
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
京のごちそうビュッフェ

（バイキング）
【要予約】予約専用セットメニュー
（詳細はホームページをご覧ください）

１０%OFF １０%OFF

2023年3月発行

2023年
～2024

京都市観光協会　京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町384番地
　　　　　　　　ヤサカ河原町ビル8階　☎075-213-1717

京都修学旅行パスポートに関するお問い合わせ

ごあいさつ

ご利用方法

右の記入欄に学校名・旅行期間・担任名など、必要事項を必ずご記入ください。

優待を受ける場合、必ず修学旅行パスポートをご提示ください。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お伝えください。

修学旅行パスポートは各班（グループ）に1部です。

修学旅行パスポートのご利用にあたり、学生証（生徒手帳）の提示も必要になる場合があり
ますので、必ず学生証をお持ちください。

修学旅行パスポートは、ホームページから印刷したもの（モノクロ可）でもお使いいただけます。❺

担任名
（記名または認印）

修学旅行パスポートの見方

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・花脊／
 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

❶ 優待施設のエリア分け

❷ 優待施設の種類別

❸ 高→高校生　中→中学生　小→小学生　を表しています。

❹ 料金は「税込」「一人あたり」の価格を掲載しています。

 寺院・神社 　　  名所・旧跡 　　  美術館・博物館 　　  工房・体験施設
 お土産・伝統工芸 　　  食・グルメ・ショッピング 　　  アクティビティ
 レンタル 　　  その他サービス

優待施設の情報検索・一覧印刷

https://shugakuryoko.kyoto.travel/passport/
京都修学旅行パスポートホームページ

事前学習のご参考

https://ja.kyoto.travel/
京都観光オフィシャルサイト京都観光Navi

https://shugakuryoko.kyoto.travel/
きょうと修学旅行ナビ

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および
各施設のホームページで最新情報をご確認ください。

修学旅行生のみなさん、ようこそ京都へ！
京都には、修学旅行生が受けられる特典がたくさんあります。
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ご活用ください。
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美術館・博物館

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/

工房・体験施設

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−ルセンタ−）

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

寺院・神社

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−）

［�①〜⑤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�参拝接待所にてパスポート提示で記念品をプレゼント

②�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

③�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

④�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�
パスポート提示の見学者に記念品をプレゼント

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

名所・旧跡

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/

洛 中 エ リ ア >>>　京都駅周辺
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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�
※最少開催数は６名でお願いいたします。

アクティビティ

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

高� 1,800円を1620円に�
小中� 1,200円を1,080円に�
※生徒手帳を提示
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html

京都タワー展望室
下京区烏丸通七条下る�
東塩小路町721-1
☎075-361-3215

高校生料金より� 50円割引�
小・中学生料金より� 50円割引

https://www.kyoto-tower.jp/

スカイホップバス京都
☎080-3259-9904

・�優待価格�
（4月〜11月）�当日券　大人運賃の10％割引�（￥3.150-）�
（12月〜3月）�当日券　大人運賃の20%割引�（￥2.800-）
・【事前連絡】�ご乗車の1〜2週間前迄にご連絡ください。�

（☎080-3259-9904富田）
・�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

レンタル

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/

お土産・伝統工芸
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/

洛 中 エ リ ア >>>　京都駅周辺
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食・グルメ・ショッピング

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 
OCTARVAR
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/

都野菜 賀茂   
京都駅前店
下京区上之町439-1
☎075-361-2732

食事の方、ソフトドリンク無料（飲み放題）
https://nasukamo.net/

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/

その他サービス

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

寺院・神社

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

美術館・博物館

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� 高�1,600円を1,500円に
� （小中　700円）
※�開館日要確認：春・秋の展示、休館日毎月1日、休館日：日曜日、�
予約制あり、夏・冬期休館、2023年春季展は3/15~6/14、�
尚4/15~5/14：Kyotographie「Coco�Capitán」写真展併設

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://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

特別展を団体料金に割引�
（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/

>>>　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/

工房・体験施設

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

サムライ甲冑体験＋手裏剣体験　1,500円（税別）（10人以上）�
※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）　定価3,000円を2,500円（税別）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。一度に50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447-4
☎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 
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/

