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京都鉄道博物館
下京区観喜寺町
☎0570-080-462

ノベルティ(クリアファイル)プレゼント
※ノベルティ内容は予告なく変更となる可能性がある
https://www.kyotorailwaymuseum.jp/

龍谷ミュージアム
下京区堀川通正面下ル
（西本願寺前）
☎075-351-2500

入場料を団体料金適用
https://museum.ryukoku.ac.jp/

着物レンタルVASARA
京都駅前店
下京区東塩小路町719番地
SKビル6F
☎03-5577-5882
（全店共通コールセンター）

着物レンタルスタンダードプラン　4,378円を3,278円に
浴衣レンタルスタンダードプラン　4,730円を3,630円に
https://vasara-h.co.jp/

京菓匠 七條甘春堂
京都タワー店
下京区烏丸通七条下ル
東塩小路町721-1　
京都タワー2階
☎075-371-0801

和菓子体験教室（和菓子作りと抹茶体験）
小中高　1,980円を1,870円に
http://www.7jyo-kansyundo.co.jp/

京扇堂
下京区東洞院通正面上ル	
筒金町46
☎075-371-4151

扇子絵付体験　2,300円を2,185円に

京の食文化ミュージアム・
あじわい館
下京区中堂寺南町１３０
京都青果センター3階
☎075-321-8680

京都まるごとお土産販売コーナー10％割引

市比賣神社
下京区河原町五条下ル
一筋目西
☎075-361-2775

〈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

東寺
南区九条町1
☎075-691-3325

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
		　　　　　　　　　　小中　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

東本願寺（真宗本廟）
下京区烏丸通七条上ル
☎	075-354-3440	
（月〜金	9：00〜17：00）	
（	問合わせ窓口：	
真宗大谷派青少幼年センタ－）

[	①②③④についての問合わせ]	
本廟部参拝接待所
☎	075-371-9210	
（年中無休	9：00〜17：00）

①	スタンプラリー（無料）（所要約30分）	
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
②	朝のお勤め（参拝自由）	
毎朝7時阿弥陀堂でお勤め、引き続き御影堂でお勤めと法話

③	国指定名勝	「渉成園（枳殻邸）」	
庭園維持寄付金　中高生　250円以上	
見学者に東本願寺キャラクターグッズをプレゼント

④	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://www.higashihonganji.or.jp	
http://www.higashihonganji.or.jp/oyc/

長谷川歴史・文化・
交流の家
南区東九条東札辻町5
☎075-606-1956

〈予約制〉特別説明案内
中高　600円を300円に
小　　300円を200円に

http://hasegawake.net/
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美好園茶舗
下京区油小路通花屋町下ル
仏具屋町235
☎075-371-1013

〈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

京都水族館
下京区観喜寺町35-1
（梅小路公園内）
☎075-354-3130

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
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html

京都タワー
下京区烏丸通七条下ル
東塩小路町721-1
☎075-361-3215

高　　650円を600円に
小中　550円を500円に
https://www.kyoto-tower.jp/

スカイホップバス京都
☎075-744-0973

・	優待価格	
（4月〜11月）	当日券	 大人運賃の			300円割引	

24時間券	 大人運賃の			500円割引
	（12月〜3月）	当日券	 大人運賃の			500円割引	

24時間券	 大人運賃の1,000円割引
・【事前連絡】ご乗車の1〜2週間前迄にご連絡ください。（☎03-6261-1365）
・大人運賃及びチケット利用方、コース、時刻表等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
下京区大宮通木津屋橋下ル
上中之町18
☎075-341-7702

〈予約制〉１日のレンタサイクル料金を50％割引
学生証のご提示で保証金サービス

http://iwaicycle-kyoto.com/

京都ecoトリップ
南区東九条室町58
☎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 
ツアープロジェクト
下京区油小路通塩小路下ル
東油小路町552-13
☎075-354-3636

京都駅、京都駅八条口サイクルターミナルにてレンタサイクル代を10％割引
〈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
https://www.kctp.net/

レンタサイクル京都 
みやび屋
下京区上珠数屋町323
☎075-354-7060

全車種200円割引
https://k-miyabiya.jp/

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

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
AMACO	CAFÉ	 立誠ガーデンヒューリック京都１F	 ☎075-746-3123
酵房西利亰店	 京都駅２階南北自由通路西口改札前
京銘菓・名菜処　亰（みやこ）	 ☎075-344-0008
https://www.nishiri.co.jp/

