
 
 
 
 
 

平成２４年３月２３日 

 

宇治・伏見観光キャンペーン 

『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。』を展開します 

○宇治・伏見エリアを周遊するのに最適な企画乗車券「宇治・伏見 1ｄａｙチケット」を新発売 

○中書島駅を伏見エリアの玄関口、伏見観光の拠点としてふさわしい外観にリニューアルします 

○４月１４日（土）デビューの新型車両「１３０００系」第１編成を、宇治と伏見の風景写真を

車内に展示した「ギャラリートレイン」として運転します 

○キャンペーン初日には、宇治駅にて観光イベントを実施するとともに、「ギャラリートレイン」

の臨時運転と車両展示を行います 

 

京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区 社長：加藤 好文）では、４月１４日（土）、宇治

線に新型車両「１３０００系」を投入するのを機に、同日より約１年間、宇治・伏見観光キャンペー

ン『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。』を展開します。 

源氏物語「宇治十帖」の舞台、世界遺産の平等院、名産の宇治茶など観光資源が豊富な宇治。 

一方、坂本龍馬ゆかりの地であり、良質な地下水で育まれた醸造地としても有名な伏見。 

いずれも「水」と「歴史」にまつわる観光地として多くの共通点があります。 

『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。』は、この宇治と伏見の魅力をより多くのお客さまに知

っていただくことを目的とした、両エリアを結ぶ宇治線を舞台とした観光キャンペーンです。 

キャンペーン期間中は、宇治線と中書島～丹波橋間がフリー区間となった、宇治・伏見エリアを周

遊できるお得な企画乗車券「宇治・伏見１ｄａｙチケット」を発売。１日たっぷりと宇治・伏見の魅

力を満喫していただくことができます。 

今後、「水」と「歴史」をテーマとした観光を提案するパンフレットの発行も予定しています。 

また、中書島駅を伏見エリアの玄関口としてふさわしい外観に変更し、伏見観光の拠点としてリニ

ューアルします。 

さらに、４月１４日（土）から宇治線で営業運転を開始す

る１３０００系車両（第１編成）の車内に、宇治・伏見の四

季折々の美しい風景写真を展示。両エリアの魅力を発信する

「ギャラリートレイン」として約１年間運転します。初日に

は、「ギャラリートレイン」を中之島発の臨時列車として運

転し、大阪方面のお客さまに宇治・伏見の魅力を訴求すると

ともに、宇治駅で観光イベントや「ギャラリートレイン」の

車両展示なども実施します。 

これらのイベントの他、キャンペーン期間を通して様々な

企画を展開し、宇治・伏見エリアへの誘客に取り組んでいく

予定です。 

詳細は別紙の通りです。 キャンペーンロゴマーク 



 
（別 紙） 

１．宇治・伏見観光キャンペーン『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。』について 

（１）キャンペーン実施期間 

平成２４年４月１４日（土）～平成２５年４月１４日（日）（予定） 

（２）コンセプト 
源氏物語「宇治十帖」の舞台、世界文化遺産の平等院、名産の宇治茶などの観光資源がある宇

治。一方、坂本龍馬ゆかりの地であり、良質な地下水で育まれた醸造地としても有名な伏見。

いずれも「水」と「歴史」にまつわる観光地として共通点があることから、これをテーマに掲

げ、四季折々の魅力を発信していきます。 
 

２．企画乗車券「宇治・伏見１ｄａｙチケット」について 

（１）名   称  宇治・伏見１ｄａｙチケット 

（２）発 売 期 間  平成２４年４月１４日（土）～平成２５年４月１４日（日） 

（３）通用期間  発売日当日限り 

（４）有効区間  発駅から「フリー区間」まで（往復区間） 

「フリー区間」：宇治線および中書島～丹波橋（乗降自由） 

※「フリー区間」以外では途中下車できません 

※男山ケーブル、大津線は利用できません 

（５）発売金額  大人５５０円～９００円  小児２８０円～４５０円 

（発駅により異なります） 

