嵐山へおこしやす !
総客席1,000席 でお食事の御用意しておまちしております

パスポート利用者特典
京風イタリアンランチ
１０% OFF

【要予約】京の彩り壱丁湯豆腐膳

京のごちそうビュッフェ（バイキング）

１０% OFF

１０% OFF

1,500 円 ➡1,350円（税別） 2,000 円 ➡1,800円（税別）
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修学旅行パスポートの見方

ごあ いさつ
修学旅行生のみなさん、
ようこそ京都へ！
京都では、修学旅行生が受けられるたくさんの特典があります。
みなさんの修学旅行がすばらしい思い出となるよう、修学旅行パスポートを
お役立てください。

ご利用方法
修学旅行パスポートは各班
（グループ）
に1部です。
右の記入欄に学校名や旅行期間など、必要事項を必ずご記入ください。
パスポートのご利用にあたり、学生証
（生徒手帳）
の提示もお願いする場合が
ありますので、必ず学生証をお持ちください。
各優待を受ける場合、必ず修学旅行パスポートを提示してください。
また
〈予約制〉
と
記しているところは、事前に予約し、修学旅行パスポートの所持を伝えてください。
ホームページからプリントアウトしてもお使いいただけます。
❺ 修学旅行パスポートは、

❶ エリアに分けて掲載しています。
（地図

p.2・3）

洛中エリア … 京都駅周辺／市内中心部／京都御所・下鴨／二条城・西陣
洛東エリア … 祇園・清水寺／三十三間堂・東福寺／哲学の道・岡崎／山科・醍醐
洛北エリア … 上賀茂・北山・大徳寺／一乗寺・修学院／鞍馬・貴船・花背／
大原・八瀬・比叡山
洛西エリア … 金閣寺・御室・太秦／高雄／嵯峨・嵐山／桂・大原野
洛南エリア … 伏見
近隣エリア … 京都市外

❷ 対象施設を種類別に掲載しています。
寺院・神社

名所・旧跡

お土産・伝統工芸
レンタル

❸ 高→高校生

宿泊

美術館・博物館

食・グルメ・ショッピング

工房・体験施設
アクティビティ

その他サービス

中→中学生

小→小学生 を表しています。

❹ 特に記載のない料金は、
「 税別」
「一人あたりの値段」で表しています。

ホームページで事前学習を！
●京都修学旅行パスポートホームページ

https://ja.kyoto.travel/useful/passport/

●京都観光Ｎａｖｉ

https://ja.kyoto.travel/

本パスポートに掲載の内容は2020年3月現在の情報です。
修学旅行の前には京都修学旅行パスポートホームページの最新情報をご確認ください。
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至 奈良

3

東寺

高
400円を280円に
小中 300円を200円に
※五重塔 特別公開時 高 700円を600円に
中 500円を400円に
〈予約制〉
金堂、
講堂の解説案内
（10分）
30名以上
学校・旅行会社を通して予約が必要

南区九条町1
☎075-691-3325

美好園茶舗

☎075-744-0973

高
小中

650円を600円に
550円を500円に

洛南エリア

下京区烏丸通七条下る
東塩小路町721-1
☎075-361-3215

近隣エリア

※乗車日の1週間前に一度ご連絡ください。
（☎03-6261-1365）
（4月～12月）
1日券
（24時間券） 3,600円を3,100円に
2日券
（48時間券） 6,100円を5,200円に
（12月～3月）
1日券
（24時間券） 3,600円を2,500円に
2日券
（48時間券） 6,100円を4,300円に
※バスコース、時刻表、
その他詳細に関する最新情報はホームページで
https://skyhopbus.com/kyoto/ja

イワイサイクル木津屋橋店

下京区堀川通正面下ル（西本願寺前） 入場料を団体料金適用
☎075-351-2500

工房・体験施設

着物レンタルVASARA
着物レンタルスタンダードプラン 3,900円を2,500円に
京都駅店
（日本旅行 TiS京都支店内） 下記店舗も同様の優待あり
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京都タワー

スカイホップバス京都

1,000円を900円に
500円を450円に

・着物レンタルVASARA京都祇園店
・着物レンタルVASARA京都駅前店

〈予約制〉
茶道体験20名まで
・茶会体験
（茶室60分）
濃茶・薄茶 3,500円を3,000円に
・武家茶道体験
（茶室60分） 3,000円を2,500円に
・抹茶点て体験
（茶室30分） 1,300円
※上記茶道体験をされた学生にほうじ茶カプチーノ１杯プレゼント

（2020年4月28日まで） 高
1,550円を1,400円に
小中 1,000円を900円に
下京区観喜寺町35番地の1
☎075-354-3130
（2020年4月29日以降） 高
1,700円を1,500円に
小中 1,100円を1,000円に
※生徒手帳を提示

600円を300円に
300円を200円に

龍谷ミュージアム

下京区東塩小路釜殿町
ＪＲ京都駅構内中央改札前
☎03-5577-5882
（全店共通コールセンター）

京都まるごとお土産販売コーナー10％割引

洛西エリア

高
小中

2,300円
（税込）
を2,185円
（税込）
に

京都水族館

レンタル

美術館・博物館

下京区観喜寺町
☎0570-080-462

扇子絵付体験

洛北エリア

下京区油小路通花屋町下ル
仏具屋町235
☎075-371-1013

アクティビティ

京都鉄道博物館

中高
小

下京区東洞院通正面上ル
筒金町46番地
☎075-371-4151

下京区中堂寺南町１３０番地
京都青果センター3F
☎075-321-8680

長谷川歴史・文化・交流の家 〈予約制〉特別説明案内
南区東九条東札辻町5
☎075-606-1956

京扇堂

京の食文化ミュージアム・
あじわい館

東本願寺
（真宗本廟） 〈春季期間限定〉
（2020年5/8～6/11の平日・午前のみ）

修学旅行生参拝案内所開設
（無料）
下京区烏丸通七条上ル
☎075-354-3440
御影堂や阿弥陀堂を僧侶がご案内
（所要約15分〜30分程度）
（問合わせ窓口：真宗大谷派 〈上記期間外〉
青少幼年センター）
①スタンプラリー
（無料）
（所要約30分）
[①②③④⑤についての問合わせ] スタンプがそろえば東本願寺キャラクターグッズをプレゼント
本廟部参拝接待所
②朝のお勤め
（参拝自由） 毎朝7時阿弥陀堂、
御影堂でお勤めと法話
☎075-371-9210
③国指定名勝「渉成園
（枳殻邸）
」
見学庭園維持寄付金 中高 500円以上を250円以上に
見学者に東本願寺キャラクターグッズをプレゼント
④東本願寺参拝案内
（無料）
（2020年3/21～6/11までの期間限定）
※詳しくは東本願寺同朋会館ＨＰで要確認
⑤音声ガイドペン貸出
（所要時間 20分〜1時間程度）
【料金】500円
（貸出時に保証金として別途500円が必要。返却時
に500円を返金）
http://dobokaikan.jp
http://www.higashihonganji.or.jp/oyc/
http://www.higashihonganji.or.jp

和菓子体験教室
（和菓子作りと抹茶体験）
小中高 2,200円を2,090円に

下京区烏丸通七条下ル
東塩小路町721-1
京都タワー2Ｆ
☎075-371-0801

洛東エリア

〈予約制〉
雅楽と楽器の解説と雅楽器にふれ演奏を聞く
2,000円を1,000円に
5〜20名程度

下京区河原町五条下ル一筋目西
☎075-361-2775

京菓匠 七條甘春堂
京都タワー店

洛中エリア

寺院・神社

京都駅周辺

市比賣神社

工房・体験施設

京都駅周辺

洛中エリア

東山区林下町441
南区東九条東山王町13

１日のレンタサイクル料金を50％割引
下京区大宮通木津屋橋下ル 〈予約制〉
学生証のご提示で保証金サービス
上中之町18
☎075-341-7702

京都ecoトリップ

南区東九条室町58番地
☎075-691-0794

レンタサイクル 各タイプ100円引き
〈予約制〉
ホテル配達回収料金1,000円/1台を500円/1台に
http://www.kyoto-option.com

京都サイクリングツアー
レンタサイクル代を10％割引
プロジェクト

下京区油小路通塩小路下ル 〈予約制〉京都駅サイクルターミナルにて各種サイクリングツアーを5％割引
東油小路町552-13
☎075-354-3636
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ミネラルウォーター
（500ml）
をおひとりに1本プレゼント

京つけもの 西利

下京区堀川通七条上ル
西本願寺前
☎075-361-8181

下京区不明門通花屋町下ル
高槻町340
☎075-343-0541

中京区烏丸三条上ル
☎075-229-1010

京都文化博物館

中京区三条高倉上ル
☎075-222-0888

中京区木屋町通二条南
☎075-255-0980
飲食代 10％割引

ホテル京阪 京都 グランデ
南区東九条西山王町31
☎075-661-0321

カセットミュージアム
音声ガイド

下京区中堂寺粟田町93
☎075-326-3911

市内中心部

錦天満宮

「ショップ京美山」
での商品10％割引

神社の由緒を紙芝居ロボットにより説明
（6分位）
中京区新京極四条上ル中之町537 護摩木と由緒書を授与
☎075-231-5732
参拝作法の説明書を授与

中高

入館料

200円を160円に

井筒八ッ橋本舗 京極一番街
お買い上の方に
「不思議な八ッ橋ものがたり」
「花名刺」
「八ッ橋」
を
─南錦小路─
中京区寺町通錦下ル
☎075-255-2121