福永念珠舗
下京区不明門通花屋町下ル
高槻町340
☎075-343-0541

〈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、店内お念珠10％割引（仏具、線香は除く）
　　　　※入店時はマスクの着用をお願いいたします。
https://www.juzz.net/
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がんこ京都駅ビル店
下京区烏丸塩小路下ル
京都駅ビル2階	
（京都劇場向い）
☎075-342-5995

お食事代より10％割引（1グループに有効）宴会は対象外
https://www.gankofood.co.jp/shop/detail/wa-kyotoeki

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

飲食代	10％割引
http://sushi-ichiba.or.jp/

ホテル京阪 
京都 グランデ
南区東九条西山王町31
☎075-671-8909

2階レストラン「オクターヴァ」にて、10％割引
https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/

京湯元 ハトヤ瑞鳳閣
下京区西洞院通塩小路角
☎075-361-1231

「ショップ京美山」での商品10％割引
https://www.kyoto-hatoya.jp/

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　

〈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

錦天満宮
中京区新京極四条上ル
中之町537
☎075-231-5732

神社の由緒を紙芝居ロボットにより説明（6分位）
護摩木と由緒書を授与

大西清右衛門美術館
中京区三条通新町西入	
釜座町
☎075-221-2881

入館料（呈茶付）	高　1,100円を1,000円に	
（小中　700円）

※開館日要確認
http://www.seiwemon-museum.com/

京都国際マンガミュージアム
中京区烏丸通御池上ル
☎075-254-7414

中高　400円を320円に
小　　200円を160円に
https://www.kyotomm.jp/

京都市学校歴史博物館
下京区御幸町通仏光寺下ル
橘町437
☎075-344-1305

小中高　観覧料を2割引
http://kyo-gakurehaku.jp

京都伝統工芸館
中京区烏丸三条上ル
☎075-229-1010

小中高　100円を無料に
http://www.dentoukougei.com/

京都文化博物館
中京区三条高倉上ル
☎075-222-0888

特別展は団体料金に割引
（但し、特別展により対象外あり）
https://www.bunpaku.or.jp/

京都万華鏡
ミュージアム
中京区姉小路東洞院東入
曇華院前町706-3
☎075-254-7902

高　　300円を250円に
小中　200円を150円に
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
http://k-kaleido.org/

寺院・神社

美術館・博物館

食・グルメ・ショッピング

その他サービス

>>>　市内中心部洛 中 エ リ ア >>>　京都駅周辺
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島津製作所 創業記念
資料館
中京区木屋町通二条南
☎075-255-0980

中高　入館料　200円を160円に
https://www.shimadzu.co.jp/visionary/memorial-hall/

西陣織あさぎ美術館
下京区二帖半敷町661
ツカキスクエア7階
☎075-353-5746

入館料を小・中学生は無料、高校生は400円を300円に
事前申込により、館内の解説案内あり
https://asagi-museum.jp/

井筒八ッ橋本舗 
京極一番街
─南錦小路─
中京区寺町通錦下ル
☎075-255-2121

お買上げの方に「不思議な八ッ橋ものがたり」「花名刺」「八ッ橋」を
プレゼント
https://www.yatsuhashi.co.jp/

衣紋道　雅ゆき
中京区釜座通三条上ル
突抜町807
☎075-254-8883

＜平安装束体験＞	1名様以上　中高　予約制	
11,000円の袿袴・狩衣体が8,800円に。	
16,500円の十二単体験が14,850円に！	
※メイクなし、所要時間40分（自由撮影10分付き）

＜着物、ゆかた＞	4名様以上　中高　予約制	
ゆかたレッスン　　　　　2,200円（60分）	
着物、ゆかた体験（室内）　2,200円（30分）	
着物、ゆかたで散策　　　3,080円

https://www.miyabi-yuki.jp/

京からかみ体験工房　
唐丸
下京区高辻通柳馬場西入
泉正寺町460
☎075-361-1324

〈予約制〉からかみハガキ摺り体験コース
2,400円を2,200円に

https://karamaru.kyoto

京都サムライ忍者体験
ミュージアム
中京区東大文字町292
寺町詩の小路ビル
☎075-585-5410

侍と忍者の歴史ツアー＋手裏剣体験
1,500円（1〜9人）、900円（10人以上）
※10名様以上は要予約。100名様まで受入可能。
https://mai-ko.com/jp/samurai/

