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清水寺
東山区清水1丁目294
☎075-551-1234

〈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

高台寺
東山区高台寺下河原町526
☎075-561-9966

〈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

青蓮院門跡
東山区粟田口三条坊町
☎075-561-2345

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

知恩院
東山区林下町400
☎075-531-2140

高　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
※	2020年に国宝御影堂が完成、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）

長楽寺
東山区八坂鳥居前円山町626
☎075-561-0589

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
http://www.age.ne.jp/x/chouraku/

八坂神社
東山区祇園町
☎075-561-6155

授与所にて一筆箋を無料で授与
（大国主社前）
http://www.yasaka-jinja.or.jp/

霊山観音
東山区高台寺下河原町526-2
☎075-561-2205

小学生の方へ　線香進呈
※拝観料が必要

六道珍皇寺
東山区松原通東大路西入
小松町595
☎075-561-4129

〈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	
高　600円を500円に	
中　400円を300円に　
http://www.rokudou.jp/

六波羅蜜寺
東山区五条通大和大路上ル東
☎075-561-6980

中高　500円を450円に
小　　400円を350円に
〈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）
https://www.rokuhara.or.jp/

河井寛次郎記念館
東山区五条坂鐘鋳町569
☎075-561-3585

高　　500円を400円に
小中　300円を250円に
http://www.kanjiro.jp/

漢字ミュージアム
≪漢検 漢字博物館・図書館≫
東山区祇園町南側551
（京都市旧弥栄中学校跡地）
☎075-757-8686

高　　500円を400円に
小中　300円を200円に
https://www.kanjimuseum.kyoto/

清水三年坂美術館
東山区清水三丁目337-1
☎075-532-4270

入館またはSHOPでお買上げの方
オリジナルポストカード1枚プレゼント
https://sannenzaka-museum.co.jp/

高台寺掌美術館
東山区高台寺下河原町530	
京・洛市「ねね」2階
☎075-561-1414

宝物絵はがきプレゼント（１人１枚）
※入場料が必要（高台寺拝観が可能）　　小は要引率
https://www.kodaiji.com/museum/

洛 東 エ リ ア >>>　祇園・清水寺

寺院・神社

美術館・博物館
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半兵衛麸 
お弁当箱博物館
東山区問屋町通五条下ル
上人町433
☎075-525-0008

〈予約制〉	麩の歴史や製造についての説明	
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

2022年3月〜8月頃は改装工事を予定しております。
開館に関する最新情報は事前にお電話にてご確認ください。
https://www.hanbey.co.jp/abouthanbey/museum/

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

高　　500円を400円に
小中　300円を200円に
https://www.ryozen-museum.or.jp/

ぎをん 錦
東山区祇園町北側347
富貴ビル１階
☎075-708-2111

女性着物レンタル一式セット　　4,180円を2,090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　　6,556円を2,090円に
（着付け・小物・肌着等すべて込）
女性ヘアセット　　　　　　　	 1,650円を			990円に
http://gion-nishiki.com

きものレンタル
夢京都 高台寺店
東山区桝屋町362-5ますや2階
☎075-541-4630

1日着物レンタル（着付け代込）　小中高4,900円を2,900円に
下記の店舗でも同様の優待あり
	・夢京都	嵐山店	　☎075-871-2233
	・夢京都	渡月橋店	☎075-354-6763
https://kyoto-kimonorental.com/

京都着物レンタル京越　
河原町店
下京区天満町456-25
☎075-341-2477

学生証または生徒手帳の提示で、ブランド帯が無料。（女性のみ）
※全プラン対応。ホームページから要予約。
下記店舗でも同様の優待あり
嵐山店　　　　右京区嵯峨天龍寺造路町6-1　☎075-873-0255
https://kyoetsu-gion.com/

京山城屋
東山区八坂塔上田町81-2
☎075-551-2500

国産七味作り体験　1,100円を900円に
https://www.kyo-yama.jp/

極 藤之嘉 KIWAMI 
FUJINOKA
東山区三町目35-7
☎075-771-7007

着物レンタル修学旅行生プラン　3,300円
※京小物をプレゼント
https://www.kiwami-fujinoka.com/

サムライ剣舞シアター
東山区三条通花見小路東入ル
（3丁目35-7）
☎075-751-2033

〈予約制〉
武士の所作を伝統芸能から学ぶ「剣舞の体験と鑑賞」（約1時間）
4名以上20名以下で　5,000円を2,500円に
https://www.samurai-kenbu.jp/kyoto/ja/