日本文化体験　 
庵an京都
下京区万寿寺町135�
ベルクからすま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/

洛 中 エ リ ア >>>　市内中心部
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アクティビティ

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�

セルフ写真館 
Selka(セルカ)
中京区奈良屋町２９１-3�
商都河原町ビル
☎090-8231-6786

パスポート提示で、全撮影プラン料金からお一人様100円の割引�
※何名様でも割引いたします。
https://www.ekiten.jp/shop_36363428/

レンタル
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/

お土産・伝統工芸
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80g　1,200円を1,080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-kyotohonten.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

食・グルメ・ショッピング
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/

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、�
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）

洛 中 エ リ ア >>>　市内中心部
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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.e-ohashi.com

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

清水一芳園カフェ  
京都蛸薬師店
中京区東側町503-15
☎075-708-5996

「選べる宇治茶フィナンシェ」おひとつプレゼント
https://ippoen.co.jp/

その他サービス
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）
☎075-241-0191

〈予約制〉�ホテル・旅行・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

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

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/

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）
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/

洛 中 エ リ ア >>>　市内中心部
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寺院・神社

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�
タクシー駐車料金　１時間無料
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/

名所・旧跡

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/

美術館・博物館

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�
※カードをご提示の際にポストカード5枚セットプレゼント
https://harris.doshisha.ac.jp/

細辻伊兵衛美術館
中京区室町通三条上ル�
役行者町368
☎075-256-0077

・中高　入館料900円を800円に（手ぬぐいチケット付）�
・展示作品の解説案内（1グループにつき定員10名）※予約制
https://hosotsuji-ihee-museum.com/

食・グルメ・ショッピング

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【料亭のだし巻き御膳】（1,500円税別）を提供
https://shogetsu.kyoto/

洛 中 エ リ ア >>>　京都御所・下鴨
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寺院・神社
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
中京区壬生梛ノ宮町３１
☎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
https://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）

美術館・博物館
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。�
オリジナルグッズのプレゼントもあります。
http://www.hbsmuseum.jp/index.html

茶
ちゃ

道
どう

資
し

料
りょう

館
かん

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
https://www.urasenke.or.jp/textc/gallery/

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

工房・体験施設

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場見学と施設の説明、�

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�
� ※3日前までに要予約　�
� ※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�本店にてお買上げのお客様に粗品プレゼント
https://www.kawakatu.com/

洛 中 エ リ ア >>>　二条城・西陣
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お土産・伝統工芸

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

食・グルメ・ショッピング

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�
ご来店の方にもれなく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　500円〜550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
中京区御池通黒門東入ル�
大文字町233-4�
（堀川御池西入ル南側)
☎075-813-1517

京ゆば思い出御膳　1,500円��
ゆば１品、ゆばあんかけご飯、汁物
＊京都を訪れる学生様たちの思い出になるお食事としてご提供致します。

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/

さくら日本文化体験
中京区泉町660
☎090-2044-1122

パスポート提示で通常一名5,500円の茶道体験を2,000円で提供します。
茶道のマナーや抹茶の点て方記載のオリジナルブックレット付き。�
（要事前予約、ホームページからお申し込みください）
https://www.sakura-kyoto.jp/sado/school-excursion/

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/

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　体験料から税込550円引き（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/

洛 中 エ リ ア >>>　二条城・西陣
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寺院・神社

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）

八坂神社
東山区祇園町
☎075-561-6155

授与所にて記念品を無料で授与�
（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
http://www.ryozen-kwannon.jp

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
東山区ロクロ町81-1
☎075-561-6980

中高� 500円を450円に�
小� 400円を350円に�
〈予約制〉�令和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/

美術館・博物館

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≫
東山区祗園町南側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/

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　�
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/

洛 東 エ リ ア >>>　祇園・清水寺
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工房・体験施設

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　1,650円を1,500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）
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/

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/

洛 東 エ リ ア >>>　祇園・清水寺
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国産レンタル着物  
和香菜
東山区祇園町北側300��
ムーンビューティー祇園ビル4階
☎075-532-0707