（６）発売場所  京阪線各駅 

※駅係員配置時間内に限ります 

（７）優 待 特 典  チケット呈示により下記の施設で優待が受けられます 

※他サービスとの併用はできません 

    【宇治地区】 

施設名 特典内容 

平等院 特製はがきプレゼント 

三室戸寺 拝観料 団体扱い 

萬福寺 拝観料 団体扱い 

宇治市営茶室「対鳳庵」 入席料割引 ５００円→４００円 

宇治市源氏物語ミュージアム 
観覧料割引 大人５００円→４００円、小・中学生２

５０円→２００円 

宇治川遊覧 遊覧船乗船料割引 ５００円→４００円 

つうゑん茶屋 飲食代・お土産品 １０％割引 



 

施設名 特典内容 

大茶万 本店 茶だんご、水無月 １０％割引 

京阪宇治駅前 駿河屋 

抹茶ソフトクリーム割引（お一人様１個限り） 

３００円→２７０円 

なお、ソフトクリーム販売期間外（１２月～３月上旬）

はお茶席メニューを１０％割引 

はんなりかふぇ・京の飴工房 憩

和井 

ソフトクリーム「和みサンデー（宇治金時ソフト）」

割引 ３５０円→３００円 

三星園上林三入本店 店内の宇治茶および喫茶代 ５％割引 

福寿園 宇治茶菓子工房 お買い上げの方に「宇治のみどり」を 1個プレゼント 

福寿園 宇治茶工房 

福寿茶寮(喫茶レストラン） 

御膳(兎道御膳・朝霧御膳)をご注文で、プチデザート

プレゼント 

茶店(１階ショップ) 

３，０００円以上お買い上げで、抹茶わらびもちを１

個プレゼント 

上林春松本店 呈茶席割引 ６３０円→５２５円（同伴者１名様まで）

喜撰茶屋 １，０００円以上のお食事で、１０％割引 

鮎宗 
食事・お土産品２，２００円以上で、ミニ抹茶ソフト

クリームかミニコーヒープレゼント 

そば処 観月 
お食事代（そば・うどん・丼物）お一人様、１００円

引き 

宇治日の出園 全商品 １０％割引 

函館市場 京阪宇治店 
お一人様ごと１，０００円以上のご飲食で、チケット 1

枚につき「北海道ソフトクリーム」を 1個プレゼント 

 

    【伏見地区】 

施設名 特典内容 

月桂冠大倉記念館 酒造り絵ハガキ 1枚プレゼント 

月の蔵人 飲食代 ５％割引 

十石舟・三十石船 乗船料 ５％割引 

寺田屋 
入館料割引 大人４００円→３６０円、中高大３００

円→２５０円、小学生２００円→１５０円 

キザクラカッパカントリー 飲食代 ５％割引 

梅の花 京都伏見店 ドリンク１杯プレゼント 



 

施設名 特典内容 

龍馬館（竜馬通り商店街） 全商品 １０％割引 

吟醸酒房油長（大手筋商店街） 利き酒カウンター 飲食代 １０％割引 

高貝商店（大手筋商店街） 

手作りアイスキャンデー６本お買い上げで１本プレゼ

ント 

なお、手作りアイスキャンデー販売期間外（９月～４

月）は１，０００円以上お買い上げで５％割引 

酒と米の専門店「おきな屋」 

（㈱北川本家） 

１，２００円以上お買い上げで、「はんなり京梅酒八重

さん」を１本プレゼント 

鳥せい本店 飲食代 ５％割引 

伏見夢百衆 喫茶代 １０％割引 

（８）そ の 他  先着１０，０００名様には、１３０００系車両登場記念の限定デザインカー

ドで発売します。（なくなり次第、通常デザインのカードに変更となります） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

限定デザインカード（１０，０００枚限定） 

 

３．中書島駅のリニューアルについて 

（１）リニューアル日 

平成２４年４月１４日（土）（予定） 

（２）内容 
中書島駅を伏見地区に存在する観光地・名所旧跡等の建物を参考に、周辺地域の街並みと調和

した外観に変更します。また、今回「けいはんインフォステーション」を新設して案内機能を

強化するとともに、「坂本龍馬」と「日本酒の酒樽」のモニュメントを設置し、伏見エリアの

玄関口ならびに伏見観光の拠点としてリニューアルします。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアル後の中書島駅イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂本龍馬と酒樽モニュメントイメージ 