瑞光窯 京都清水店
東山区八坂通下河原東入
八坂上町385-5
☎075-744-6644

陶芸体験をされた方を対象に完成品送料1,100円引きに
https://www.taiken-kiyomizu.com/

茶道体験 和 なごみ 
二年坂店
東山区枡屋町349-7
神田竹細工店2階
☎075-205-4538

体験料金　2,500円を2,200円に（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
☎075-432-8367
http://kyoto-nagomi-tea.com

京七宝　ヒロミ・アート
東山店 銀七宝体験
東山区東大路通松原上ル
四丁目毘沙門町38
☎075-541-7555

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）
http://hiromi-art.jp/

工房・体験施設

洛 東 エ リ ア >>>　祇園・清水寺
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ふじひら陶芸
東山区五条坂（バス停すぐ）
☎075-561-3979

〈予約制〉	絵付体験　2,100円を2,000円に（送料別）	
製作体験　4,300円を4,000円に（送料別）	
買物時商品20％割引

http://www.fujihiratougei.co.jp/

森陶器館
東山区清水2丁目254
☎075-561-3457

店内商品10％割引
https://moritoukikan.jp/

レンタル着物岡本 
祇園店
東山区鷲尾町523
☎075-531-7890

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
本店　　　　　東山区五条橋東6丁目546-8	 ☎075-532-1320
八坂神社店　　東山区祇園町301-1	 ☎075-532-0510
清水東山店　　東山区辰巳町110-9	 ☎075-533-8900
清水寺店　　　東山区清水2丁目237-1-1	 ☎075-525-7115
京都駅西店　　	下京区朱雀堂ノ口町20-4	

ホテルエミオン内2F	 ☎075-950-0805
伏見稲荷店　　伏見区深草稲荷中之町45-1	 ☎075-634-8900
https://www.okamoto-kimono.com/

国産レンタル着物
和香菜
東山区祇園町北側323　1階
☎075-532-0707

全プランお会計より15％割引
https://www.instagram.com/kyoto_wakana7

よしもと祇園花月
東山区祇園町北側323
祇園会館内
☎0570-550-100
（10：00〜19：00）

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
http://www.yoshimoto.co.jp/gion/

井筒八ッ橋本舗
祇園本店
東山区川端通四条上ル
☎075-531-2121

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/

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

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/

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

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
https://kyosendo.com/index.html

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
https://www.8284.co.jp/

井澤屋
東山区四条南座前
☎075-525-0130

買物時に5％割引
https://www.izawaya.co.jp/

有喜屋 清水吉晴庵
東山区清水3丁目334
清水産寧坂青龍苑内
☎075-532-0678

修学旅行生特別セット　1,000円
https://www.ukiya.co.jp/shop/kiyomizu/

アクティビティ

お土産・伝統工芸

食・グルメ・ショッピング

洛 東 エ リ ア >>>　祇園・清水寺
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清水順正 おかべ家
東山区清水寺門前2丁目
☎075-541-7111

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）
https://www.okabeya.com/

加美屋 祇園店
東山区祇園町北側270	
やまおかビル	地下1階
☎075-561-8878

商品お買上げの方に、あぶらとり紙（5枚入）をプレゼント
https://www.kami-ya.jp

祇園円山 かがり火
東山区祇園円山公園北側
☎075-541-0002

修学旅行特別メニュー　天ぷら御膳　1,500円を1,300円に
その他通常メニューを10％割引
http://www.gion-kagaribi.com/

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」2階
☎075-531-0666

〈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

https://www.kodaiji-hashiba.co.jp/

札幌かに家 京都店
東山区祇園石段下南
☎075-541-1110

お食事をされた方にソフトドリンク1杯サービス
http://www.kani-ya.co.jp/kani/kyoto/

京都たいが堂
マリトッツォ専門店
京都市東山区南町415-6
☎075-525-5050

お好きなマリトッツォとジュース（Sサイズ）500円
https://kyoto-taigado.com/

雲龍院
東山区泉涌寺山内町36
☎075-541-3916

絵ハガキ1枚進呈　※拝観料が必要
https://www.unryuin.jp/

三十三間堂
東山区三十三間堂廻町657
☎075-561-0467

〈予約制〉堂内説明　※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
https://www.mitera.org/

