
第2回「京の冬の旅」デジタルスタンプラリー　スタンプスポット一覧

【カテゴリー：観光地スポット１】
No. スポット名 住所 アクセス

1
知恩院 大方丈・小方丈・方丈庭
園

京都市東山区林下町400
・JR「山科」駅から地下鉄東西線「東山」駅下車、徒歩約10分
・京都駅から市バス206系統「知恩院前」下車、徒歩約10分

2 清水寺 成就院 京都市東山区清水1丁目
・JR奈良線「東福寺」駅から京阪電車「清水五条」駅下車、徒歩約25分
・京都駅から市バス86・206系統「五条坂」下車、徒歩約12分

3 大徳寺 三玄院 京都市北区紫野大徳寺町76
・JR嵯峨野線「二条」駅から市バス206系統「大徳寺前」下車、徒歩約7分
・京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」駅下車（乗換）、市バス204・205・206
系統「大徳寺前」下車、徒歩約7分

4 大徳寺 総見院 京都市北区紫野大徳寺町59
・JR嵯峨野線「二条」駅から市バス206系統「大徳寺前」下車、徒歩約8分
・京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」駅下車（乗換）、市バス204・205・206
系統「大徳寺前」下車、徒歩約8分

5 大徳寺 芳春院 京都市北区紫野大徳寺町55
・JR嵯峨野線「二条」駅から市バス206系統「大徳寺前」下車、徒歩約10分
・京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」駅下車（乗換）、市バス204・205・206
系統「大徳寺前」下車、徒歩約10分

6 醍醐寺　三宝院 京都市伏見区醍醐東大路町22
・JR「山科」駅から地下鉄東西線「醍醐」駅下車、②番出口より徒歩約10分
・京都駅八条口（ホテル京阪前）から京阪バス「京都醍醐寺ライン」で「醍
醐寺」下車、徒歩すぐ

7 醍醐寺　理性院 京都市伏見区醍醐東大路町21
・JR「山科」駅から地下鉄東西線「醍醐」駅下車、②番出口より徒歩約15分
・京都駅八条口（ホテル京阪前）から京阪バス「京都醍醐寺ライン」で「醍
醐寺」下車、徒歩約５分

8 賀茂別雷神社（上賀茂神社） 京都市北区上賀茂本山339 市バス「上賀茂神社前」下車、徒歩すぐ

9 松尾大社 京都市西京区嵐山宮町3
・阪急電車「松尾大社」駅から徒歩約3分
・市バス・京都バス「松尾大社前」から徒歩約3分

10 旧嵯峨御所　大本山大覚寺 京都市右京区嵯峨大沢町4
・市バス・京都バス「大覚寺」下車、徒歩すぐ
・JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅から徒歩約20分

11 京都市京セラ美術館 京都市左京区岡崎円勝寺町124
・地下鉄東西線「東山駅」から徒歩約8分
・京阪「三条駅」・地下鉄東西線「三条京阪駅」から徒歩約16分

12 音羽山 清水寺 京都市東山区清水1丁目294 ・バス停「五条坂」または「清水道」から、徒歩10分

13 蓮華王院 三十三間堂 京都市東山区三十三間堂廻町65 ・JR「京都」駅から　市バスで約10分（バス停「博物館三十三間堂前」下車）

【カテゴリー：観光地スポット２】

No. スポット名 住所 アクセス

1 上徳寺 京都市下京区富小路通五条下ル本塩竈町556
・JR奈良線「東福寺」駅から京阪電車「清水五条」駅下車、徒歩約7分
・京都駅から市バス4・17・205系統「河原町五条」下車、徒歩約5分

2 妙心寺 玉鳳院 京都市右京区花園妙心寺町60
・JR嵯峨野線「花園」駅下車、徒歩約5分
・京都駅から市バス26系統「妙心寺北門前」下車、徒歩約7分

3 妙心寺 壽聖院 京都市右京区花園妙心寺町44
・JR嵯峨野線「花園」駅下車、徒歩約8分
・京都駅から市バス26系統「妙心寺北門前」下車、徒歩約3分

4 仁和寺　御殿・庭園 京都市右京区御室大内33

・京都駅からJR嵯峨野線「太秦」駅で嵐電乗換、「撮影所前」駅から「御室
仁和寺」駅下車、徒歩約3分
・京都駅またはJR嵯峨野線「円町」駅から市バス26系統またはJRバス「御
室仁和寺」下車、徒歩すぐ

5 東本願寺 大寝殿・白書院 京都市下京区烏丸通七条上ル
・京都駅から徒歩約7分、
・京都駅から地下鉄烏丸線「五条」駅下車、徒歩約5分

6 東寺 五重塔 京都市南区九条町1番地
・京都駅から徒歩約15分
・京都駅から市バス205系統「東寺道」下車、徒歩約5分

7
【WEBでの完全予約制】
僧侶がご案内する特別拝観
西本願寺 書院

京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町
・京都駅から市バス9・28・75系統「西本願寺前」下車、徒歩すぐ
・京都駅八条口から京阪バス311・312系統「西本願寺前」で下車