衣紋道

雅ゆき

中京区釜座通三条上ル
突抜町807
☎075-254-8883

2階レストラン
「オクターヴァ」
にて、
10％割引

〈予約制〉
見る聞く楽しむ音声ガイド
「ブラリナビ」 割引あり
＊詳細はHP、
メールにて要相談
http://www.ca-mus.co.jp

京都万華鏡ミュージアムオリジナルポストカード
（1枚）
をプレゼント
※タクシー利用の場合、
駐車料と乗務員の入館料は免除

プレゼント

〈予約制〉
平安装束体験 中高 10,000円を8,000円に
（袿袴・狩衣）
15,000円を13,500円に
（十二単）
＊メイクなし ＊1名様以上 ＊所要時間40分 自由撮影10分付
〈予約制〉
ゆかたレッスン
（ゆかた一式プレゼント）中高 3,800円（60分）
レッスンのみの場合
中高 2,000円
ゆかた・着物体験
（室内）
中高 2,000円（30分）
ゆかた・着物で散策
中高 2,800円
＊4名以上

近隣エリア

下京区西洞院通塩小路角
☎075-361-1231

特別展は団体料金に割引
（但し、
特別展により対象外あり）

洛南エリア

宿泊

京湯元 ハトヤ瑞鳳閣
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島津製作所 創業記念
資料館

お食事代より10％割引
（1グループに有効）
宴会は対象外

※夕食の営業はしておりません。

100円を無料に

洛西エリア

中京区姉小路東洞院東入
曇華院前町706-3
☎075-254-7902

工房・体験施設

食・グルメ・ショッピング

下京区新町通七条下ル
☎075-343-3111

小中高

100円を80円に

京都万華鏡ミュージアム 小中 200円を150円に
姉小路館
高
300円を250円に

〈予約制〉
ブレスレット型念珠2連製作体験
（テキスト付） 4〜12名
小中高 1,000円
※体験の方、
店内商品10％割引
（仏具、
線香は除く）

京都タワーホテルアネックス レストラン「レジーナ」食事代 10％割引

300円を240円に
100円を80円に

京都市学校歴史博物館
京都伝統工芸館

京・朱雀 すし市場

下京区新千本通七条上ル
（京都市中央卸売市場内）
☎075-321-4418

中高
小

下京区御幸町通仏光寺下ル橘町437 小中高
☎075-344-1305

がんこ京都駅ビル店

下京区烏丸塩小路下ル京都
駅ビル2F
（京都劇場向い）
☎075-342-5995

中京区烏丸通御池上ル
☎075-254-7414

洛北エリア

福永念珠舗

京つけもの西利、
直営店にてお買上げのお客様に粗品プレゼント
下記の直営店にて同様の優待あり
祇園店
四条祇園町南側
☎075-541-8181
清水店
清水寺門前
☎075-533-8181
清水産寧坂店 清水産寧坂青龍苑
☎075-525-8181
嵐山 昇龍苑店 嵯峨天龍寺門前
☎075-873-8181
亰店（みやこみせ） 京都駅西口二階南北自由通路（南側） ☎075-341-8181
京小町北館店 京都駅中央改札口1階
☎075-353-8110
錦店
錦市場西入口
☎075-251-8181
ポルタ店
駅前地下街ポルタ
☎075-343-2685
近鉄京都駅店 近鉄京都駅構内
☎075-671-8183
MOMOテラス店 伏見桃山MOMOテラス
☎075-601-8088

京都国際マンガミュージアム

洛東エリア

お土産・伝統工芸

下京区堀川通六条下ル元日町2-1 店内商品のみ10％割引
☎075-352-3799

高400円を300円に
中京区三条通新町西入釜座町 （小中 無料）
☎075-221-2881
※開館日要確認

洛中エリア

香の都

大西清右衛門美術館
美術館・博物館

下京区上珠数屋町323番地
☎075-354-7060

市内中心部

京都駅周辺

レンタサイクル京都 みやび屋 全車種200円割引

京からかみ体験工房 唐丸 〈予約制〉からかみハガキ摺り体験コース
下京区高辻通柳馬場西入
泉正寺町460
☎075-361-1324

2,400円を2,200円に
（税込）
https://karamaru.kyoto

きものレンタル 京あるき
produce by SAGANOKAN 〈予約制〉着物レンタル 3,990円を3,500円に（20名以上2,900円）
中京区菊水鉾町582
☎075-213-7171

※着物のマナー知識とマナーを説明
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扇子手描き体験された方に、
お買物20％割引

中京区三条通烏丸西入ル御倉町70
☎075-279-0333

京都着物レンタル花かんざし 4,000円の着物を2,500円に

500円の帯飾りを無料に
団体割引
（5名様以上5％OFF、
8名様以上10％OFF）
も併用可

甚松庵

中京区夷川通柳馬場西入
6丁目264番地
☎075-211-5211
下京区松原通烏丸西入ル
玉津島町294
☎075-344-1220

京つけもの もり 錦市場店

1,400円を1,300円に
THE GOOD DAY VELO レンタルサイクル
コーヒー
（ホット/アイス） 450円を400円に
BIKES ＆ COFFEE
中京区大阪材木町685-1
☎075-606-5345

J-Cycle

下京区燈籠町570番地
京都東洞院高辻ビルB１F
☎075-341-3196
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カフェオレ
（ホット/アイス）550円を500円に
www.thegooddayvelo.com

〈予約制〉
スタンダード自転車 100円引き
電動アシスト自転車 200円引き

京都からあげ 梅しん
蛸薬師店

中京区新京極蛸薬師下ル
東側町501-5
☎070-1535-6408

商品ご購入の方に記念品をプレゼント

浴衣販売割引
女浴衣セット 7,700円を3,800円に
（帯・下駄・腰紐 付）
男浴衣セット 7,700円を3,800円に
（帯・下駄・腰紐 付）
1,000円以上お買上げの方に粗品プレゼント

からあげSサイズ
（320円）
に1個増量サービス

京佃煮・京菓子 永楽屋 1階店舗にて税込2,160円以上お買上げの方に季節の「おひがし」

近隣エリア

ギアチェンジ付自転車 1,300円を1,100円に
ギアチェンジ無自転車 1,000円を800円に
通常おひとり3,000円のデポジットのお預かりを、学校名、宿泊施設、
連絡先の記入と学生証のコピーを頂くことで、
デポジットなしに
http://kyoto-rental-cycle.com/

お1人3,000円以上ご利用の方に、
京都本店限定の宇治銘茶
「平安京」
（ティーバッグ1個）
をプレゼント

洛南エリア

レンタル

京都レンタルサイクル
中京区六角町352
☎075-746-2727

中京区御幸町通錦小路角
☎075-222-0622

食・グルメ・ショッピング

アクティビティ

1Fの8Kプラザにお越しの方にオリジナルグッズプレゼント

1,000円を900円に

洛西エリア

みむろ

公演時間等はHPで要確認
https://www.gear.ac

中京区烏丸通御池下ル
虎屋町576
☎075-251-1111

ちりめん山椒75g

豆政 本店

〈予約制〉
「京町家で茶道体験」
（1時間） 4,500円を2,100円に
（中高生5名以上20名以下）

NHK京都放送局

中京区麩屋町通錦小路下ル
桝屋町502
☎075-253-1178

下京区四条通富小路角
☎075-221-2920
（代表）

ノンバーバルパフォーマンス
観覧者にグッズコーナーにてポストカード5枚セットをプレゼント
『ギア─GEAR─』
中京区三条通御幸町東南角
1928ビル3階
☎075-254-6520

野村佃煮 錦店

福寿園京都本店

お抹茶体験、
お干菓子作り体験のいずれかのコースをご利用の際、
無料でカラフル色彩お干菓子
（+200円）
に変更。

〈予約制〉
シルバー甲丸リング製作体験
（150分） 定員4〜40名
中高 5,000円を3,000円に
中京区押小路通麩屋町東入ル617
※小学生不可
☎075-223-4122
中京区高倉通二条上ル
天守町761
☎075-212-9993

売店にて1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

（但し、
体験プランは除く）
中京区麩屋町六角上ル白壁町448 本店のみ 全商品5％割引
☎075-221-1341

※学校・学級単位での団体ご予約も可

工芸工房 鎚舞
ワックジャパン

中京区柳馬場六角下ル
☎075-231-5003

洛北エリア

下京区万寿寺町135
ベルク烏丸2Ｆ
☎080-9307-1873

鈴木松風堂 紙の和雑貨

プレゼント

白竹堂

京都着物レンタル 夢館 〈予約制〉着物レンタル 3,500円を2,500円に（着付けに必要なものすべて込）
下京区万寿寺町128
☎075-354-8515

中京区三条通河原町西入ル
☎075-256-2121

洛東エリア

下京区五条通高倉西入
万寿寺町150
☎075-341-7711

井筒八ッ橋本舗 三条店 お買い上の方に「不思議な八ッ橋ものがたり」
「花名刺」
「八ッ橋」
を

洛中エリア

京都木村家宝飾細工本店
「水と油」
叶結び体験 3,300円を1,650円に
（税込）

お土産・伝統工芸

下京区富小路通松原下ル
本上神明町446番地
☎075-351-7489

市内中心部

工房・体験施設

市内中心部

京扇子 とくの

中京区河原町通四条上ル東側 1袋をプレゼント
☎075-221-2318
2階喫茶室の飲食代を5％割引

名代とんかつ かつくら
三条本店

中京区河原町通三条西入ル
☎075-212-3581

がんこ高瀬川二条苑

中京区木屋町通二条下ル
東生州町484-6
☎075-223-3456

飲食及び物販において、
代金の10％割引
下記の店舗でも同様の優待あり
四条東洞院店 中京区東洞院通四条上ル
四条寺町 中京区寺町通四条上ル
伏見桃山店 伏見区新町5丁目493池本ビル1F
京都駅ビル店 下京区烏丸通塩小路下ル京都駅ビルThe Cube 11F