智積院
東山区東大路七条下ル東瓦町964
☎075-541-5361

中高　300円を250円に
小　　200円を150円に
※但し、特別拝観中を除く
https://chisan.or.jp/

東福寺 勝林寺
東山区本町15-795
☎075-561-4311

〈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/

東福寺 天得院
東山区本町15丁目802
☎075-561-5239

特別拝観　100円引き

豊国神社
東山区大和大路正面茶屋町530
☎075-561-3802

宝物館入館料　高　　200円を160円に
　　　　　　　小中　100円を80円に
※但し、常設展のみ

>>>　三十三間堂・東福寺

寺院・神社

洛 東 エ リ ア >>>　祇園・清水寺
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法住寺
東山区三十三間堂廻り町655
☎075-561-4137

〈予約制〉	写経／座禅体験	
各1,500円（拝観料込、１時間〜１時間半）

養源院
東山区三十三間堂廻り町656
☎075-561-3887

中高　500円を400円に
小　　300円を250円に
お寺の案内（約20分）
〈予約制〉法話　30名以上　※少人数の場合は要相談

京都国立博物館
東山区茶屋町527
☎075-525-2473

特別展観覧料　	高　割引料金適用（展覧会毎に定める）	
小中　無料

※展覧会により除外あり
https://www.kyohaku.go.jp/jp/

今井半念珠店
東山区大黒町通正面南入
☎075-561-0307

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
http://imaihan-nenjyu.jp/

え・まーさ 
舞妓変身スタジオ
東山区日吉町228-3
☎075-532-1751

〈予約制〉	舞妓変身（写真3枚付）　　　　16,500円を8,800円に	
（写真なし、マイカメラ撮影可）　　　　　　	6,600円に

〈予約制〉	京都文化研修「舞妓」プラン（4名以上）　１人3,300円	
舞妓さんについて図解説明に加え1名モデルによる実演あり

https://www.emarsa.jp/maiko/

甘春堂 東店
東山区川端正面東入ル
茶屋町511-1
☎075-561-1318

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
https://www.kanshundo.co.jp/

京菓匠 七條甘春堂 
本店
東山区大和大路通七条角
☎075-541-3771

和菓子体験教室　小中高　1,980円を1,870円に
茶房“且坐喫茶”にて軽食・喫茶　10％割引
http://www.7jyo-kansyundo.co.jp/

青窯会会館
東山区泉涌寺東林町20
☎075-531-5678	

〈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

http://www.seiyoukai.com/

京町屋 体験工房 和楽
東山区大和大路通七条下ル
辰巳町602
☎0120-766-600　

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
「粗品」をプレゼント
http://waraku.d-x-b.jp/

茶匠清水一芳園
東山区本瓦町665
☎075-202-7964

和栗甘露煮又は小豆煮トッピングサービス
https://ippoen.co.jp/

美術館・博物館

工房・体験施設

食・グルメ・ショッピング

洛 東 エ リ ア >>>　三十三間堂・東福寺
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永観堂
左京区永観堂町48
☎075-761-0007

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）

銀閣寺
左京区銀閣寺町
☎075-771-5725

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
https://www.shokoku-ji.jp/ginkakuji/

金地院
左京区南禅寺福地町
☎075-771-3511

高　　300円を250円に
小中　200円を150円に

聖護院門跡
左京区聖護院中町15
☎075-771-1880

中高　600円を500円に	（秋期特別公開時のみ）
https://www.shogoin.or.jp/

百萬遍知恩寺
左京区田中門前町103
☎075-781-9171

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
http://chionji.jp/

南禅院
左京区南禅寺福地町
☎075-771-0365

高　　350円を250円に
小中　250円を200円に

南禅寺
左京区南禅寺福地町
☎075-771-0365

方丈の拝観料　高　　500円を450円に
　　　　　　　小中　400円を350円に
三門の拝観料　高　　500円を450円に
　　　　　　　小中　400円を350円に
https://www.nanzenji.or.jp/

南禅寺 天授庵
左京区南禅寺福地町
☎075-771-0744

高　　400円を300円に
小中　300円を200円に

平安神宮
左京区岡崎西天王町97
☎075-761-0221

神苑拝観料　高　600円を300円に
　　　　　　中　300円を200円に　
　　　　　　小　300円を150円に
http://www.heianjingu.or.jp/