全プランお会計より10％割引
https://www.instagram.com/kyoto_wakana7

アクティビティ

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/

お土産・伝統工芸

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/

食・グルメ・ショッピング
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　1,150円

https://www.ukiya.co.jp/shop/kiyomizu/

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　そうめんセット（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
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/

洛 東 エ リ ア >>>　祇園・清水寺
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寺院・神社

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

名勝庭園　拝観料� 中高　200円を150円に�
� � 小　　100円を� 50円に�
宝物館　　拝観料� 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
https://tentokuin.jp/

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　　500円を400円に�
� � 小中　300円を240円に

※但し、常設展のみ

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

美術館・博物館

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/

工房・体験施設

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9,900円に�
（写真なし、マイカメラ撮影可）6,600円に

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/

洛 東 エ リ ア >>>　三十三間堂・東福寺
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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/

ワックジャパン
東山区大和大路通り正面下ル�
大和大路１丁目553-3
☎075-212-9993

フルーツ大福作り体験（1ｈ）�：�2,500円/1名���
※税・材料費込　�
※1グループにつき生徒様5名以上、４日前までにご予約をお願い致します。�
※空き状況により、ご希望に添えない場合もあります。�
体験場所：京都和心館（ワックジャパン）
https://wakjapan.com/jp/

食・グルメ・ショッピング
清水一芳園カフェ  
京都本店
東山区本瓦町665
☎075-202-7964

〈予約制〉�修学旅行生特別価格�牛ミンチカレー�850円�
〈予約なしの場合〉「選べる宇治茶フィナンシェ」おひとつプレゼント
https://ippoen.co.jp/

寺院・神社

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

洛 東 エ リ ア >>>　三十三間堂・東福寺 >>>　哲学の道・岡崎
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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/

名所・旧跡

無鄰菴
左京区南禅寺草川町31
☎075-771-3909

入場料より100円引き
https://murin-an.jp/

美術館・博物館

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/

工房・体験施設

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/

京都着物レンタル 
花かんざし
左京区岡崎円勝寺町91-65　岡崎庵内
☎075-201-8693

4,400円の着物を2,750円に�
550円の帯飾りを無料に
https://www.kyoto-hanakanzashi.jp/

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/

アクティビティ

京都市動物園
左京区岡崎法勝寺町
☎075-771-0210

高　750円を650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/

洛 東 エ リ ア >>>　哲学の道・岡崎
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お土産・伝統工芸

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/

食・グルメ・ショッピング

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　3,630円を3,000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

91-99（博宝堂内）
☎075-771-9401

〈予約制〉�商店街主催の『イベント』を割引で鑑賞・ご参加いただけます。�
※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。�
京菓子司　平安殿（神宮道通三条上ル）の和菓子、茶房　1割引

その他サービス

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

寺院・神社

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　　500円を400円に�
小中　300円を240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
https://www.zuishinin.or.jp/

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

食・グルメ・ショッピング

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

洛 東 エ リ ア >>>　哲学の道・岡崎 >>>　山科・醍醐
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寺院・神社

賀茂別雷神社 
（上賀茂神社）
北区上賀茂本山339
☎075-781-0011

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

常照寺
北区鷹峯北鷹峯町1
�☎�075-492-6775　
�FAX�075-492-1727

〈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�500円　要相談30名以上）�
� お茶席体験（説明とお抹茶・お菓子付）1人1,000円　要予約

大徳寺龍源院
北区紫野大徳寺町
☎075-491-7635

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
左京区岩倉幡枝町91
☎075-791-7171

拝観料通常より100円引
高校生　　　��400円
小中学生　��　250円
拝観説明料　　1組につき3,000円〈予約制〉

美術館・博物館

京都ギリシアローマ
美術館
左京区下鴨北園町1-72
☎075-791-3561

中高　600円を500円に

一般財団法人 
古田織部美術館
北区上賀茂桜井町107-2地下1階
☎075-707-1800

高　　400円を300円に
小中　300円を200円に
http://www.furutaoribe-museum.com/

工房・体験施設

京都産業大学  
神山天文台
北区上賀茂本山
☎075-705-3001

神山天文台の見学（予約不要・無料）

〈予約制〉�天文学習（無料）
� 【昼間】荒木望遠鏡、常設展示の見学・解説、宇宙の３D映像上映�
� 【夜間】�今夜の星空解説、天体観望�

（�雨天の場合は荒木望遠鏡、常設展示の見学・解説、�
宇宙の3D映像上映に変更）

詳細はHP�
https://www.kyoto-su.ac.jp/observatory/�
※パスポート提示でオリジナルグッズプレゼント
https://www.kyoto-su.ac.jp/observatory/

