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金閣寺・御室・太秦

寺院・神社
梅宮大社

右京区梅津フケノ川町
☎075-861-2730

北野天満宮
上京区馬喰町

☎075-461-0005

金閣寺

北区金閣寺町1

☎075-461-0013

廣隆寺

右京区太秦蜂岡町

妙心寺
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
http://www.umenomiya.or.jp/

右京区花園妙心寺町1

庭園入園料

☎075-461-5226

20名以上

しおり3枚組を特別授与
https://www.kitanotenmangu.or.jp/
〈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
https://www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/

上京区今出川七本松上ル
☎075-461-5973

東林院

右京区花園妙心寺町59
☎075-463-1334

仁和寺

右京区御室大内33

北区平野宮本町1

☎075-461-4450

法雲院

右京区太秦蜂岡町17
☎075-861-1861

右京区花園妙心寺町35
☎075-463-2855

龍安寺

右京区龍安寺御陵下町13番地

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
http://www.taizoin.com/
高  500円を450円に
http://www.ryoanji.jp/smph/

☎075-463-2216

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

京都府立
堂本印象美術館

入館料 団体料金に
https://insho-domoto.com/index-j.html

北区平野上柳町26-3

小中高 各行事参加料を10％割引
小豆粥で初春を祝う会
（小豆粥と精進料理）    3,800円
沙羅の花を愛でる会
（抹茶と特性菓子付拝観） 1,600円
梵燈のあかりに親しむ会
（夜間特別拝観）
   600円
精進料理体験教室
（料理教室）
予約制
3,600円
禅寺で精進ランチ
（禅寺で味わう昼食）
予約制
2,500円
「次世代の文化支援」
として高校生以下は無料

☎075-463-0007

工房・体験施設
象嵌の館−川人ハンズ
北区等持院南町76
☎075-461-2773

右京区太秦西蜂ヶ岡町13-１

おみくじ 200円を100円に
http://www.hiranojinja.com
坐禅体験

1人900円を700円に

〈予約制〉象嵌教室 中高 3,000円
（小学生は不可）
※ストラップなどの製作
（90分）
※4名以上10名様まで、3週間前までにFAXで要予約

FAX：075-464-6247

高津商会

☎075-461-1155

平野神社

妙心寺退蔵院

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
https://www.myoshinji.or.jp/

護摩木を授与※拝観料が必要

☎075-861-1461

千本釈迦堂
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☎075-882-7866

東映太秦映画村

右京区太秦東蜂岡町10
☎075-864-7716

武将着付け体験
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
http://www.kouzu.jp/
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
https://www.toei-eigamura.com/
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金閣寺・御室・太秦

お土産・伝統工芸
京つけもの もり
北野上七軒店

高雄

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

西明寺

右京区梅ヶ畑槙尾町1
☎075-861-1770

☎075-467-3688

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

右京区西院金槌町15-7
☎075-802-1515

神護寺

食・グルメ・ショッピング
北区衣笠馬場町43
☎075-462-4949

〈予約制〉お弁当5％割引
当日不可 事前予約のみ受付可
https://kinkaku.owst.jp/

その他サービス
北野界わい創生会
軒町65

キツネお面絵付けワークショップ
1,500円を1,400円に
小学生は1,000円を900円に
（会場：大将軍八神社）
http://www.torii-kitanokaiwai.com/

大和学園 京都製菓
製パン技術専門学校

〈予約制〉調理分野の学校見学で学校オリジナルグッズをプレゼント
https://www.kyoto-seikagijyutsu.ac.jp

上京区中立売通六軒町西入三
☎090-9610-2012

右京区太秦安井西沢町4-5
☎0120-593276

大和学園
京都調理師専門学校
右京区太秦安井西沢町4-5
☎0120-593276

〈予約制〉調理分野の学校見学で学校オリジナルグッズをプレゼント
https://www.kyoto-chorishi.ac.jp

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）
https://www.saimyoji.or.jp/