☎075-221-4191
☎075-221-5261
☎075-604-1241
☎075-365-8666

飲食の有無にかかわらず、
粗品をプレゼント。
山縣有朋氏の別邸「第二無鄰菴」高瀬川源流庭苑に入苑

無料
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堺萬

中京区二条室町西入ル
大恩寺町248-2
☎075-231-3758

〈予約制〉
修学旅行生向特別メニュー 中高1,500円、
小1,000円
（6月〜9月を除く）

市内中心部

新京極土産品商組合加盟の8店の優待
新京極商店街
（新京極土産品商組合） 1,000円以上お買い上げの方に記念品をプレゼント

八ッ橋
（＊本家八ッ橋西尾 ＊井筒八ッ橋本舗）
みやげ品
（＊京一屋 ＊京のふるさと ＊辨天堂東店 ＊越後屋
＊後藤清高堂 ＊京都メモリー）

宿泊

中京区新京極通六角下ル
桜之町440辨天堂内
☎075-221-1322

サー・
トーマス・リプトン・ 飲食及び物販において、代金の10％割引
ティーハウス 三条本店 下記の店舗でも同様の優待あり
ティーハウス店
ポルタ店

木戸孝允旧跡
お宿いしちょう

レストラン「クリスタル」
でお食事の方に、
オリジナルの匂い袋をプレゼント

中京区河原町竹屋町東入ル
☎075-222-1101

中京区四条寺町角
☎255-3551
下京区烏丸通塩小路下ル ☎343-3901

スイーツパラダイス
四条河原町店

コープイン京都
レストラン パティオ

大黒屋

大和学園 京都ホテル観光〈予約制〉ホテル・観光・ブライダル分野の学校見学（約30分）
オリジナルグッズ プレゼント
ブライダル専門学校

〈予約制〉
（前日までのご予約で）
ハーゲンダッツイルジェラート食べ放題
（税込170円）
の
中京区河原町通四条上ル米屋町
追加が無料
392 コトクロス阪急河原町6階
〈予約なしの場合〉
スイパラ オリジナルグッズ プレゼント
☎075-212-2234

廬山寺

上京区寺町通広小路上ル
☎075-231-0355

中京区車屋町二条下ル
☎075-231-3446

500円を400円に
400円を300円に

オリジナルグッズをプレゼント

中高 400円を300円に
※開館日要確認

京菓子資料館

上京区烏丸通上立売上ル
柳図子町331-2
☎075-432-3101

お食事の方、
くろちく和雑貨プレゼント

相国寺 承天閣美術館

購入されたお箸の名前入れ 440円を無料で
（所要時間10〜15分）

ハリス理化学館
同志社ギャラリー

箸ギャラリー門

中京区新京極通三条下ル
桜之町406-3
☎075-252-1284

上京区河原町今出川
南一筋目東入ル
☎075-256-0637

高
小中

近隣エリア

中京区新町通錦上ル百足屋町381
☎075-256-7039

食事の方、
ソフトドリンク無料
（飲み放題）

北村美術館
美術館・博物館

京・おばんざい懐石
百足屋本店

左京区下鴨宮河町58-2
☎075-366-4321

お食事の方に、
そば餅１ケプレゼント

都野菜 賀茂
（四条本店、
河原町店、水族館前店）
下京区綾小路東洞院東入ル
扇酒屋町276
☎075-351-2732

旧三井家下鴨別邸

1. 菅原道真公の絵ハガキ一部授与
2. 神社の縁起を説明

洛南エリア

ソフトドリンク１杯無料
下記の店舗でも同様の優待あり
百万遍店 左京区吉田泉殿町4-9

☎075-606-5129
中京区錦小路高倉西入ル
西魚屋町607FORM四条烏丸201 本店 https://nikubaru-showsdining.com
☎075-256-7707
百万遍店 https://showshyakumanben.owst.jp/

本家 尾張屋

菅原院天満宮

上京区烏丸通下立売下ル
堀松町408
☎075-211-4769

※最大収容人数50名

大炊殿特別拝観 高500円を400円に
小中
（無料）
にはポストカード1枚進呈
＊略記
（パンフレット）
の授与
〈予約制〉
神社の説明
（20分）
事前学習のうえ、
学校から要依頼
タクシー駐車料金無料

洛西エリア

中京区富小路通姉小路下ル
☎075-241-1818

左京区下鴨泉川町59
☎075-781-0010

洛北エリア

とんかつ・季節料理 とん漫 〈予約制〉修学旅行生特別献立 かつ丼セット 1,000円

下鴨神社
寺院・神社

（特価商品など一部除外品あり）
中京区三条通室町西入衣棚町45 店頭価格より全品10％引き
☎075-221-0528

洛東エリア

※予約は、
フリーダイヤル・HPで
中京区河原町三条上ル（京都市役所前）
https://www.kyoto-carriere.ac.jp
☎0120-071219

お食事の方に、
ダッタンそば茶
（50g）
をプレゼント

株式会社ちきりや

肉バルshow's dining
本店

修学旅行生サービス お食事の方 ドリンクバーを無料に
地下駐車場が空いていれば、
駐車料無料サービス
中京区柳馬場通蛸薬師上ル 〈予約制〉
☎075-256-6600

京 都 御 所・下 鴨

中京区木屋町蛸薬師上ル
南車屋町281番地
☎075-221-2818
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中京区寺町通三条東入ル
☎075-221-3691

洛中エリア

食・グルメ・ショッピング

市内中心部

京料理

上京区今出川通烏丸東入
☎075-241-0423

上京区今出川通烏丸東入
☎075-251-2716

呈茶席

中高
小

700円を600円に

300円を200円に
200円を100円に

〈予約制〉
20名以上で見学予約の場合、
案内可
（要相談）
（入館無料）
※閉館日要確認
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善想寺

〈予約制〉
住職による文化財の歴史説明と法話
500円を100円に
善想寺パンフレット授与
http://zensoji.or.jp/

宝鏡寺

高
600円を540円に
上京区寺之内通堀川東入百々町547 小中 300円を270円に
※公開日要確認
☎075-451-1550
中京区坊城通仏光寺上ル
☎075-841-3381

中高
上京区堀川通寺ノ内東入北側 小
☎075-414-0808
上京区寺之内通大宮東入ル
妙蓮寺前町875
☎075-451-3527

京都絞り工芸館

上京区竪門前町414
☎075-451-9231
中京区夷川通堀川東入
西夷川町557-1
☎075-221-6062

京友禅体験工房
丸益西村屋

〈予約制〉
特別説明案内
（10分程度）

上京区御前通一条上ル
東竪町110
☎075-288-3344

中京区小川通御池上ル壺屋町446
☎075-211-3273

山田松香木店

500円を300円に

上京区室町通下立売上ル
☎075-441-1123

鶴屋𠮷信

〈予約制〉
僧侶との対話、仏教についての解説、展示物に関する解説。
さら
に、事前に送付したアンケートへの回答やコミュニケーション。
オリジナルグッズのプレゼント

上京区今出川通堀川西入ル
☎075-441-0105

京ゆば処 静家 二条城店

ち ゃ ど う し りょう か ん

上京区大宮通一条上ル
☎075-432-6701

樂美術館

上京区油小路通一条下ル
☎075-414-0304

織成舘

点心
（和食の食べ方付） 3,000円を10％割引

〈予約制〉
団体の方に制作ビデオ上映

小中高 350円を300円に
上京区浄福寺通上立売上ル 〈予約制〉
京・町家の博物館での手織工房見学と施設の説明、
大黒町693
展示品の解説など
☎075-431-0020
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中京区堀川御池西入ル
☎075-813-1517

江戸時代の蒔絵作品の説明

工房併設の和雑貨ショップでのお買物10％割引

〈予約制〉
匂袋作り体験 又は 煉香作り体験
小中高 2,000円を1,500円に
お茶席利用あるいは商品購入で、
あぶらとり紙をプレゼント

修学旅行生限定メニュー 1,300円

上七軒くろすけ

上京区今出川通七本松
西入ル真盛町699
☎075-466-4889

近隣エリア

国登録有形文化財
〈予約制〉
町家見学と京都のしきたりを学ぶ 2,000円を10％割引
京都市重要景観建造物
着物
（正絹）
体験
（カルチャー付） 4,000円を10％割引
西陣くらしの美術館冨田屋
お茶席（文化財）体験（カルチャー付） 3,000円を10％割引

食・グルメ・ショッピング

通常展は中高 300円を250円に
特別展は中高 350円を300円に
上京区堀川通寺之内上ル寺之内
竪町682番地 裏千家センター内 入館者には和菓子とお抹茶一服を差し上げています
※開館日時・詳細等は、
電話、
HPで要確認
☎075-431-6474

茶道資料館

〈予約制〉
西陣織の職人との対話や解説
〈予約制〉
手織り体験 1,870円を1,683円に

洛南エリア

京都佛立ミュージアム

小中高

1,800円を20％割引

蒔絵 梅仙

高
500円を450円に
小中 300円を250円に
幸野楳溪（豊一）
氏、四季の襖絵並びに十六羅漢石庭見学
（説明付）

京都清宗根付館

中京区壬生賀陽御所町
46番1号
☎075-802-7000

小中高

洛西エリア

美術館・博物館

中京区式阿弥町127
☎075-221-4252

西陣織会館

あられ焼き体験

洛北エリア

妙蓮寺

ミニ染織講演、
染織三択クイズなど開催可
（無料）
上京区浄福寺通上立売上ル 〈予約制〉
〈予約制〉
京友禅染実演・製作体験
（開催日限定・材料費有料）
大黒町709
☎075-241-0215

上京区寺之内通浄福寺東角
☎075-417-6670

500円を300円に
無料

〈予約制〉
ぬか漬けの作り方説明とぬか漬け体験 2,000円
「漬もの食べ比べ」 人気商品や季節の漬ものの食べ比べ
※1週間前までに要予約 ※定員1〜30人

ギャラリー紫織庵

上技物あられ処
京西陣 菓匠 宗禅

有料公開場所の入場者にオリジナル新選組カードをプレゼント

大本山 妙顯寺

下京区大宮通五条上ル
上五条町394
☎075-841-0131

洛東エリア

壬生寺

川勝總本家 本店

洛中エリア

中京区六角通大宮西入三条
大宮町240
☎075-841-1658

由緒記 金運上昇祈願札「百千宝」
（ももちのたから）
を1部授与
（於：授与所）

工房・体験施設

上京区堀川通一条上ル
☎075-441-6460

二条 城・西 陣

寺院・神社

二条 城・西 陣

晴明神社

お食事の方、
くろちく和雑貨プレゼント

元離宮二条城 京都市 ・物販コーナー
京都市観光協会直営店でみやげ品1,000円以上お買上げの方に
観光協会 売店
中京区二条通堀川西入
☎075-811-0128