着物茶道体験
MAIKOYA
中京区海老屋町329
☎075-606-5303

茶道体験（抹茶と和菓子）
3,000円を2,500円（1〜9人）、900円（10人以上）に
歴史的風致形成建造物に指定された京町家で、茶庭も見学できます。
※要予約。70名様まで受入可能。
https://mai-ko.com/

きものレンタル 
京あるきproduce by
SAGANOKAN
中京区菊水鉾町582
☎075-213-7171

〈予約制〉ハイグレード着物プラン　4,390円を3,300円
20名以上の利用　　　　　		お一人2,700円
※着物マナーブック、観光マップ、乗り物案内を進呈

https://kyoaruki.saganokan.com/

京扇子 とくの
下京区富小路通松原下ル
本上神明町446
☎075-351-7489

扇子手描き体験された方に、お買物20％割引
※1週間前までに要予約
https://kyototokuno.com/

京都着物レンタル
花かんざし
下京区五条通高倉西入
万寿寺町150
☎075-341-7711

4,400円の着物を2,750円に
550円の帯飾りを無料に
団体割引（5名様以上5％割引、8名様以上10％割引）も併用可
https://www.kyoto-hanakanzashi.jp/

京都着物レンタル
夢館 五条店
下京区塩竈町353　	
豊彩ビル
☎075-354-8515

〈予約制〉	着物レンタル　3,850円を2,500円に	
（着付けに必要なものすべて込）
※学校・学級単位での団体ご予約も可

https://shugakuryoko.kyoto.travel/passport_detail/20038/

工房・体験施設

洛 中 エ リ ア >>>　市内中心部
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日本文化体験　庵an
下京区万寿寺町135
ベルク烏丸2階
☎080-9307-1873

練り切り和菓子作り体験ご参加の際、体験者1名につきお抹茶を含む
お好きなドリンク1杯無料でサービス
https://www.kyoto.nipponbunkan.com/

ワックジャパン
中京区高倉通二条上ル
天守町761
☎075-212-9993

各体験：2,500円/1名		
※材料費別途　	華道、書道：　　　　　　　　　　　　　　1,500円	

朱印帳、和綴じ、マスクケース、カードケース：1,100円　
マスク、名刺入：　　　　　　　　　　　　　	700円

※1グループにつき生徒様5名以上でのご予約をお願い致します。
https://wakjapan.com/jp/

ノンバーバルシアター
『ギア─GEAR─』
中京区三条通御幸町東南角
1928ビル3階
☎075-254-6520

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
公演時間等はHPで要確認
https://www.gear.ac	

THE GOOD DAY 
VELO BIKES ＆
COFFEE
中京区大阪材木町685-1
☎075-606-5345

レンタルサイクル	 　　　　	1,400円を1,300円に
コーヒー（ホット/アイス）	 450円を　			400円に
カフェオレ（ホット/アイス）		 550円を　			500円に
https://www.thegooddayvelo.com

J-Cycle
下京区中野之町192
☎075-341-3196

〈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

https://www.j-cycle.com/

野村佃煮 錦店
中京区麩屋町通錦小路下ル
桝屋町502
☎075-253-1178

ちりめん山椒75g　1,000円を900円に
http://www.nomuratsukudani.com/

白竹堂
中京区麩屋町六角上ル白壁町448
☎075-221-1341

本店のみ　全商品5％割引（但し、体験プランは除く）
https://www.hakuchikudo.co.jp/

福寿園京都本店
下京区四条通富小路角
☎050-3152-2901（代表）

お一人様	税込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
https://www.fukujuen.com/