右京区梅ヶ畑高雄町5
☎075-861-1769

中高 600円を400円に
小
300円を200円に
http://www.jingoji.or.jp/

平岡八幡宮

花の天井特別拝観

右京区梅ヶ畑宮ノ口町23

お食事処 錦鶴
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寺院・神社

上京区社家長屋町672-3

京つけもの もり
本社三条店

>>>

☎075-871-2084

中高

800円を600円に
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嵯峨・嵐山

寺院・神社
車折神社

右京区嵯峨朝日町

嵯峨嵐山文華館
授与所前のおみくじ1回無料
http://www.kurumazakijinja.or.jp/

☎075-861-0039

清凉寺

右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町
☎075-861-0343

天龍寺塔頭 弘源寺

右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町65
☎075-881-1232

天龍寺塔頭 宝厳院

右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36
☎075-861-0091
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〈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
http://seiryoji.or.jp/
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）
※拝観料が必要
http://kogenji.jp/
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）
※拝観料が必要
http://www.hogonin.jp/

右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11

高
500円を400円に
小中 300円を250円に
https://www.samac.jp/

博物館・
さがの人形の家

中高 500円を400円に
http://www.sagano.or.jp

☎075-882-1111

右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12
☎075-882-1421

佛教大学 宗教文化
ミュージアム

右京区嵯峨広沢西裏町5-26
☎075-873-3115

工房・体験施設
甘春堂 嵯峨野店

右京区嵯峨釈迦堂大門町1-1

大本山大覚寺

右京区嵯峨大沢町4
☎075-871-0071

二尊院

〈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
寺子屋写経
（15分～30分）   800円
記念品授与
※拝観料が必要
https://www.daikakuji.or.jp/
拝観料

500円を450円に

右京区嵯峨二尊院門前長神町27

☎075-861-5488
さ

が

ら でん

の むら

嵯峩螺鈿・野村

右京区嵯峨釈迦堂大門町26

時代や

右京区嵯峨天龍寺立石町4-10
☎075-201-7832

中嶋象嵌
京都嵐山オルゴール
博物館

右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町

右京区嵯峨天龍寺立石町1-38
☎075-865-1020

10-3

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）
http://www.orgel-hall.com/

修学旅行生・和菓子体験教室
干菓子小袋1つプレゼント
https://www.kanshundo.co.jp/
螺鈿蒔絵体験ご参加の方に、ポストカードをプレゼント
https://sagaraden.com/

☎075-871-4353

☎075-861-0687

美術館・博物館

入館の方に記念品をプレゼント
（大型バス無料駐車可）
https://www.bukkyo-u.ac.jp/museum/

☎075-871-2610

舞妓または新選組変身体験
中高 5,500円を5,000円に
※写真1枚付き、自由撮影有り
http://jidaiya-kyoto.com/
〈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2,300円 2個3,500円
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2階）
右京区嵯峨天龍寺南隣
☎075-871-2610
https://www.nakajima-zougan.jp/index.php
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嵐山昇龍苑
箸工房おおした

右京区嵯峨天龍寺門前
嵐山昇龍苑2階

☎075-873-0022

夢アトリエ

西京区嵐山樋ノ上町18-6
☎075-864-0652

嵯峨・嵐山

店内商品 10％割引
お箸作り体験
研磨機
1,100円を10％割引
貝の研出し 1,320円を10％割引
ペイント
2,200円を10％割引
http://www.ohashi-ohshita.com/
〈予約制〉京焼製作体験 3,500円を2,200円に
（送料別途）
北山杉オリジナル時計作り体験、北山杉のあかり作り体験
（当日持帰り） 3,500円を2,700円に
http://e-joho.org/yume/index.html
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泉仙 嵯峨野店

右京区嵯峨野鳥居本六反町11

修学旅行生特別献立
「京友膳」
を1,620円で提供
他に全メニュー 10％割引
https://kyoto-izusen.com/html2/restrant_sagano.html

京都オルゴール堂
嵐山店

入館の方に記念品をプレゼント
https://www.otaru-orgel.co.jp/j_kyoto.html

☎075-881-7016

西京区嵐山中尾下町54-3
☎075-366-3395

京都嵯峨料理 良弥

右京区嵯峨嵐山渡月橋北詰東
☎075-871-0448

アクティビティ
嵯峨野観光鉄道

右京区JR嵯峨嵐山駅前

レンタサイクル 1日1,000円を800円に
https://www.sagano-kanko.co.jp/

☎075-881-4898

嵯峨嵐山 甘味カフェ
ふらっと
（お食事と甘味の店）
右京区嵯峨二尊院門前
往生院町14-2

☎075-882-9636

お土産・伝統工芸
井筒八ッ橋本舗
嵐山駅店

右京区嵯峨天龍寺造路町

修学旅行限定メニュー  1,100円を1,000円に
http://yosiya.jp/

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/

ゆどうふ 竹仙

右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46
☎075-882-3074

京の茶そば
  980円
京のゆば茶そば
   1,200円
クリーム抹茶白玉ぜんざい
880円
抹茶体験 抹茶を点てる
「季節の和菓子付」 1,250円
※事前予約でチョコレートをサービス
http://www.huratto.shop-site.jp
〈予約制〉修学旅行生特別メニュー
「湯豆腐セット」
を2,300円
（7月〜8月は冷やし豆腐も選べます）
http://www.kyoto-chikusen.com/