晋六窯　陶芸教室 
（晋六陶芸館）
左京区岩倉幡枝町322
☎075-721-3770

〈予約制〉�京焼作陶体験� 4,500円を4,000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
https://www.shinroku.com/

食・グルメ・ショッピング

しょうざんリゾート 
京都
北区衣笠鏡石町47
☎075-491-5101

「しょうざん庭園」　500円を400円に
https://www.shozan.co.jp/

洛 北 エ リ ア >>>　上賀茂・北山・大徳寺



18

寺院・神社

圓光寺
左京区一乗寺小谷町13
☎075-781-8025

坐禅体験　20名〜100名　1,000円を800円に
https://www.enkouji.jp/

詩仙堂 丈山寺
左京区一乗寺門口町27
☎075-781-2954

小中　200円を150円に
高　　400円を350円に
https://kyoto-shisendo.net/

曼殊院
左京区一乗寺竹ノ内町42
☎075-781-5010

小中　400円を350円に
30名以上の団体に限り要予約
https://www.manshuinmonzeki.jp/

名所・旧跡

岩倉具視幽棲旧宅
左京区岩倉上蔵町100
☎075-781-7984

入場料より100円引き
https://iwakura-tomomi.jp/

寺院・神社

貴船神社
左京区鞍馬貴船町
☎075-741-2016

〈予約制〉�神社の由緒など説明（15分）�
参拝記念品の授与

https://kifunejinja.jp/

鞍馬寺
左京区鞍馬本町1074
☎075-741-2003

高　500円を400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）
https://www.kuramadera.or.jp/

>>>　鞍馬・貴船・花背洛 北 エ リ ア >>>　一乗寺・修学院
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寺院・神社

三千院
左京区大原来迎院町540
☎075-744-2531

〈予約制〉�法話と写経の指導　〜80名ぐらいまで�
※拝観料が必要

http://www.sanzenin.or.jp/

宝泉院
左京区大原勝林院町187
☎075-744-2409

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
http://www.hosenin.net/

美術館・博物館

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

2023年� 4/22〜11/23　�
� 中高� 1,200円を800円に�
� 小� 600円を500円に�
2023年� 11/24〜12/3�
� 中高� 600円を400円に�
� 小� 300円を250円に�
定休日：木曜日(祝日及び、8月3,10,17日は営業)
http://www.garden-museum-hiei.co.jp/

食・グルメ・ショッピング

比叡山峰道 
レストラン&展望台
大津市坂本本町4220
☎077-578-2139

「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
http://www.hieizan.co.jp/gourmet/restaurant/

洛 北 エ リ ア >>>　大原・八瀬・比叡山
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寺院・神社

梅宮大社
右京区梅津フケノ川町
☎075-861-2730

庭園入園料　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
http://www.umenomiya.or.jp/

北野天満宮
上京区馬喰町
☎075-461-0005

しおり3枚組を特別授与
https://www.kitanotenmangu.or.jp/

金閣寺
北区金閣寺町1
☎075-461-0013

〈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/

廣隆寺
右京区太秦蜂岡町
☎075-861-1461

護摩木を授与※拝観料が必要

東林院
右京区花園妙心寺町59
☎075-463-1334

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）� 700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