無鄰菴
左京区南禅寺草川町31
☎075-771-3909

入場料　600円を500円に
https://murin-an.jp/

京都国立近代美術館
左京区岡崎円勝寺町
☎075-761-4111

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
https://www.momak.go.jp/

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
https://kyotocity-kyocera.museum/

野村美術館
左京区南禅寺下河原町61
☎075-751-0374

〈予約制〉展示品の解説案内（人数要連絡）
http://nomura-museum.or.jp/

白沙村荘
橋本関雪記念館
左京区浄土寺石橋町37
☎075-751-0446	

引率者1名に限り無料
http://www.hakusasonso.jp/

琵琶湖疏水記念館
左京区南禅寺草川町17
☎075-752-2530

記念品の進呈　※入館無料
https://biwakososui-museum.city.kyoto.lg.jp/

細見美術館
左京区岡崎最勝寺町6-3
☎075-752-5555

中高　ご優待料金に（入館料	100円引き）
※展覧会により入館制限あり
〈予約制〉	茶道体験　2,500円を1,500円に（4名以上）	

※対象は、小学生高学年〜高校生
https://www.emuseum.or.jp/

京ごころ
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3階
☎075-585-5671

〈予約制〉	修学旅行生向け着物1日レンタル（着付込）3,000円	
ヘアーセット髪飾りレンタル付　　　　			1,200円	
※宿泊先へ出張可能（出張費無料）	
茶道体験　　　　　　　　　　　　　		1,500円　	
本格茶道体験　　　　　　　　　　　		2,500円	
茶道＆舞妓体験　　　　　　　　　　		4,500円　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。
https://www.kyo-gokoro.com/

寺院・神社 美術館・博物館

名所・旧跡

洛 東 エ リ ア >>>　哲学の道・岡崎
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京都ハンディクラフトセンター
左京区聖護院円頓美町17
☎（代）075-761-8001
体験受付窓口☎075-761-0142

〈予約制〉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
www.kyotohandicraftcenter.com

茶ろん 瑞庵
左京区岡崎円勝寺町140-5
☎075-751-8213

〈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」をプレゼント
http://www.a-dos.ne.jp/map/sakyo/zuian/

京都市動物園
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
https://www5.city.kyoto.jp/zoo/

井筒八ッ橋本舗 
南禅寺 観門亭売店
左京区南禅寺福地町
☎075-751-2121

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/

聖護院八ッ橋総本店
左京区聖護院山王町6
☎075-752-1234

全商品5％割引
http://www.shogoin.co.jp/

南禅寺 順正
左京区南禅寺草川町60
☎075-761-2311

ゆどうふ花コース　3,300円を2,900円に
http://www.to-fu.co.jp/

神宮道商店街組合 
（神宮道上ル下ル）
事務局:左京区岡崎円勝寺町91（博宝堂内）
☎075-771-9401

〈予約制〉	春・秋開催の『神宮道上る下る寄席』を割引で鑑賞	
※	予約は、商店街ブログ「上る下る日記」から詳細を	
ご確認の上申し込み。会場は同町内の洛東教会

京菓子司　平安殿（神宮道通三条上ル）の和菓子、茶房　1割引

京都市都市整備公社
☎075-361-7431

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
山科区西野山桜ノ馬場町96
☎075-581-4052

高　400円を350円に
中　300円を250円に
小　300円を200円に

勧修寺
山科区勧修寺仁王堂町
☎075-571-0048

高　　400円を320円に
小中　200円を160円に

隨心院
山科区小野御霊町35
☎075-571-0025

高　500円を450円に
中　300円を250円に

毘沙門堂
山科区安朱稲荷山町18
☎075-581-0328

高　　400円を360円に
小中　300円を270円に

醐山料理 雨月茶屋
伏見区総本山醍醐寺内
☎075-571-1321

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）

総本山醍醐寺 
三宝院売店
伏見区醍醐東大路町
☎075-571-0112

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
https://www.daigoji.or.jp/shop/sanboin-baiten.html

寺院・神社

アクティビティ

お土産・伝統工芸

食・グルメ・ショッピング

食・グルメ・ショッピング

その他サービス

洛 東 エ リ ア >>>　哲学の道・岡崎 >>>　山科・醍醐