豆政 本店
中京区夷川通柳馬場西入
6丁目264
☎075-211-5211

商品ご購入の方に記念品をプレゼント
https://www.mamemasa.co.jp/

京つけもの もり
錦市場店
中京区御幸町通錦小路角
☎075-222-0622

1,000円以上お買上げの方に粗品プレゼント
http://www.kyoto-mori.com/

柳櫻園茶舗
中京区二条通御幸町西入
丁子屋町690
☎075-231-3693

商品ご購入の方に記念品（オリジナル和ふきん・非売品）をプレゼント

京佃煮・京菓子 永楽屋
中京区河原町通四条上ル東側
☎075-221-2318

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」
1袋をプレゼント
2階喫茶室の飲食代を5％割引
https://www.eirakuya.co.jp/

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

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　　　☎075-221-4191
四条寺町　　　中京区寺町通四条上ル　　　　☎075-221-5261
伏見桃山店　　伏見区新町5丁目493池本ビル1階　☎075-604-1241
京都駅ビル店　	下京区烏丸通塩小路下ル	

京都駅ビルThe	Cube	11階　　☎075-365-8666
https://www.katsukura.jp/shops/sanjo/

アクティビティ

お土産・伝統工芸

レンタル

食・グルメ・ショッピング

洛 中 エ リ ア >>>　市内中心部
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本家 尾張屋
中京区車屋町二条下ル
☎075-231-3446

お食事の方に、そば餅1個プレゼント
https://honke-owariya.co.jp/

都野菜 賀茂　烏丸店
下京区綾小路東洞院東入ル扇
酒屋町276
☎075-351-2732

食事の方、ソフトドリンク無料（飲み放題）
下記店舗でも同様の優待あり
京都駅前店　下京区上之町439-1　☎075-361-2732
https://nasukamo.net/

京・おばんざい懐石
百足屋本店
中京区新町通錦上ル百足屋町381
☎075-256-7039

お食事の方、くろちく和雑貨プレゼント
https://mukadeya.gorp.jp/

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

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）
https://www.hashi-gallery-mon.jp/

サー・トーマス・
リプトン・ティーハウス 
三条本店
中京区寺町通三条東入ル
☎075-221-3691

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
ティーハウス店	 中京区四条寺町角	 　　　　	☎075-255-3551
ポルタ店	 　　　　	下京区烏丸通塩小路下ル	 ☎075-343-3901
https://www.lipton-teahouse.jp/

木戸孝允旧跡
お宿いしちょう
中京区河原町竹屋町東入ル
☎075-222-1101

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
http://ishicho.co.jp

大和学園 京都ホテル
観光ブライダル専門学校
中京区河原町三条上ル
（京都市役所前）
☎0120-071219

〈予約制〉	ホテル・観光・ブライダル分野の学校見学（約30分）	
※見学予約は、フリーダイヤル・HP・LINEから	
※ネットからも簡単に予約できます。

https://www.kyoto-carriere.ac.jp/contact/individual/
https://www.kyoto-carriere.ac.jp

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
https://www.gankofood.co.jp/shop/detail/ya-nijyoen/

京料理　堺萬
中京区二条室町西入ル
大恩寺町248-2
☎075-231-3758

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

くろちく本店　天正館
中京区百足屋町380
☎075-256-5000

1,000円以上お買上げの方に粗品をプレゼント
下記店舗も同様の優待あり
くろちくび和ん店　　　　　東山区清水３丁目340
くろちく青龍苑店　　　　　東山区清水3丁目334青龍苑内
くろちく嵐山店　　　　　　右京区嵯峨天龍寺造路町20-1スクエア内1階
くろちく祇園倭美坐店　　　東山区祇園町北側275京都祇園くろちくビル1階
くろちく文化博物館店　　　中京区高倉通三条上ル東片町623-1（博物館1階）
くろちく漢字ミュージアムショップ　　東山区祇園町南側551（ミュージアム1階）
https://www.kurochiku.co.jp/retail.php

新京極商店街
（新京極土産品商組合）
中京区新京極通六角下ル	
桜之町440辨天堂内
☎075-221-1322

新京極土産品商組合加盟の5店の優待
1,000円以上お買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（＊京のふるさと　＊辨天堂東店　＊後藤清高堂）
https://www.shinkyogoku.or.jp/