記念品をプレゼント
・イートインコーナー
ソフトクリーム
（バニラ・抹茶・ほうじ茶）
350円～500円を10％割引
※入城料が必要

ホテル ルビノ京都堀川

上京区東堀川通下長者町3-7 日替りランチを10%割引
☎075-432-6161
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高台寺

東山区高台寺下河原町
☎075-561-9966

圓徳院

東山区高台寺下河原町
☎075-525-0101
東山区清水1丁目317
☎075-541-2097

知恩院

高

東山区林下町400番地
☎075-531-2140

東山区祇園町
☎075-561-6155

400円を350円に
400円を300円に
200円 （小学生は保護者同伴時のみ無料）

高
500円を450円に
小中 250円を230円に
（※その他、
特別公開中は金額変更あり）
〈予約制〉
寺の歴史、
平家物語と建礼門院など説明 20名以上
〈予約制〉
写経
（3種） 400円〜1,200円 5名以上
お抹茶お点前 1,500円を1,200円に 2名〜10名
「常磐新殿」喫茶室での飲食代を10％割引
八坂神社クイズに参加すると祇園祭絵はがきをプレゼント

小学生の方へ 線香進呈
東山区高台寺下河原町526-2
※拝観料が必要
☎075-561-2205
東山区松原通東大路西入
小松町595
☎075-561-4129
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半兵衛麸 お弁当箱博物館 〈予約制〉麩の歴史や製造についての説明。
東山区問屋町通五条下ル
上人町433
☎075-525-0008

庭園共通拝観料 500円を450円に
方丈庭園拝観料 400円を360円に
友禅苑拝観料
300円を270円に
※国宝御影堂修理工事のため、
（2020年春完成予定）
、
七不思議の一部のみ公開。
行事などにより急遽拝観休止あり
（詳細はHP参照）

霊山観音

六道珍皇寺

東山区高台寺下河原町530 〈予約制〉
展示品の解説
京・洛市「ねね」2階
※入場料が必要
（高台寺拝観が可能） 小は要引率
☎075-561-1414

〈予約制〉
堂内の拝観と法話
（説明） 5名程度以上のグループのみ
高 800円を700円に 中 600円を500円に
略縁起を1人1部進呈
特別拝観期間中は…
高 600円を500円に 中 400円を300円に

幕末維新ミュージアム
霊山歴史館
東山区清閑寺霊山町1
☎075-531-3773

江戸時代のお弁当箱の見学と説明。
粗品プレゼント
※10名以下の団体のみ

高
小中

500円を400円に
300円を200円に

高台寺一念坂 金網 つじ
東山区高台寺南門通下河原
東入桝屋町362
☎075-551-5500

ぎをん 錦

東山区祇園町北側347
富貴ビル１階
☎075-708-2111

体験された方は店内商品を10％割引

近隣エリア

八坂神社

高台寺掌美術館

工房・体験施設

東山区八坂鳥居前円山町
☎075-561-0589

入館またはSHOPでお買い上げの方
オリジナルポストカード1枚プレゼント

洛南エリア

長楽寺

東山区清水三丁目337-1
☎075-532-4270

洛西エリア

高
中
小

500円を400円に
300円を250円に

漢字ミュージアム
≪漢検 漢字博物館・図書館≫ 高

清水三年坂美術館

お守り
（開運こづち）
1人1体授与
※清水寺の拝観料が必要

東山区粟田口三条坊町
☎075-561-2345

高
小中

500円を400円に
東山区祇園町南側551番地 小中 300円を200円に
（京都市旧弥栄中学校跡地） https://www.kanjimuseum.kyoto/
☎075-757-8686

※拝観料が必要
小人は要引率

青蓮院門跡

東山区五条坂鐘鋳町569
☎075-561-3585

洛北エリア

地主神社

〈予約制〉
法話 30名以上に限る 有料
（お布施）
ホテル、旅館へも参ります
（30名以上 一人300円＋
交通費＋お布施）
※拝観料が必要
（高台寺掌美術館含む）
小人10人に対して1人要引率

河井寛次郎記念館

洛東エリア

高台寺

〈予約制〉
寺の歴史等の説明や事前送付された質問事項について、
日時調整の上、
それについての解説。
※拝観料が必要

中高 500円を450円に
400円を350円に
東山区五条通大和大路上ル東 小
☎075-561-6980
〈予約制〉
宝物館において寺の歴史と仏像等の説明
〈予約制〉
法話
（本堂において20分） 有料
（志納）

洛中エリア

東山区清水1丁目294
☎075-551-1234

六波羅蜜寺

美術館・博物館

寺院・神社

祇 園・清 水 寺

清水寺

祇 園・清 水 寺

洛東エリア

女性着物レンタル一式セット4,000円を1,900円に
（着付け・小物・肌着等すべて込）
男性着物レンタル一式セット5,000円を1,900円に
（着付け・小物・肌着等すべて込）
女性ヘアセット1,500円を900円に
http://gion-nishiki.com

きものレンタル 夢京都
高台寺店

1日着物レンタル
（着付け込） 小中高5,000円を2,900円に
下記の店舗でも同様の優待あり
・
夢京都
祇園店
☎075-561-9410
東山区桝屋町362-5ますや2Ｆ
・夢京都 嵐山店
☎075-871-2233
☎075-541-4630
・夢京都 清水寺店 ☎075-533-1111
・夢京都 渡月橋店 ☎075-354-6763
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1,100円
（税込）
を900円
（税込）
に

着物プラン 女性4,980円を2,980円に、
男性3,980円を2,980円に
下記店舗でも同様の優待あり
八坂の塔前店 京都市東山区八坂上町374
本店
京都市東山区五条橋東6丁目546-8
八坂神社店 京都市東山区祇園町301-1
清水東山店 京都市東山区辰巳町110-9

東山区下河原町476-2
☎075-746-2242

☎075-525-1420
☎075-532-1320
☎075-532-0510
☎075-533-8900

国産京ブランドの着物レンタルフルセット+ヘアセット込み
7,500円を4,000円に

洛西エリア

東山区祇園町北側323
祇園会館内
☎0570-550-100
（10：00〜19：00）

井筒八ッ橋本舗 祇園本店

体験料金 2,500円を2,200円
（税込）
に
（4名様以上）
下記店舗も同様の優待あり
茶道体験 和 なごみ 嵐山店 右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町26番地
☎075-432-8367 http://kyoto-nagomi-matcha.com
http://kyoto-nagomi-tea.com

井筒八ッ橋本舗 清水店
東山区清水3丁目
産寧坂下青龍苑内
☎075-531-2123

京煎堂 祇園本店

東山区四条通花見小路東入
祇園町南側565-1
☎075-541-1141

お買上の方に
「不思議な八ッ橋ものがたり」
「花名刺」
「八ッ橋」
を
プレゼント

近隣エリア

陶芸体験をされた方を対象に完成品送料1,100円引きに

お土産・伝統工芸

瑞光窯 京都清水店

東山区川端通四条上ル
☎075-531-2121

よしもと祇園花月売店で1,080円以上お買上げの方に、
祇園花月オリジナルステッカーをプレゼント

洛南エリア

2,500円を2,300円に

〈予約制〉
東山区三条通花見小路東入ル ①英語で鑑賞しよう
！
「伝統芸能剣舞」の公演
（約1時間）
(3丁目35番地7，
4）
4名以上60名以下で 3,000円を1,500円に （日本語解説可）
☎075-751-2033
②サムライを学ぶ剣舞体験・刀の扱い方や扇の見立て体験（約1時間）
4名以上20名以下で 4,000円を2,500円に
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レンタル着物岡本
祇園店

よしもと祇園花月

サムライ剣舞シアター

東山区枡屋町349-7
神田竹細工店2階
☎075-205-4538

店内商品10％割引

国産レンタル着物 和香菜
着物レンタル修学旅行生プラン 3,000円
※京小物をプレゼント

東山区松原町272
茶道体験
（抹茶・お菓子付）
小中高
（東大路通沿い知恩院新門近く）
http://teaceremonyen.com
☎080-3782-2706

茶道体験 和 なごみ
二年坂店

東山区清水2丁目254
☎075-561-3457

5,000円を3,500円に
（送料込み）

茶道体験 En

東山区八坂通下河原東入
八坂上町385-5
☎075-744-6644

〈予約制〉
絵付体験 1,900円を1,700円に
（送料別）
製作体験 3,900円を3,700円に
（送料別）
買物時商品20％割引

洛北エリア

東山区渋谷通東大路西408 〈予約制〉
清水焼製作体験
☎075-561-3552

東山区三町目35-7
☎075-771-7007

東山区五条坂
（バス停すぐ）
☎075-561-3979

東山区鷲尾町523
☎075-531-7890

清水焼窯元 西村菰軒

極 藤之嘉 KIWAMI
FUJINOKA

ふじひら陶芸

本格的有線七宝体験
（120分） 小中高 3,800円を3,000円に
フリット七宝体験
（60分）
小中高 2,500円を2,000円に
※体験者には七宝製品10％割引
（除外品あり）

洛東エリア

国産七味作り体験

東山区東大路通松原上ル
四丁目毘沙門町38
☎075-541-7555

森陶器館

京山城屋

東山区八坂塔上田町81-2
☎075-551-2500

京七宝 ヒロミ・アート
東山店 銀七宝体験

洛中エリア

女性着物レンタル 3,000円～5,000円を2,000円
		
または3,000円に
男性着物レンタル 4,000円を2,000円に
下記店舗でも同様の優待あり
清水店
東山区清水4丁目190-3
☎075-532-5222
京都駅前店 南区東九条西山王町31
☎075-693-7900
京都アバンティ6Ｆ
河原町店
下京区天満町456-25
☎075-341-2477
祇園新橋店 東山区元吉町51
☎075-532-0789
嵐山店
右京区嵯峨天龍寺造路町6-1 ☎075-873-0255