8
【WEBでの完全予約制】
僧侶がご案内する特別拝観
東本願寺 諸殿

京都市下京区烏丸通七条上ル
・京都駅から徒歩約7分、
・京都駅から地下鉄烏丸線「五条」駅下車、徒歩約5分

9 賀茂御祖神社（下鴨神社） 京都市左京区下鴨泉川町59 京阪電車・叡山電車「出町柳」駅から徒歩約15分

10 実相院門跡 京都市左京区岩倉上蔵町121
・地下鉄烏丸線　国際会館駅から京都バス「岩倉実相院」行き　終点下車
すぐ
・叡山電鉄「岩倉」駅から徒歩20分

11 壬生寺 京都市中京区壬生梛ノ宮町31
・市バス「壬生寺道」から徒歩3分
・阪急電車「大宮」駅から徒歩8分
・JR嵯峨野線「丹波口」駅から徒歩12分

12 天龍寺 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68
・京福電車「嵐山」駅から徒歩約1分
・阪急電車「嵐山」駅から徒歩約15分
・JR「嵯峨嵐山」駅から徒歩約13分

別 紙



【カテゴリー：グルメスポット】

No. スポット名 住所 アクセス

1 美濃吉本店 竹茂楼 京都市左京区粟田口鳥居町65 地下鉄「東山」駅から徒歩約8分

2 京料理せんしょう 京都市右京区西院安塚町23 阪急電車「西院」駅から徒歩約15分

3 おづkyoto 京都市東山区博多町67 京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約3分

4
ホテルオークラ京都 鉄板焼 と
きわ

京都市中京区河原町御池
ホテルオークラ京都17F

・地下鉄「京都市役所前」駅直結
・京阪電車「三条」駅から徒歩約3分

5 ルレ・ヴェルダン 京都市左京区孫橋町31
・地下鉄「三条京阪」駅から徒歩すぐ
・京阪電車「三条」駅から徒歩すぐ

6 GRACE Relaxing Tea Salon 京都市下京区五条烏丸町400番地 欧風館1F 地下鉄「五条」駅から徒歩約2分

7 いづう 京都市東山区八坂新地清本町367 京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約5分

8
京都東急ホテル オールデイダ
イニング風花

京都市下京区堀川五条下ル柿本町580 地下鉄「五条」駅から徒歩約8分

9 紫竹 葵湖 京都市北区紫竹下竹殿町16番地 市バス「下竹殿」下車、徒歩約1分

10 膳處漢ぽっちり 京都市中京区天神山町283-2 地下鉄「四条烏丸」駅から徒歩約5分

11
ホテルオークラ京都 中国料理
桃李

京都市中京区河原町御池 地下鉄「京都市役所前」駅直結

12 フルーツパーラー クリケット
京都市北区平野八丁柳町68-1
サニーハイム金閣寺1F

市バス「衣笠校前」下車、徒歩約3分

13
翠嵐 ラグジュアリーコレクション
ホテル 京都 京 翠嵐

京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町12
・JR「嵯峨嵐山」駅から徒歩約15分
・阪急電車「嵐山」駅から徒歩約15分
・嵐電「嵐山」駅から徒歩約6分

14 下鴨茶寮 京都市左京区下鴨宮河町62番地 京阪電車「出町柳」駅から徒歩約8分

15 出逢ひ茶屋 おせん 京都市中京区備前島町307-1
・阪急電車「京都河原町」駅から徒歩約5分
・京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約8分

16 デザートカフェ長楽館 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604 京阪電車「衹園四条」駅から徒歩約10分

17
パーク ハイアット 京都 ザ リビ
ングルーム

京都市東山区高台寺桝屋町360
・市バス「東山安井」下車、徒歩約6分
・阪急電車「京都河原町」駅から徒歩約18分

18
ホテルグランヴィア京都 カフェ
レストラン ル・タン

京都市下京区東塩小路町901
ホテルグランヴィア京都 2F

京都駅ビル内

【カテゴリー：鉄道駅スポット】

No. スポット名 住所 アクセス

1 山科駅（JR西日本） 京都市山科区安朱南屋敷町29−2 －

2 東福寺駅（JR西日本） 京都市東山区本町12 －

3 円町駅（JR西日本） 京都市中京区西ノ京円町42-1 －

4 三条駅（京阪電気鉄道） 京都市東山区三条大橋東詰 －

5 帷子ノ辻駅（京福電気鉄道） 京都市右京区太秦帷子ケ辻町 －

6 四条大宮駅（京福電気鉄道） 京都市下京区四条大宮町 －

7 出町柳駅（叡山電鉄） 京都市左京区田中上柳町32-1 －

8 嵐山駅（阪急電鉄） 京都市西京区嵐山東一川町7番地 －

9
太秦天神川駅（京都市営地下
鉄）

京都市右京区太秦下刑部町 －

10 京都駅（新幹線）
京都市下京区東塩小路町 京都駅ビル 2F
南北自由通路沿い
（京都総合観光案内所「京なび」内）

－