スイーツパラダイス
四条河原町店
中京区河原町通四条上ル米屋町
392	コトクロス阪急河原町6階
☎075-212-2234

〈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（170円）の
追加が無料

〈予約なしの場合〉スイパラ	オリジナルグッズ	プレゼント
https://www.sweets-paradise.jp/

株式会社ちきりや
中京区三条通室町西入衣棚町45
☎075-221-0528

店頭価格より全品10％引き（特価商品など一部除外品あり）
https://kyo-chikiriya.com/

とんかつ・季節料理
とん漫
中京区富小路通姉小路下ル
☎075-241-1818

〈予約制〉	修学旅行生特別献立	かつ丼セット	1,000円	
※最大収容人数50名

洛 中 エ リ ア >>>　市内中心部

その他サービス
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下鴨神社
左京区下鴨泉川町59
☎075-781-0010

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
https://www.shimogamo-jinja.or.jp/

菅原院天満宮
上京区烏丸通下立売下ル
堀松町408
☎075-211-4769

1.	菅原道真公の絵ハガキ1部授与
2.	神社の縁起を説明
https://sugawarain.jp/

廬山寺
上京区寺町通広小路上ル
☎075-231-0355

高　　500円を400円に
小中　400円を300円に
http://www7a.biglobe.ne.jp/~rozanji/

旧三井家下鴨別邸
左京区下鴨宮河町58-2
☎075-366-4321

入館の方にオリジナルグッズをプレゼント
https://ja.kyoto.travel/tourism/article/mitsuike/

北村美術館
上京区河原町今出川
南一筋目東入ル
☎075-256-0637

中高　400円を300円に
※開館日要確認	
https://www.kitamura-museum.com/

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

呈茶席　700円を600円に
https://kyogashi.co.jp/shiryoukan/#gsc.tab=0

相国寺 承天閣美術館
上京区今出川通烏丸東入
☎075-241-0423

カードを御提示の際にポストカード1枚プレゼント
https://www.shokoku-ji.jp/museum/

ハリス理化学館
同志社ギャラリー
上京区今出川通烏丸東入
☎075-251-2716

※入館無料
※閉館日要確認
※	新型コロナウイルス感染症感染対策の遵守をお願いしております。
詳しくはHPをご確認ください。

※	５名以上での見学希望の場合はハリス理化学館同志社ギャラリー
事務室（075-251-2716）まで事前に入館日時、人数の連絡をお願い
いたします。「入館時記入票」をお送りしますので、当日は各自記入済
のものをご持参ください。
※	20名を超える人数でのご見学については、グループ分けの上、時間
差での入場をご相談させて頂く場合がございます。

https://harris.doshisha.ac.jp/

照月
左京区下鴨上川原町24
☎075-791-4131

〈予約制〉修学旅行生特別メニュー（1,500円）を提供
https://shogetsu.kyoto/

寺院・神社

美術館・博物館

名所・旧跡

食・グルメ・ショッピング

洛 中 エ リ ア >>>　京都御所・下鴨
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晴明神社
上京区堀川通一条上ル
☎075-441-6460

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）
https://www.seimeijinja.jp/

善想寺
中京区六角通大宮西入三条大
宮町240
☎075-841-1658

〈予約制〉住職による文化財の歴史説明と法話　
高　　300円を250円に
小中　200円を150円に
善想寺パンフレット授与

http://zensoji.or.jp/

宝鏡寺
上京区寺之内通堀川東入百々町547
☎075-451-1550

高　　600円を540円に
小中　300円を270円に
※公開日要確認
http://hokyoji.net/

壬生寺
中京区坊城通仏光寺上ル
☎075-841-3381

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
http://www.mibudera.com/

大本山 妙顯寺
上京区妙顕寺前町514
☎075-414-0808

中高　500円を300円に
小　　無料
https://www.shikaishodo-myokenji.org/

妙蓮寺
上京区寺之内通大宮東入ル妙
蓮寺前町875
☎075-451-3527

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46-1
☎075-802-7000

小中高　500円を300円に
https://www.netsukekan.jp/

京都佛立ミュージアム
上京区御前通一条上ル
東竪町110
☎075-288-3344

〈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

http://www.hbsmuseum.jp/index.html

寺院・神社

洛 中 エ リ ア >>>　二条城・西陣
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上京区堀川通寺之内上ル寺之内
竪町682　裏千家センター内
☎075-431-6474