工房・体験施設

東山区金園町398
☎075-754-8644

祇 園・清 水 寺

工房・体験施設

祇 園・清 水 寺

京都着物レンタル京越
〈予約制〉
ホームページから要事前予約
祇園本店
中高生限定
学生証提示で最大2,000円割引

お買上の方に
「不思議な八ッ橋ものがたり」
「花名刺」
「八ッ橋」
を
プレゼント

1,080円以上、
喫茶を御利用もしくは商品お買上げの方に、
お菓子
（130円相当）
をプレゼント

本家八ツ橋西尾 清水店
東山区清水1丁目277
☎075-541-1677

お買上げの方に焼き八つ橋1袋を記念品としてプレゼント
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東山区四条南座前
☎075-525-0130

祇 園・清 水 寺

買物時に5％割引

東山区清水2丁目218-1
☎075-551-2422

清水順正 おかべ家

東山区高台寺北門前鷲尾町516 店内飲食代
☎075-561-6892

加美屋 祇園店

東山区祇園円山公園北側
☎075-541-0002

きなこ家

東山区八坂塔上田町81
☎075-551-2700

札幌かに家 京都店
三十六峰 清水

東山区清水2丁目211-4
☎075-531-4605
東山区高台寺下河原町530

〈予約制〉
京湯葉の出来るまで、
料理内容の説明
料理代金を5％割引

三十三間堂

東山区三十三間堂廻町657 〈予約制〉
堂内説明
☎075-561-0467

500円以上お買上げの方に、
“四葉クローバー”をプレゼント
品切れの際は粗品をプレゼント
下記、加盟店で買物代・飲食代を5％割引
（但し一部店舗によりご利
用になれない商品もあります）
＊京都洛齋
（京人形・和小物・かんざし）
＊和詩倶楽部
（オリジナル和紙工芸品、
ぽち袋、
扇子）
＊まほうや
（香水「ねね」
・ハンドメイドアクセサリー
（とんぼ玉・天然石他）
）
＊ＭＡＣＨＩＣＡ
（ハンドメイドアクセサリー）
＊オリジナルボックスかもがわ
（京にちなんだ本・ペット用和風首輪）
＊空空
（『かく小物』和紙・筆・手彫りのハンコ）
＊聖護院八ッ橋
（八ッ橋・つぶあん入り生八ッ橋等）
＊倒変木
＊はしっこ
（お箸の店）
＊高台寺羽柴
（京湯葉料理）
＊夢珈琲
（coffee ＆ cake）
＊東山八百伊高台寺店
（京のお漬物）
＊高台寺都路里
（甘味処・宇治茶）

※拝観料が必要

泉涌寺

東山区泉涌寺山内町27
☎075-561-1551

散花を授与
（しおりなどに利用可） ※拝観料が必要

智積院

中高 300円を250円に
東山区東大路七条下ル東瓦町964 小
200円を150円に
☎075-541-5361
※ただし、
特別拝観中を除く

東福寺

東山区本町15丁目778
☎075-561-0087
お食事をされた方にソフトドリンク1杯サービス

※拝観料が必要。

東福寺 勝林寺

東山区本町15-795
☎075-561-4311

〈予約制〉
座禅 20名以上
（重文 大禅堂）
高 700円 小中 500円
※拝観料が必要
〈予約制〉
坐禅体験 ※所要時間60分
（10名以上は不可）
高 800円を700円に
中 700円を600円に
小 600円を500円に
〈予約制〉
写経・写仏体験 （10名以上は不可）
小中高 1,500円を1,300円に
秋の特別拝観100円引き
http://shourin-ji.org/

近隣エリア

京・洛市「ねね」

店内全商品
（飲食・テイクアウト・お土産含む）
10％割引

絵ハガキ1枚進呈

洛南エリア

東山区祇園石段下南
☎075-541-1110

1,500円を1,300円に

東山区泉涌寺山内町36
☎075-541-3916

洛西エリア

京湯葉料理 高台寺 羽柴

東山区高台寺ねねの道
「京・洛市ねね」2Ｆ
☎075-531-0666

修学旅行特別メニュー 天ぷら御膳
その他通常メニューを10％割引

雲龍院

洛北エリア

祇園円山 かがり火

商品お買上げの方に、
あぶらとり紙
（5枚入）
をプレゼント

5％割引
（お土産品は除く）

洛東エリア

修学旅行特別メニュー ゆどうふコース 1,500円
修学旅行特別メニュー おぼろ抹茶饂飩セット
（冷製）
夏のみ 800円
おみやげ代10％割引
（一部除外有り）

寺院・神社

東山区清水寺門前2丁目
☎075-541-7111

一部商品を除き10％割引
（全員がご注文の場合）

洛匠

東山区清水3丁目334清水産 修学旅行生特別セット 1,000円
寧坂青龍苑内
☎075-532-0678

東山区祇園町北側270
やまおかビル B1F
☎075-561-8878
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麺蔵人 清水店

洛中エリア

有喜屋 清水吉晴庵

三十三間 堂・東 福 寺

食・グルメ・ショッピング

祇 園・清 水 寺

井澤屋

東福寺 天得院

東山区本町15丁目802
☎075-561-5239

豊国神社

特別拝観

100円引き

東山区大和大路正面茶屋町530 宝物館入館料
☎075-561-3802

高
小中

200円を160円に
100円を80円に

法住寺

写経／座禅体験
東山区三十三間堂廻り町655 〈予約制〉
各1,500円
（拝観料込、粗茶粗菓子付、
１時間〜１時間半）
☎075-561-4137
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東山区茶屋町527
☎075-525-2473

※少人数の場合は要相談

特別展観覧料

高
団体料金扱い
小中 無料
※展覧会により除外あり

銀閣寺

左京区聖護院中町15
☎075-771-1880

腕輪念珠・オリジナルブレスレット制作を体験された方は商品10％割引

百萬遍知恩寺

左京区田中門前町103
☎075-781-9171

〈予約制〉
舞妓変身
（写真3枚付）
15,000円を8,800円に、
（写真なし、
マイカメラ撮影可）
6,000円に
〈予約制〉
京都文化研修「舞妓」
プラン
（4名以上） １人3,000円
舞妓さんについて図解説明に加えモデルによる実演あり

南禅院

甘春堂 東店

京菓匠 七條甘春堂
本店

青窯会会館

東山区泉涌寺東林町20
☎075-531-5678

修学旅行生・和菓子体験教室
御干菓子小袋1つプレゼント

1,620円
（税込）

平安神宮

左京区岡崎西天王町97
☎075-761-0221

小中高 400円を350円に
（寺宝展期間は割引なし）
〈予約制〉
諸堂の説明
（30分）
（寺宝展期間は不可）

三門の拝観料

高
小中

高
400円を350円に
小中 300円を250円に
高
400円を350円に
小中 300円を250円に

400円を300円に
300円を200円に

神苑拝観料

高
中
小

600円を300円に
300円を200円に
300円を150円に

近隣エリア

消費税分割引

250円を150円に
150円を100円に

無鄰菴

左京区南禅寺草川町31
☎075-771-3909

美術館・博物館

哲学の道・岡崎
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方丈の拝観料

京都国立近代美術館

茶匠清水一芳園

左京区永観堂町48
☎075-761-0007

南禅寺

左京区南禅寺福地町
☎075-771-0744

〈予約制〉
手ひねり体験、
絵付体験をされた方
（2〜50名程度）
に、
10名以上で製作品送料サービス
箸置プレゼント

お寺の歴史、
諸堂、
大念珠について説明
（10分）
〈予約制〉
大念珠繰りと法話 30名以上志納
（1人300円程度）
参拝のしおり、
利剣名号御守を1人1部授与

高
小中

南禅寺 天授庵

和菓子体験教室 小中高 1,870円を1,760円に
茶房“且坐喫茶”にて軽食・喫茶 10％割引

東山区大和大路通七条下ル 体験または1,000円以上お買上げの方に、
「 花札かんざし」
または
辰巳町602
「粗品」
をプレゼント
☎0120-766-600
http://waraku.d-x-b.jp/

永観堂

600円を500円に（秋期特別公開時のみ）

左京区南禅寺福地町
☎075-771-0365

左京区南禅寺福地町
☎075-771-0365

京町屋 体験工房 和楽

東山区本瓦町665
☎075-202-7964

中高

洛南エリア

東山区大和大路通七条角
☎075-541-3771

300円を250円に
200円を150円に

洛西エリア

東山区川端正面東入ル
茶屋町511-1
☎075-561-1318

高
小中

洛北エリア

東山区七条通鞘町西入
日吉町228-3
☎075-532-1751

左京区南禅寺福地町
☎075-771-3511

洛東エリア

工房・体験施設

え・まーさ
舞妓変身スタジオ

金地院

春・秋の特別拝観をされた方に写真集
（500円相当）
を贈呈
※拝観料が必要

聖護院門跡

今井半念珠店

東山区大黒町通正面南入
☎075-561-0307

左京区銀閣寺町
☎075-771-5725

洛中エリア

京都国立博物館

中高 500円を400円に
小
300円を250円に
お寺の案内
（約30分）
〈予約制〉
法話 30名以上

寺院・神社

東山区三十三間堂廻町656
☎075-561-3887

哲学の道・岡崎

三十三間 堂・東 福 寺

養源院

左京区岡崎円勝寺町
☎075-761-4111

入場料

600円を500円に

コレクション展
（常設） 小中高 無料
企画展 団体料金扱い
（但し展覧会により除外あり）
受付にて絵はがき1枚プレゼント

京都市京セラ美術館
左京区岡崎円勝寺町124
☎075-771-4334

常設展につき、
団体料金による観覧可。
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左京区南禅寺下河原町61
☎075-751-0374