仁和寺
右京区御室大内33
☎075-461-1155

「次世代の文化支援」として高校生以下は無料

平野神社
北区平野宮本町1
☎075-461-4450

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

法雲院
右京区太秦蜂岡町17
☎075-861-1861

坐禅体験　1人900円を800円に

妙心寺
右京区花園妙心寺町1
☎075-461-5226

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/

妙心寺退蔵院
右京区花園妙心寺町35
☎075-463-2855

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/

美術館・博物館

京都府立  
堂本印象美術館
北区平野上柳町26-3
☎075-463-0007

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

工房・体験施設

高津商会
右京区太秦西蜂ヶ岡町13-1
☎075-882-7866

武将着付け体験�
小中　お手軽プランを半額�
その他10％割引き
http://www.kouzu.jp/

東映太秦映画村
右京区太秦東蜂岡町10
☎0570-064349

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/

洛 西 エ リ ア >>>　金閣寺・御室・太秦
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お土産・伝統工芸

京こもの衣笠
右京区龍安寺御陵ノ下町5
☎075-461-2631

全商品5%割引�
※他クーポンとの併用は出来ません。
http://kyoto-kinugasa.co.jp

京つけもの もり 
北野上七軒店
上京区社家長屋町672-3
☎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/

京つけもの もり  
本社三条店
右京区西院金槌町15-7
☎075-802-1515

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

食・グルメ・ショッピング

お食事処 錦鶴
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
上京区中立売通六軒町西入�
三軒町65
☎090-9610-2012

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/

寺院・神社

西明寺
右京区梅ヶ畑槙尾町1
☎075-861-1770

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/

神護寺
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
右京区梅ヶ畑宮ノ口町23
☎075-871-2084

花の天井特別拝観　中高　800円を600円に

>>>　高雄洛 西 エ リ ア >>>　金閣寺・御室・太秦
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寺院・神社
車折神社
右京区嵯峨朝日町
☎075-861-0039

授与所前のおみくじ1回無料
http://www.kurumazakijinja.or.jp/

清凉寺
右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町
☎075-861-0343

〈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/

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

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/

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

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/

大本山大覚寺
右京区嵯峨大沢町4
☎075-871-0071

〈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/

二尊院
右京区嵯峨二尊院門前長神町27
☎075-861-0687

拝観料　500円を450円に

美術館・博物館
京都嵐山オルゴール 
博物館
右京区嵯峨天龍寺立石町1-38
☎075-865-1020

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/

嵯峨嵐山文華館
右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11
☎075-882-1111

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
右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12
☎075-882-1421

中高　500円を400円に
http://www.sagano.or.jp

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

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/

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
☎075-861-5488

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/

嵯
さ

峩
が

螺
ら

鈿
で ん

・野
の

村
む ら

右京区嵯峨釈迦堂大門町26
☎075-871-4353

螺鈿蒔絵体験ご参加の方に、ポストカードをプレゼント�
※入館人数制限を実施
https://sagaraden.com/

時代や
右京区嵯峨天龍寺立石町4-10
☎075-201-7832

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/

中嶋象嵌
右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町
10-3
☎075-871-2610

〈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

洛 西 エ リ ア >>>　嵯峨・嵐山
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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

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/

夢アトリエ
西京区嵐山樋ノ上町18-6
☎075-864-0652

〈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

アクティビティ
嵯峨野観光鉄道
右京区JR嵯峨嵐山駅前
☎075-881-4898

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

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�
（京福嵐山駅前正面）
☎075-862-2121

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/

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
☎075-861-1656

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

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

泉仙 嵯峨野店
右京区嵯峨野鳥居本六反町11
☎075-881-7016

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
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
https://www.otaru-orgel.co.jp/j_kyoto.html

京都嵯峨料理 良弥
右京区嵯峨嵐山渡月橋北詰東
☎075-871-0448

湯豆腐・季節の天ぷら・吹寄せ弁当・御飯のセット�
「花良彌　2,200円（税込）」を、2,000円（税込）でご提供。
https://yosiya.jp/

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

京の茶そば� 1,120円�
京のゆば茶そば� 1,380円�
クリーム抹茶白玉ぜんざい� 1,000円�
※事前予約でチョコレートをサービス
http://www.huratto.shop-site.jp

ゆどうふ 竹仙
右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46
☎075-882-3074

〈予約制〉�修学旅行生特別メニュー「湯豆腐セット」を2,500円�
　　　　�（7月〜8月は冷やし豆腐も選べます）
http://www.kyoto-chikusen.com/