 

４．１３０００系車両「ギャラリートレイン」について 

（１）使用車両 

１３０００系車両 第１編成（１３００１－１３０５１） ４両 

（２）運転期間 

平成２４年４月１４日（土）～平成２５年４月１４日（日）（予定） 

（３）内容 
 平成２４年４月１４日（土）に宇治線で営業運転を開始する新型車両「１３０００系」の第１

編成の車内広告枠に、宇治線が走る宇治・伏見の四季折々の風景写真を展示します。 

当企画に際しては社団法人宇治市観光協会にもご協力いただき、展示する写真の一部は「宇治

市観光写真コンクール」入賞作品を含む、同協会が保有する写真を使用します。 

また、特別ヘッドマークを掲出するほか、車両ドア横にはステッカーを貼付して運転します。 



 

（４）イメージ 
 
 
 
 
 
 
 

「ギャラリートレイン」外観イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

車内イメージ            ヘッドマークおよびステッカーデザイン 

 

５．キャンペーン初日イベントについて 

（１）観光イベントの実施について 

①実施日時 平成２４年４月１４日（土） １２：００～１４：３０（予定） 

②実施場所 宇治駅改札外コンコース 

③実施内容 社団法人宇治市観光協会主催の鵜匠による鵜の紹介と、京都府茶協同組合によ

る宇治茶無料接待および宇治茶レディによるおもてなしを実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鵜匠と鵜                  宇治茶レディ 
 

（２）１３０００系「ギャラリートレイン」の臨時運転について 

①運 転 日 平成２４年４月１４日（土） 



②運転内容 中之島発宇治行き臨時直通列車 

中之島  天満橋 京橋  中書島 〈宇治線〉 宇治(着)

11：11 （通過） 11：18 11：23 （通過） 12：00 （各駅停車） 12：15

※渡辺橋駅・大江橋駅・なにわ橋駅と京橋駅～中書島駅間の途中駅にはと

まりません 

※宇治１４：２６発、臨時普通中書島行きも運転します 

③そ の 他 ・当列車には乗車券のみで乗車可能です（予約不要） 

・中之島駅からご乗車希望の方は、中之島駅改札外に先着順でお並びいただき、

係員の誘導により乗車していただきます 

・満員となった場合はご乗車いただけない場合があります 

・危険な場所や他のお客さまのご迷惑となる場所での写真撮影は禁止します 

・係員の指示があった場合は、係員の指示に従ってください 

・状況により、臨時列車の運転を中止する場合があります 

（３）１３０００系「ギャラリートレイン」の車両展示について 

①実施日時 平成２４年４月１４日（土） １２：１５～１４：２６ 

②実施場所 宇治駅１番線 

③そ の 他 ・見学には宇治駅入場券または乗車券が必要です 

・危険な場所や他のお客さまのご迷惑となる場所での写真撮影は禁止します 

・係員の指示があった場合は、係員の指示に従ってください 

・状況により、車両展示を中止する場合があります 

（４）京阪電車オリジナルグッズ販売会について 

①発売日時 平成２４年４月１４日（土） １２：００～１４：３０（予定〉 

②発売場所 宇治駅改札外コンコース特設会場 

③発売内容 当日発売開始の新商品「１３０００系デビュー記念 宇治線歴代車両メダルセ

ット」のほか、京阪電車オリジナルグッズ等を販売します。 

 

６．その他 

  本キャンペーンについては、平成２４年４月１４日(土)から開始し、上記イベントなどのほか、

今後、キャンペーンの総合パンフレットの制作・配布、宇治線エリアを中心したウォーキングツ

アーの実施および地元企業・団体と連携した取り組みなどを検討、企画していく予定です。 

 

 ※事情によりイベントの一部または全部を中止する場合があります。 

以  上 
 

 