白沙村荘橋本関雪記念館
左京区浄土寺石橋町37
☎075-751-0446

中高

400円を300円に

〈予約制〉
展示品の解説案内
（人数要連絡）

引率者1名に限り無料

〈予約制〉
修学旅行生向け着物1日レンタル
（着付込）
3,000円
（税込）
ヘアーセット髪飾りレンタル付 1,200円
（税込）
＊宿泊先へ出張可能
（出張費無料）
茶道体験 1,500円
（税込）
本格茶道体験2,500円
（税込）
茶道＆舞妓体験 4,500円
（税込）
30名以上
その他文化体験の詳細はホームページをご覧ください。

工房・体験施設

左京区聖護院円頓美町17
ハンディクラフトセンター
西館3Ｆ
☎075-585-5671

京都ハンディクラフトセンター

左京区岡崎法勝寺町
☎075-771-0210

高 620円を520円に
京都市動物園のオリジナルグッズをプレゼント

岡崎公園駐車場において修学旅行生が乗車しているタクシー・ハイ
ヤーの駐車料金を 1日1回 600円を300円に

岩屋寺

高
中
小

山科区西野山桜ノ馬場町96
☎075-581-4052

勧修寺

山科区勧修寺仁王堂町
☎075-571-0048

隨心院

聖護院八ッ橋総本店

毘沙門堂

左京区南禅寺福地町
☎075-751-2121

左京区聖護院山王町6番地
☎075-752-1234

山科区小野御霊町35
☎075-571-0025

プレゼント

山科区安朱稲荷山町18
☎075-581-0328

全商品5％割引

神宮道商店街組合
〈予約制〉
春・秋開催の
『神宮道上がる下がる寄席』
を割引で鑑賞
（神宮道上ル下ル）
※予約は、
商店街ブログ
「上がる下がる日記」
から詳細を
事務局:左京区岡崎円勝寺町91
ご確認の上申し込み。会場は同町内の洛東教会
（博宝堂内）
京菓子司 平安殿（神宮道通三条上ル）の和菓子、茶房 1割引
☎075-771-9401

醐山料理 雨月茶屋
食・グルメ・ショッピング

食・グルメ・ショッピング

ゆどうふコース
3,000円を2,700円に
左京区南禅寺草川町60番地 おぼろとうふコース 3,000円を2,700円に
☎075-761-2311

伏見区総本山醍醐寺内
☎075-571-1321

総本山醍醐寺
三宝院売店

伏見区醍醐東大路町
☎075-571-0112

高
小中

400円を350円に
300円を250円に
300円を200円に

高
中

400円を320円に
200円を160円に

高
小中

500円を450円に
300円を250円に

近隣エリア

お土産・伝統工芸

井筒八ッ橋本舗 南禅寺
お買上の方に
「不思議な八ッ橋ものがたり」
「花名刺」
「八ッ橋」
を
観門亭売店

南禅寺 順正
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京都市都市整備公社

洛南エリア

京都市動物園

〈予約制〉
茶道体験 1,500円
（約20〜25分、
3名より、
2日前まで
に要予約）
1階喫茶ご利用の方に“和紙の箸袋”プレゼント

寺院・神社

左京区岡崎円勝寺町140-5
☎075-751-8213

左京区岡崎東天王町51
1階 カフェ＆レストラン
「京わらべ」
ランチメニューすべて 10％割引
☎075-771-0470
（店舗直通）
☎075-361-7431

山科・醍醐

茶ろん 瑞庵

ホテル平安の森京都

洛西エリア

手作り体験教室に参加された方に、
ポストカードをプレゼント
左京区聖護院円頓美町17 〈予約制〉
www.kyotohandicraftcenter.com
☎
（代）
075-761-8001
体験受付窓口☎075-761-0142

洛北エリア

京ごころ

左京区岡崎西天王町97-2
☎075-752-1022

◎お買物優待
（※各店とも他の割引サービスとの併用不可）
・1,000円以上お買上げの方に井筒八ッ橋の八ッ橋10枚入
プレゼント /「京名物のれん会」
・お買上げの方に大安の京漬物小袋プレゼント /「京都銘店小路」
・1,000円
（税込）
以上お買上げの方にノベルティプレゼント /
「箸や万作 北斎グラフィック」
・扇子100円引き /「平安泉」
・お会計5％OFF /「幸運繚蘭」
・京娘もち肌どら焼きお買上げの方5％OFF
（べっぴんパルフェ除く）/「KYOTO BEAUTY」
・1,000円
（税込）
以上お買上げの方に抹茶プリン1個
プレゼント /「おのみやす本舗」
◎ご飲食優待
（※各店とも他の割引サービスとの併用不可）
・お会計50円引き /「Salon・de・KANBAYASHI」
・お会計10％OFF /「MUSUBE」
・お会計100円引き /「吟穣京うどん 京蔵」
・お会計5％OFF /「京生麩の店 愛麩」
・たこ焼き100円引き /「串家」
・イカ焼き50円引き orイカ焼きとドリンクご注文でドリンク50%引き /
IKAYAKI STAND
http://www.1022.kyoto

洛東エリア

中高 団体料金に
※展覧会により入館制限あり
〈予約制〉
茶道体験 2,500円
（税込）
を1,500円
（税込）
に
（4名以上）
＊対象は、
小学生高学年〜高校生

左京区岡崎最勝寺町6-3
☎075-752-5555

宿泊

細見美術館

京都・時代祭館
十二十二
（トニトニ）

洛中エリア

野村美術館

特別展

食・グルメ・ショッピング

東山区三条通北裏白川筋
東入堀池町388
☎075-752-3277

哲学の道・岡崎

美術館・博物館

哲学の道・岡崎

並河靖之七宝記念館

400円を360円に
300円を270円に

飲食代を10%割引
〈予約制〉
お抹茶作法
（抹茶と菓子付） 700円
（4名以上）

売店にて、
1,000円以上お買上げの方に記念品をプレゼント
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大徳寺龍源院

高
250円を200円に
小中 200円を150円に
〈予約制〉
方丈、
庭の説明
（30分）
15名以上

妙満寺

大谷大学博物館

高
北区上賀茂桜井町107-2地下1F 小中
☎075-707-1800

400円を300円に
300円を200円に

一般財団法人
古田織部美術館

左京区岩倉幡枝町322
☎075-721-3770

〈予約制〉
京焼作陶体験 4,000円を3,500円に
絵付け体験 3,500円を3,000円に
また送料
（学校一括送り）
をサービス
店内陶磁品20％割引

左京区鞍馬貴船町
☎075-741-2016

鞍馬寺

左京区鞍馬本町1074
☎075-741-2003

三千院

左京区大原来迎院町
☎075-744-2531

宝泉院

左京区大原勝林院町187
☎075-744-2409

1,000円を800円に

200円を150円に
400円を350円に

小中 400円を350円に
30名以上の団体に限り要予約

中高

200円を100円に

〈予約制〉
神社の由緒など説明
（15分）
参拝のしおりを1人1部授与
高 300円を200円に
霊宝殿の入館料 高 200円を150円に
小中 100円を50円に
〈予約制〉
寺の概略、
歴史、
牛若丸などについて説明
（20分）
〈予約制〉
写経 30名まで 500円
（90分）
〈予約制〉
法話と写経の指導 〜80名ぐらいまで
※拝観料が必要
拝観
（茶菓付）
中高 700円を630円に
小 600円を540円に
日本の音体験
（水琴窟他）
、
歴史を学ぶ
（血天井）
30名以上は要予約

近隣エリア

晋六陶芸館

貴船神社

寺院・神社

北区上賀茂本山
☎075-705-3001

神山天文台天体観望会
（無料）
：土曜日 ※団体の場合は要予約
天体観望会 18:00〜20:00
（10月〜12月）
19:00〜21:00
（3月〜9月）
夜間のため、
中学生以下の方については教員の方の要引率
〈予約制〉
神山天文台の体験学習
（無料）
：火〜金曜日開催
① 9:45〜荒木望遠鏡の見学ほか
②15:00〜荒木望遠鏡の見学ほか
③3月〜9月 18：30〜 10月〜2月 17：30〜
今晩の星空解説、天体観望
（雨天の場合は
「荒木望遠
鏡見学」
「宇宙の3D映像の上映」
に変更）
※③については夜間のため、中学生以下の方は、教員の
方の要引率
※定員
10〜60名
（30名以上の場合は、
2班に分かれます）
※要予約 2週間前まで
https://www.kyoto-su.ac.jp/observatory/

大 原・八瀬・比 叡 山

工房・体験施設

京都産業大学
神山天文台

左京区岩倉上蔵町100
☎075-781-7984

小中
高

20名～100名

洛南エリア

600円を500円に

岩倉具視幽棲旧宅

坐禅体験

洛西エリア

中高

左京区下鴨北園町1-72
☎075-791-3561

左京区一乗寺門口町27
☎075-781-2954
左京区一乗寺竹ノ内町42
☎075-781-5010

寺院・神社

京都ギリシアローマ美術館

小中高 企画展・特別展 無料
記念品をプレゼント
高校生を対象とした学内キャンパスの見学、模擬講義については、
高大連携推進室
（☎075-411-8350）
まで要連絡

詩仙堂 丈山寺
曼殊院

〈予約制〉
拝観説明が必要な場合
※拝観料が必要

鞍 馬・貴 船・花 背

美術館・博物館

北区小山上総町
☎075-411-8483

左京区一乗寺小谷町13
☎075-781-8025

洛北エリア

左京区岩倉幡枝町91
☎075-791-7171

圓光寺

大学キャンパス内12ヶ所の食堂をご利用可
北区上賀茂本山
10名以上利用の場合は要予約
☎075-705-1433（学生部直通） https://www.kyoto-su.ac.jp/campuslife/welfare/index.html

洛東エリア

〈予約制〉
説明15名以上
（15分） 抹茶500円
〈予約制〉
法話
（20分） 有料
（志納）
はがき、
手紙、
FAXにて予約
座禅体験あり
（1人 400円 要相談30名以上）

