.jp/
https://www.photo53.com/
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嵯峨野トロッコ列車と保津峡くだり 

Source:  https://www.bing.com/images/ 

  Source:  https://www.hozugawakudari.jp/ 

https://www.bing.com/images/


≪京都-4.竹林のある嵯峨野そぞろ歩きと藍染体験≫ ≪嵐山
探訪と藍染体験≫









≪京都-5和菓子作り体験と京情緒溢れる祇園散策≫
≪代表的京都観光めぐり及び和菓子作り体験と京情緒溢れる祇園散
策≫









ツアー名 京都東山陶磁器ツア
～ ろくろ体験・登り窯見学・金継ぎ 

目的 ： 

文化交流 : 日本の陶磁器を、見る・造る・買う 

  持続可能な観光：金継ぎの工程から、SDGs の考えに通ずる 

日本の陶芸文化を知る 

対象 ： 基本的にウオーキングツアーになりますので、散策しなが

ら、３０分から、１時間は歩けること。バスで移動も可能 

ツアーの出発地 : 京都陶磁器会館前 （五条坂バス停前）

ツアーコースの概略 :

（午前の部） 京都陶磁器会館 - 河井寛次郎記念館（900 円）

茶碗坂 ―三年坂（ろくろ体験２０００円～） -  

高台寺前 – 八坂神社正門 - 八坂神社西門 ‐ 

＊ アラビカコーヒー、イノダコーヒー、前田珈琲のい

ずれかで休憩。 

＊ オプショナルツアー : 利き酒体験 1000 円 

ツアー時間 : ５時間

≪京都-6　京都東山陶磁器ツア～　ろくろ体験・登り窯見学・金継ぎ≫



（午後の部） 四条大橋の南座側で集合 

漆工芸品店、日本茶店など、四条通を散策－ 

金継ぎ工房で体験 （７５００円） 

－ 焼き鳥屋（各自払い） 

ツアー時間 : ４時間

希望ツアー料金 : 午前 20000 円 午後 13000 円 

最小催行人数 １名 

希望ガイド料 : 基本料金 午前 18000 円 午後 10000 円 

お客様 1 名追加ごとに 2000 円追加 

⁂ 午前、午後で別参加可能 

⁂ ツアー時間内で、周辺のご希望観光地にご案内します。 

  清水寺、安井金毘羅宮、八坂の塔、八坂庚申堂など 
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