通常展は中高　300円を250円に
特別展は中高　350円を300円に
※呈茶席（抹茶・和菓子）：学生証提示により300円
※開館日時・詳細等は、電話、HPで要確認　
http://www.urasenke.or.jp/textc/gallery/index.html

国登録有形文化財
京都市重要景観建造物
西陣くらしの美術館冨田屋
上京区大宮通一条上ル
☎075-432-6701

〈予約制〉	町家見学と京都のくらしとSDGsを学ぶ	
2,200円を10％割引	
（ご希望であればSDGsのお話も致します。冨田屋は指導要領に載っています。）	
着物（正絹）体験（カルチャー付）　　　4,400円を10％割引	
お茶席（文化財）体験（カルチャー付）　3,300円を10％割引	
点心（和食の食べ方付）　　　　　　	3,300円を10％割引	
旅行社の割引と併用不可

http://www.tondaya.co.jp/

樂美術館
上京区油小路通一条下ル
☎075-414-0304

〈予約制〉	団体の方に制作ビデオ上映	
・10名以内のグループ	
・中学生以下は無料	
	但し、ガイド、引率の方は有料（学生以外は有料）

https://www.raku-yaki.or.jp/index.html

織成舘
上京区浄福寺通上立売上ル
大黒町693
☎075-431-0020

小中高　350円を300円に
〈予約制〉	京・町家の博物館での手織工房見学と施設の説明、	

展示品の解説など
https://orinasukan.com/

川勝總本家 本店
下京区大宮通五条上ル
上五条町394		
☎075-841-0131

〈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	
（社会状況により人数制限をする場合がある）

・	川勝總本家	下記の店にてお買上げのお客様に粗品プレゼント	
本店(五条大宮）、嵐山店、清水参道店、高台寺二年坂店
https://www.kawakatu.com/

美術館・博物館

工房・体験施設
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京都絞り工芸館
中京区式阿弥町127
☎075-221-4252

〈予約制〉特別説明案内（10分程度）
https://www.shibori.jp/

ギャラリー紫織庵
上京区浄福寺通上立売上ル	
大黒町709
☎075-241-0215

〈予約制〉ミニ染織講演、染織三択クイズなど開催可（無料）
〈予約制〉京友禅染実演・製作体験（開催日限定・材料費有料）
http://www.shiorian.com/

上技物あられ処
京西陣 菓匠 宗禅
上京区寺之内通浄福寺東角
☎075-417-6670

紅白亀甲餅焼き体験（ほうじ茶・スイーツ付）
小中高　1,155円→	880円
https://souzen.co.jp/

西陣織会館
上京区竪門前町414
☎075-451-9231

〈予約制〉手織り体験　1,870円を1,683円に
http://nishijin.or.jp/

京友禅体験工房
丸益西村屋
中京区小川通御池上ル壺屋町446
☎075-211-3273

工房併設の和雑貨ショップでのお買物10％割引
https://www.marumasu-nishimuraya.co.jp/

山田松香木店
上京区室町通下立売上ル
☎075-441-1123

〈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（体験料は現金払いのみ）

https://www.yamadamatsu.co.jp/

体験工房 雄彩
上京区田村備前町238-1
☎075-812-3373

組ひもキーホルダー作り　　　　　　	2,500円を2,250円に
パワーストーンと組ひものブレス作り　3,000円を2,700円に
※電話または公式HPからの予約に限る
※10人以上で出張可能
https://yusai.p-kit.com/

鶴屋𠮷信
上京区今出川通堀川西入ル
☎075-441-0105

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

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

お食事の方、くろちく和雑貨プレゼント
https://www.kurochiku.co.jp/kurosuke/

元離宮二条城
京都市観光協会 売店
中京区二条通堀川西入
☎075-811-0128

・	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	
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　350円〜500円を10％割引
※入城料が必要
https://ja.kyoto.travel/tourism/article/shop/

京ゆば処 静家
二条城店
中京区堀川御池西入ル
☎075-813-1517

修学旅行生限定メニュー	1,300円

ホテル
ルビノ京都堀川
上京区東堀川通下長者町3-7
☎075-432-6161

日替りランチを10%割引
https://www.rubino.gr.jp/

お土産・伝統工芸

食・グルメ・ショッピング

洛 中 エ リ ア >>>　二条城・西陣