北区鷹峯北鷹峯町1
☎075-492-6775
FAX:075-492-1727

「しょうざん庭園」 500円を400円に

京都産業大学

寺院・神社

常照寺

北区紫野大徳寺町
☎075-491-7635
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国宝本殿特別参拝 500円を300円に
※略記
（パンフレット）
付き 所要30分 ※20名以上は要予約
※境内は自由参拝

北区衣笠鏡石町47
☎075-491-5101

洛中エリア

北区上賀茂本山
☎075-781-0011

しょうざんリゾート京都

一乗 寺・修 学 院

寺院・神社

上 賀 茂・北 山・大 徳 寺

上賀茂神社

上 賀 茂・北 山・大 徳 寺

洛北エリア

ガーデンミュージアム比叡 4/11～11/23
左京区修学院尺羅ヶ谷
四明ヶ嶽4
（比叡山頂）
☎075-707-7733

奥比叡ドライブウェイ
比叡山峰道レストラン

大津市坂本本町4220番地
☎077-578-2139

中高 1,200円を800円に
小
600円を500円に
11/24～12/6
中高 600円を400円に
小
300円を250円に

「比叡山峰道レストラン」
でお食事された方に
オリジナルグッズプレゼント
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北野天満宮

北区金閣寺町1
☎075-461-0013
右京区太秦蜂岡町
☎075-861-1461

千本釈迦堂

上京区今出川七本松上ル
☎075-461-5973
右京区花園妙心寺町59
☎075-463-1334

仁和寺

北区平野宮本町1番地
☎075-461-4450

妙心寺

妙心寺退蔵院

右京区花園妙心寺町35
☎075-463-2855

立命館大学
国際平和ミュージアム
北区等持院北町56-1
☎075-465-8151

小中高 各行事参加料の10％割引
〈予約制〉
精進料理体験教室 参加料3,500円を3,250円に

虎梅屋

北区衣笠馬場町43
☎075-462-4949
上京区紙屋川町825
☎075-406-0955

おみくじ 200円を100円に
http://www.hiranojinja.com
高 700円を630円に
中 400円を360円に
法堂
（雲龍図）
、
大庫裏の拝観と説明
高
600円を550円に
小中 300円を270円に
〈予約制〉
「瓢鮎図」
や庭園について説明
（30分・10名以上）
＊退蔵院駐車場 普通車に限り無料
入館料

団体料金に

中高 300円を250円に
小
200円を150円に
※但し、
特別展は除外
〈予約制〉
修学旅行等の団体バス・タクシーは大学のキャンパス内
駐車場 無料

＜予約制＞お弁当5％割引、
バイキングはドリンクバーサービス

記念品の提供

北野界わい創生会

団体料金を適用

キツネお面絵付けワークショップ
上京区中立売通六軒町西入 1,500円を1,400円に
小学生は1,000円を900円に
三軒町65
（会場：大将軍八神社）
☎090-9610-2012

大和学園 京都製菓製 〈予約制〉製菓・製菓分野の学校見学で
パン技術専門学校
オリジナルグッズ プレゼント

右京区太秦安井西沢町4番5 https://www.kyoto-seikagijyutsu.ac.jp
☎0120-593276

大和学園 京都調理師
〈予約制〉
調理分野の学校見学で
専門学校
オリジナルグッズ プレゼント
右京区太秦安井西沢町4番5 https://www.kyoto-chorishi.ac.jp
☎0120-593276

西明寺
寺院・神社

美術館・博物館
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北区平野上柳町26-3
☎075-463-0007

お食事処 錦鶴

高雄

京都府立 堂本印象美術館

1,000円以上お買上げの方に粗品プレゼント

右京区西院金槌町15-7
☎075-802-1515

近隣エリア

右京区花園妙心寺町1
☎075-464-2069

京つけもの もり
本社三条店

洛南エリア

平野神社

1,000円以上お買上げの方に粗品プレゼント

上京区社家長屋町672-3
☎075-467-3688

小中 400円を350円に
〈予約制〉
20名以上で案内
（日程、
要相談）

その他・サービス

右京区御室大内33
☎075-461-1155

護摩木を授与※拝観料が必要

京つけもの もり
北野上七軒店

洛西エリア

東林院

〈予約制〉
往復ハガキでの事前予約で、
質問に答えます。
※拝観料が必要

（2020年4月1日以降）
中高 1,400円を1,060円に
小
1,200円を900円に
タクシー駐車料金 1,000円を500円に

洛北エリア

廣隆寺

武将着付け体験
右京区太秦西蜂ヶ岡町13番地１ 小中 お手軽プラン6,000円を3,000円に
お手軽プラン以外は10％割引
☎075-882-7866
右京区太秦東蜂岡町10
☎075-864-7716

しおり3枚組を特別授与

＊ストラップなどの製作
（90分）
＊ご予約4名以上15名まで3週間前までにFAXで

高津商会

東映太秦映画村

お土産・伝統工芸

金閣寺

高
600円を550円に
小中 400円を350円に
※小中は引率は必要
〈予約制〉
梅宮の歴史とご利益ほか説明 20名以上

北区等持院南町
☎075-461-2773
FAX：075-464-6247

洛東エリア

上京区馬喰町
☎075-461-0005

庭園入園料

象嵌の館−川人ハンズ 〈予約制〉象嵌教室 中高 3,000円（税込）
（小学生は不可）

洛中エリア

右京区梅津フケノ川町
☎075-861-2730

工房・体験施設

寺院・神社

金 閣 寺・御 室・太 秦

梅宮大社

金 閣 寺・御 室・太 秦

洛西エリア

右京区梅ヶ畑槙尾町1
☎075-861-1770

神護寺

右京区梅ヶ畑高雄町5
☎075-861-1769

平岡八幡宮

右京区梅ヶ畑宮ノ口町23
☎075-871-2084

中高 400円を350円に
〈予約制〉
西明寺の歴史や仏像等の解説
（10分）
中高
小

600円を400円に
300円を200円に

花の天井特別拝観

中高

800円を600円に
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右京区北嵯峨北ノ段町3
☎075-871-1880

清凉寺

右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町
☎075-861-0343

小中高 400円を300円に
〈予約制〉
法話 40名まで5万円

40名以上1人1,000円

〈予約制〉
お寺の案内
（10〜20分）
七佛通戒偈の写経
（10分程度）
無料
修学旅行タクシーの駐車料金 無料
※拝観料が必要

時代や

右京区嵯峨天龍寺立石町1-38
☎075-865-1020

嵯峨嵐山文華館

右京区嵯峨天龍寺造路町
（京福嵐山駅前正面）
☎075-862-2121

嵐山 かづら野

入館の方に記念品をプレゼント
右京区嵯峨広沢西裏町5-26 （大型バス無料駐車可）
☎075-873-3115

工房・体験施設
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さ

が

ら でん

550円を300円に
250円を150円に

レンタサイクル 1日1,000円を800円に

お買い上の方に
「不思議な八ッ橋ものがたり」
「花名刺」
「八ッ橋」
を
プレゼント

500円以上お買い上げの方に、
“四葉クローバー”をプレゼント
品切れの際は粗品をプレゼント

嵐山 嵐丼

右京区嵯峨天龍寺造路町20-1
くろちく和雑貨プレゼント
（京福嵐山駅はんなりほっこり お食事の方、
スクエア内2F）
☎075-873-1881

1,620円
（税込）

の むら

嵯峩螺鈿・野村

右京区天龍寺造路町37の1
☎075-861-1656

高
小中

近隣エリア

中高 500円を400円に
http://www.sagano.or.jp

修学旅行生・和菓子体験教室
右京区嵯峨釈迦堂大門町1-1
干菓子小袋1つプレゼント
☎075-861-5488

右京区JR嵯峨嵐山駅前
☎075-881-4898

井筒八ッ橋本舗
嵐山駅店

500円を400円に
300円を250円に

佛教大学 宗教文化
ミュージアム
甘春堂 嵯峨野店

嵯峨野観光鉄道

食・グルメ・ショッピング

右京区嵯峨鳥居本佛餉田町
12番地
☎075-882-1421

嵐山モンキーパーク
いわたやま
西京区嵐山中尾下町61
☎075-872-0950

中高 600円を500円に
オルゴールの歴史や仕組みなどの話と実演
（30分）
www.orgel-hall.com/museum/001info.html

高
右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11
小中
☎075-882-1111

博物館・さがの人形の家

500円を450円に

遊覧船
（5名以上）
高 1,100円を900円に
中 1,100円を800円に
小 550円を500円に
ボート1隻
（3人乗り） 小中高 1,500円を1,000円に

洛南エリア

美術館・博物館

京都嵐山オルゴール
博物館

拝観料

右京区嵯峨天龍寺
芒ノ馬場町
☎075-861-0302

〈予約制〉
京焼製作体験 3,000円を2,000円に
（送料別途）
北山杉オリジナル時計作り体験。北山杉森のあかり作り
体験（当日持帰り） 3,500円を2,500円に

洛西エリア

右京区嵯峨二尊院門前
☎075-861-0687

嵐山通船
アクティビティ

二尊院

西京区嵐山樋ノ上町18-6
☎075-864-0652

店内商品 10％割引
お箸作り体験
研磨機
1,100円
（税込）
を10％割引
貝の研出し 1,320円
（税込）
を10％割引
ペイント
1,870円
（税込）
を10％割引

洛北エリア

しおりまたはポストカード1人1枚プレゼント
（特別拝観期間のみ）
右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36
※拝観料が必要
☎075-861-0091

〈予約制〉
象嵌ペンダント、
タイ止め、
ストラップ、
イヤホンジャック製作体験
1個3,000円を2,300円
（税込）
に、2個3,600円
（税込）
に
象嵌加工品10％割引
下記店舗も同様の優待あり
中嶋象嵌
（「昇龍苑」内2F）
右京区嵯峨天龍寺南隣
☎075-871-2610