（京福嵐山駅前正面）
☎075-862-2121

レストラン嵐山

右京区嵯峨天龍寺造路町33

食・グルメ・ショッピング
嵐山 かづら野

右京区天龍寺造路町37-1

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

☎075-861-1656

嵐山 嵐丼

右京区嵯峨天龍寺造路町20-1

（京福嵐山駅はんなりほっこり
スクエア内2F）

☎075-873-1881

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

☎075-872-5111

京のごちそうビュッフェ 10％割引 2,200円→1,980円
〈予約制〉京の彩壱丁湯豆腐膳
10％割引 1,650円→1,485円
https://www.r-arashiyama.com/
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桂・大原野

寺院・神社
鈴虫寺

パンフレット進呈

西京区松室地家町31

八つ橋庵と
ししゅうやかた

右京区西京極西衣手町36
☎075-313-2151

☎075-381-3830

地蔵院
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小中高

300円を200円に

西京区山田北ノ町23
☎075-381-3417

松尾大社

西京区嵐山宮町3

☎075-871-5016

庭園拝観料
中高 400円を300円に
小
300円を200円に

西京区川島北裏町74
☎075-394-4551

八つ橋庵かけはし
右京区西京極郡町8
☎075-313-2151

右京区西京極午塚町73
☎075-313-1871

1,350円を1,290円に
1,680円を1,600円に
1,580円を1,510円に
1,880円を1,790円に
1,880円を1,790円に
2,190円を2,090円に

〈予約制〉ローケツ染
（45×45cm） 3,000円を2,500円に
Ｔシャツ
（各サイズ）
3,500円を3,000円に
http://www.roketsu.com

レンタル

工房・体験施設
京都旅企画

ローケツ染・職人体験
やまもと

〈予約制〉
（前日までに）
（体験）
生八つ橋手づくり体験
生八つ橋手づくり体験
（お抹茶体験付）
ねりきり細工3個づくり
ねりきり細工3個づくり
（お抹茶体験付）
ねりきり細工4個づくり
ねりきり細工4個づくり
（お抹茶体験付）
http://sisyu.yatuhasian.jp/

真田紐ブレスレット、金彩友禅ブックカバー、漆工芸汁椀、
京房紐ストラップ、京扇子、匂袋
2,750円を2,530円に
京焼上絵付け
  1,980円を1,760円に
（送料別）
ろくろ
    2,750円を2,530円に
（送料別）
念珠
1,980円を1,760円に
※職人さんの工房めぐり
https://kyoto-tk.com/
京都大学キャンパスガイド 880円を790円に
（10名以上～）
※京都大学ガイド研究会
https://kyodaigaido.com/
〈予約制〉
（前日までに）
（体験）
生八つ橋手づくり体験
   1,350円を1,290円に
生八つ橋手づくり体験
（お抹茶体験付） 1,680円を1,600円に
ねりきり細工3個づくり
1,580円を1,510円に
ねりきり細工3個づくり
（お抹茶体験付）
   1,880円を1,790円に
ねりきり細工4個づくり
  1,860円を1,770円に
ねりきり細工4個づくり
（お抹茶体験付） 2,190円を2,090円に
http://yatuhasian.jp/

サイクルベースあさひ
洛西口店

E-バイク
  5,000円を3,000円に
ロード・クロスバイク 3,500円を2,000円に
ジュニア・一般電動   2,000円を1,000円に

☎075-382-2131

下記店舗のみ
オフィスプレスE
3,000円を1,500円に
一般軽快車
  1,000円を 500円に 優待
サイクルベースあさひ二条店 中京区西ノ京南聖町13
サイクルベースあさひ九条店 南区東九条下殿田町43
https://www.cb-asahi.co.jp/lp/store/rakusaiguchi/

西京区川島六ノ坪町29-2

