
 

 

Press Release 
2022 年 10 月 18 日 

 

 

HOTEL THE MITSUI KYOTO 

秋の京都を満喫する特別な滞在 

プライベート感溢れる秋限定プログラムのご案内 

 

 
 

2022 年 11 月 3 日に開業 2 周年を迎える HOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト）（所在

地：京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町 284 総支配人：楠井 学）は、11 月の 1 ヶ月間を通し

て、世界遺産「元離宮二条城」や「平等院」、「仁和寺」をはじめとする、様々な京都の秋の名所でのプライベート

ツアーをホテル宿泊者対象に特別限定プログラムとしてご用意いたします。美しく色づく京都の秋を楽しみなが

ら、HOTEL THE MITSUI KYOTO だからこそご提供できるエクスクルーシブなプライベートツアーや貸切早朝

拝観などのアクティビティを含めた記憶に残る京都への旅をプランいただけます。 

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/20221018/ 

 

＜11 月 3 日(木・祝)～7 日(月)＞世界遺産「元離宮二条城」プライベートツアー 

 

HOTEL THE MITSUI KYOTO の目の前に位置する世界遺産「元離

宮二条城」。普段は立ち入ることのできない大広間「四の間」にも入る

ことができるガイド付きのプライベートツアーをお届けいたします。 

■実施期間：2022/11/3 (木・祝) ～ 11/7 (月) 5 日間 

■開始時間：15:20（ホテルロビーに集合） 

■所要時間：約 2 時間（移動時間 往復約 20 分を含む） 

■料金：1 名様 5,000 円（4 歳以上） 

■定員：1 日 10 名様（先着順） 

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/20221018/


 

 

＜11/12(土) ・11/19(土)＞ 世界遺産「平等院」プライベートツアー 

 

ご宿泊のゲスト限定でお届けする世界遺産「平等院」の鳳凰堂内部見

学ツアー。HOTEL THE MITSUI KYOTO のランドスケープデザイ

ンを手掛け、平等院の代表役員を務める東京大学大学院教授・宮城俊

作氏による平等院にまつわるお話をはじめ、普段は立ち入ることの出

来ない平等院塔頭の浄土院内にある養林庵書院への拝観など、特別な

ひと時をご提供いたします。 

■実施期間：2022/11/12 (土)・11/19(土)  2 日間  

■開始時間：10:00（ホテルロビーに集合） 

■所要時間： 約 3 時間（移動時間 片道約 40 分を含む） 

■料金：1 名様 15,000 円（4 歳以上） 

■定員：1 日 15 名様（先着順） 

* 平等院へはホテルから専用車両にて送迎いたします。（片道・現地解散） 

 

 

 

＜11/14(月) ～ 11/18(金)＞ 世界遺産「仁和寺」貸切早朝拝観 

 

早朝の澄んだ空気の中、世界遺産の真言宗御室派 総本山「仁和寺」で

の貸切拝観をお届けいたします。誰もいない境内での紅葉鑑賞、普段

は入ることの出来ない「五重塔」や「経蔵」の拝観、「金堂」での住職

による法話をお楽しみいただけます。 

■実施期間：2022/11/14（月）～11/18(金) 5 日間  

■開始時間：7:00（ホテルロビーに集合）  

■所要時間： 約 2 時間半（移動時間 往復約 40 分を含む） 

■料金：1 名様 15,000 円（4 歳以上） 

■定員：1 日 15 名様（先着順） 

* 仁和寺へはホテルから専用車両にて送迎いたします。（往復・ホテル解散） 

 

 

 

＜11/19(土) ～ 11/23(水・祝)＞ 真言宗 泉涌寺派 総本山「泉涌寺」貸切早朝拝観 

 