洛東エリア

夢アトリエ

天龍寺塔頭 宝厳院

〈予約制〉
般若心経写経
（50分）
1,000円
写仏
（20分〜60分）
1,000円 ギャティ写経
（15分）
500円
記念品授与
※拝観料が必要

右京区嵯峨天龍寺
瀬戸川町10-3
☎075-871-2610

右京区嵯峨天龍寺門前
嵐山昇龍苑2F
☎075-873-0022

しおりまたはポストカード1人1枚プレゼント
（特別拝観期間のみ）
右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町65
※拝観料が必要
☎075-881-1232

右京区嵯峨大沢町4
☎075-871-0071

中嶋象嵌

嵐山昇龍苑
箸工房おおした

天龍寺塔頭 弘源寺

大覚寺

舞妓または新選組変身体験
右京区嵯峨天龍寺立石町4-10 中高 5,500円を5,000円に
＊写真1枚付き ＊自由撮影有り
☎075-201-7832

洛中エリア

直指庵

授与所前のおみくじ1回無料

工房・体験施設

右京区嵯峨朝日町
☎075-861-0039

嵯 峨・嵐 山

寺院・神社

嵯 峨・嵐 山

車折神社

螺鈿蒔絵体験ご参加の方に、
ポストカードプレゼント
右京区嵯峨釈迦堂大門町26 sagaraden.com
☎075-871-4353

泉仙 嵯峨野店

修学旅行生特別献立「京友膳」
を1,620円
（税込）
で提供
右京区嵯峨野鳥居本六反町11 他に全メニュー 10％割引
☎075-881-7016

京都オルゴール堂

西京区嵐山中尾下町54-3
☎075-366-3395

入館の方に記念品をプレゼント
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（税込）
を1,000円
（税込）
に
右京区嵯峨嵐山渡月橋北詰東 修学旅行限定メニュー 1,100円
☎075-871-0448

ゆどうふ 竹仙

〈予約制〉
修学旅行生特別メニュー
「湯豆腐セット」
を2,300円（税込）
（7月〜8月は冷やし豆腐も選べます）

レストラン嵐山

京風イタリアンランチ 10％off
右京区嵯峨天龍寺造路町33 京のごちそうビュッフェ 10％off 2,000円→1,800円
〈予約制〉
京の彩壱丁湯豆腐膳 10％off 1,500円→1,350円
☎075-872-5111
西京区松室地家町31
☎075-381-3830

地蔵院

庭園拝観料
中高 400円を300円に
小
300円を200円に

大橋家庭園

伏見区深草開土町
☎075-641-1346

寺田屋

伏見区南浜町263
☎075-622-0243

清水焼の店 あかね屋

伏見区深草フケノ内町12-4
☎075-646-0200

伏見区竹田桶ノ井町18-20
☎075-644-0733

高
600円を500円に
小中 400円を300円に
参拝記念品を進呈
〈予約制〉
10名以上の予約で
「お参りの作法」や「ご由緒」
などを説明
パンフレットを授与
〈予約制〉
宝物館入館料 無料
〈予約制〉
神社の由緒について
（5分） 由緒書授与

〈予約制〉
長建寺と伏見の歴史の説明 高のみ20名以上 300円

〈予約制〉
法界寺の歴史と文化財等についての説明
※拝観料が必要
高
500円を450円に
小中 400円を350円に
〈予約制〉
庭園・水琴窟
（20分）
中高
小

300円を250円に
200円を150円に

〈予約制〉
清水焼上絵付け体験
扇子 2,700円を2,420円に
念珠・湯呑・マグカップ・ガラスコップ・狐面
2,000円を1,650円に
※4名以上で送料無料に
（同場所に限る）
店内の陶器 20％割引

近隣エリア

中村ローソク
絵付け体験工房

150円を130円に
100円を90円に

洛南エリア

Ｔシャツ
（各サイズ） 3,500円を3,000円に
http://www.roketsu.com

伏見区日野西大道町19
☎075-571-0024

工房・体験施設

ローケツ染
（45×45cm） 3,000円を2,500円に
ローケツ染・職人体験 やまもと〈予約制〉

法界寺

名所・旧跡

工房・体験施設

〈予約制〉
（前日までに）
（体験）
生八つ橋手づくり体験
1,230円を1,180円
（税込）
に
生八つ橋手づくり体験（お抹茶体験付） 1,540円を1,450円
（税込）
に
ねりきり細工3個づくり
1,510円を1,450円
（税込）
に
ねりきり細工4個づくり
1,760円を1,680円
（税込）
に
（食事）
洋食弁当
1,260円を1,200円
（税込）
に
あおい膳
1,230円を1,180円
（税込）
に
陶板豚焼肉膳 1,650円を1,600円
（税込）
に

右京区西京極西衣手町36番地 （体験）
☎075-313-2151
生八つ橋手づくり体験
1,230円を1,180円
（税込）
に
生八つ橋手づくり体験（お抹茶体験付） 1,540円を1,450円
（税込）
に
ねりきり細工3個づくり
1,510円を1,450円
（税込）
に
ねりきり細工4個づくり
1,760円を1,680円
（税込）
に
（食事）
洋食弁当
1,260円を1,200円
（税込）
に
あおい膳
1,230円を1,180円
（税込）
に
陶板豚焼肉膳 1,650円を1,600円
（税込）
に
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弁財天 長建寺

300円を200円に

八つ橋庵とししゅうやかた 〈予約制〉
（前日までに）

右京区西京極午塚町73
☎075-313-1871

伏見区深草鳥居崎町
☎075-641-1045

高
小中

洛西エリア

松尾大社

右京区西京極郡町8番地
☎075-316-0415

神苑拝観料

伏見区中島鳥羽離宮町7
☎075-623-0846

伏見区東柳町511
☎075-611-1039

西京区山田北ノ町23
☎075-381-3417

八つ橋庵かけはし

城南宮

藤森神社

パンフレット進呈

小中高

西京区嵐山宮町3
☎075-871-5016

庭園入園料

伏見区御香宮門前町
☎075-611-0559

洛北エリア

寺院・神社

桂・大 原 野

鈴虫寺

御香宮神社

洛東エリア

右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46
☎075-882-3074

クリーム抹茶白玉ぜんざい 880円
（税込）
抹茶体験 抹茶を点てる
「季節の和菓子付」 1,180円
（税込）
<要予約> チョコレートサービス
http://www.huratto.shop-site.jp

洛中エリア

右京区嵯峨二尊院門前
往生院町14-2
☎075-882-9636

寺院・神社

嵯峨嵐山 甘味カフェふらっと 京の茶そば 980円（税込）
（お食事と甘味の店） 京のゆば茶そば 1,200円（税込）

伏見

食・グルメ・ショッピング

嵯 峨・嵐 山

洛南エリア

京都嵯峨料理 良弥

和ろうそく職人からのおすそ分け
（ハンドクリーム2ｇ）
をプレゼント

舞妓体験処・レンタル着物
〈予約制〉
修学旅行生向プラン
まいこざか
舞妓体験
5,500円
（ポストカード付）
伏見区深草稲荷御前町76
☎075-606-1534

レンタル着物 3,300円
（散策付）
		
※中高3名から受付
（身長140㎝以上）
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伏見区深草池ノ内町13
☎075-642-1601

萬福寺

宇治市五ケ庄三番割34
☎0774-32-3900

八幡市立 松花堂庭園・
美術館
八幡市八幡女郎花43番地-1
☎075-981-0010

加美屋 稲荷店

ホテル内おみやげコーナー 10％OFF
ホテル内レストラン
「カフェレストランラベンダー」飲食代10％OFF

興聖寺

光明寺

長岡京市粟生西条ノ内
26番地の1
☎075-955-0002

平等院

宇治市宇治蓮華116
☎0774-21-2861

〈予約制〉
坐禅体験 1,000円を700円に
写経体験 1,000円を700円に
（境内の案内説明あり）

4,100円を3,510円に

ビックスマイルラフティング
亀岡市篠町新畑田23
☎0771-29-5370

レンタルシューズ 300円を無料に

ラフティングの
リバーアドベンチャークラブ 〈予約制〉京都保津川半日ラフティング （中高のみ）
亀岡市篠町山本神田7-1
☎072-840-5644

参加料金

10％割引

近隣エリア
近隣エリア

宇治市宇治山田27-1
☎0774-21-2040

記念品の授与

保津川下り 中高

洛南エリア

八幡市八幡高坊30番地
☎075-981-3001

亀岡市保津町下中島2
☎0771-22-5846

洛西エリア

寺院・神社

京都市外

石清水八幡宮

保津川下り

洛北エリア

伏見区深草西浦町4-59
☎075-647-0606

全商品を8％割引

近隣エリア
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宇治市槇島町中川原172-4 〈予約制〉
抹茶工場見学 （2〜40名まで） 中小 無料に
☎0774-20-0909
※茶室見学や抹茶の点て方体験あり。買物割引あり。

アクティビティ

宿泊

アーバンホテル京都

団体料金適用

丸久小山園 槇島工場

七味唐がらし本舗おくむら
伏見区深草稲荷中ノ町47
☎075-641-2293

美術館入館料

洛東エリア

食・グルメ・ショッピング

伏見区深草稲荷御前町78-3 商品お買い上げの方に、
あぶらとり紙
（5枚入）
をプレゼント
☎0120-026-669

高 500円を300円に
中 300円を250円に
小 300円を200円に
〈予約制〉
僧侶による境内のご案内

洛中エリア

中高 200円を100円に
小
100円を 50円に
プラネタリウム観覧料
中高 200円を100円に
小
100円を 50円に
（プラネタリウム観覧には入場料が必要）
※プラネタリウムリニューアル工事のため、令和元年12月2日
（月）
から投影を休止しています
（令和2年7月オープン予定）
。

京都市外

アクティビティ

伏見

京都市青少年科学センター 科学センター入場料

期間：紅葉シーズン中
（要問合せ）
高 500円を400円に

平等院ミュージアム
「鳳翔館」
と庭園の拝観料
中高 400円を300円に
小
300円を200円に
※平等院鳳凰堂内部は別途拝観料必要
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