紅葉の名所としても知られる真言宗 泉涌寺派 総本山「泉涌寺」の貸

切早朝拝観をご提供いたします。僧侶の案内で「楊貴妃観音堂」や「舎

利殿」、「霊明殿」を見学いただいた後には、本坊での法話をご体験い

ただけます。オリジナルお香と参拝証付き。 

■実施期間：2022/11/19（土）～11/23(水・祝) 5 日間  

■開始時間：7:00（ホテルロビーに集合）  

■所要時間： 約 2 時間半（移動時間 往復約 60 分を含む） 

■料金：1 名様 15,000 円（4 歳以上） 

■定員：1 日 15 名様（先着順） 

* 泉涌寺へはホテルから専用車両にて送迎いたします。（往復・ホテル解散） 

写真提供：平等院 



 

 

 

＜12/2(金) 限定＞ 「毘沙門堂門跡」貸切早朝拝観 

 

秋の京都の人気スポットとしても有名な、毘沙門天を祀る天台宗の門

跡寺院「毘沙門堂門跡」での早朝拝観。僧侶による寺院内の案内、法

話をお楽しみいただき、回遊式庭園「晩翠園」の見学後には呈茶をご

堪能いただけます。 

■実施期間：2022/12/2（金） 1 日限定  

■開始時間：7:00（ホテルロビーに集合）  

■所要時間： 約 2 時間半（移動時間 往復約 60 分を含む） 

■料金：1 名様 15,000 円（4 歳以上） 

■定員：1 日 15 名様（先着順） 

* 毘沙門堂門跡へはホテルから専用車両にて送迎いたします。（往復・ホテル解散） 

 

 

▶︎  宿泊プラン / エクスペリエンス ご予約方法 

宿泊予約専用番号 ：075-468-3155（受付時間：平日 9:00～19:00 / 土・日・祝 9:00～18:00） 

宿泊予約専用メールアドレス ：reservations.kyoto@hotelthemitsui.com 

オフィシャルサイト（オンライン予約) ：https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/20221018/ 

 

* 各エクスペリエンスは最少催行人数に達しない場合、催行中止となる場合がございます。 

 

 

ロビーコンサートのご案内 

 

＜開業 2 周年記念ロビーコンサート＞ 

2022 年 11 月 3 日に、HOTEL THE MITSUI KYOTO は 2 周年を迎えま

す。この記念日をお祝いするロビーコンサートを一夜限りで開催いたし

ます。 

■日時：2022/11/3（木・祝）18：30～ 約 30 分 

■演奏：中川 健（ギター）、武井 努（サックス）   

■場所：ロビーラウンジエリア、中庭 

 

＜秋のロビーコンサート＞ 

紅葉の色づく庭園と共にお愉しみいただけるロビーコンサートを計 4 回

開催いたします。京都を中心に活躍するバイオリニスト eRika 氏の演奏

に酔いしれる夕暮れのひと時をお過ごしください。 

■日時：2022/11/19（土）・11/20（日）・11/23（水・祝）・11/25（金） 

    18:30～ 約 30 分  

■演奏：eRika （バイオリン） 

■場所：ロビーラウンジエリア、中庭 

 

* ロビーコンサート演奏中は中庭やラウンジエリアを中心にレストラン等にて自由にお楽しみいただけます。 

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/20221018/


 

 

また、天候状況により内容の変更または中止とさせていただく場合がございます。 

 

HOTEL THE MITSUI KYOTO について 

 

HOTEL THE MITSUI KYOTO は二条城至近に 250 年

以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて

2020 年 11 月 3 日に誕生いたしました。 

選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上

げた 161 室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓

越した腕によりお届けする 4 つのレストラン＆バー。

そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめる SPA

エリアなど、多彩な施設を備えています。また、2022

年 4 月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの

格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 

2022』において、開業初年度の審査にて最高評価である「5 つ星」を獲得。世界が認める評価基準において、5 つ

星ラグジュアリーホテルとして認定されています。 

「日本の美しさと －EMBRACING JAPAN’S BEAUTY－」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、

工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供い

たします。 

HOTEL THE MITSUI KYOTO の最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/をご覧ください。 

 

 
 

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先 

HOTEL THE MITSUI KYOTO  

セールス＆マーケティング コミュニケーション 

担当：峯・福岡  TEL : 075-468-3110 / FAX：075-468-8681 / E-Mail : communication.kyoto@hotelthemitsui.com 

 