レストラン嵐山
右京区嵯峨天龍寺造路町33
☎075-872-5111

レストラン嵐山敷地内にある�
嵐山ビジターズステーション＆カフェでお好きなドリンク10％ＯＦＦ
https://www.r-arashiyama.com/

洛 西 エ リ ア >>>　嵯峨・嵐山
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寺院・神社
鈴虫寺
西京区松室地家町31
☎075-381-3830

パンフレット進呈

地蔵院
西京区山田北ノ町23
☎075-381-3417

小中高　300円を200円に

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

工房・体験施設

京都旅企画
西京区川島北裏町74
☎075-394-4551

真田紐ブレスレット、金彩友禅エコバッグ、�
漆工芸汁椀、京房紐ストラップ、京扇子、匂袋体験　�
� 2,750円を2,530円に
京焼ろくろ体験� 3,410円を3,190円に
念珠、金銀糸和ブレスレット体験� 1,980円を1,760円に
https://kyodaigaido.com/

八つ橋庵かけはし
右京区西京極郡町8
☎075-31３-2151

〈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）�
通常料金より5%割引
http://yatuhasian.jp/

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

〈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）
通常料金より5%割引
http://sisyu.yatuhasian.jp/

ローケツ染・職人体験　
やまもと
右京区西京極午塚町73
☎075-313-1871　

〈予約制〉�ローケツ染（45×45cm）� 2,900円を2,500円に�
Ｔシャツ（各サイズ）� 3,600円を3,000円に

http://www.roketsu.com

アクティビティ
京都ハンナリーズ
右京区西京極新明町1
※試合会場住所（京都市体育館）
☎050-5533-5588

【京都ハンナリーズ】ホームゲーム観戦優待！�
2階席2,300円（参考価格）を優待料金500円に。�
・�利用方法 �
�試合当日、第2Q終了までに京都市体育館「当日券売場」で�
京都修学旅行パスポートを提示し、当日券を500円で購入。
※�席数には限りが御座います。売切次第販売終了となりますので、予めご了承ください。
※お選び頂ける席位置に制限がございます。
※他の優待・割引等との併用不可。
※�Bリーグの定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づいて試合運営を行
います。

・�試合会場　 京都市体育館：京都市右京区西京極新明町1
・�試合スケジュール � 下記、URLよりご確認頂けます。�
� https://hannaryz.jp/schedule/�
� ※アウエーゲームは優待対象外となります。�
https://hannaryz.jp/

レンタル
サイクルベースあさひ 
洛西口店
西京区川島六ノ坪町29-2
☎075-382-2131

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
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/

洛 西 エ リ ア >>>　桂・大原野
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寺院・神社
御香宮神社
伏見区御香宮門前町
☎075-611-0559

庭園入園料　高　　150円を130円に
　　　　　　小中　100円を　90円に

城南宮
伏見区中島鳥羽離宮町7
☎075-623-0846

神苑拝観料　�高中　800円を700円に�
小　　500円を400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�
※毎年�7/１〜8/31は上記割引なしの一律拝観料

https://www.jonangu.com/

藤森神社
伏見区深草鳥居崎町
☎075-641-1045

〈予約制〉神社の由緒について（5分）　由緒書授与
http://www.fujinomorijinjya.or.jp/

弁財天 長建寺
伏見区東柳町511
☎075-611-1039

〈予約制〉長建寺と伏見の歴史の説明　高のみ20名以上　300円

名所・旧跡
寺田屋
伏見区南浜町263
☎075-622-0243

中高　300円を250円に
小　　200円を150円に

工房・体験施設
絵付け体験　 

（有）中村ローソク
伏見区竹田三ツ杭町57-8
☎075-641-9381

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
https://kyorousoku.jp

舞妓体験処・ 
レンタル着物 
まいこざか
伏見区深草稲荷御前町76
☎075-606-1534

〈予約制〉��修学旅行生向けプラン�
舞妓体験　　��5,500円（ポストカード付）�
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）

https://www.maiko-taiken.com/

清水焼の店 あかね屋
伏見区深草フケノ内町12-4
☎075-646-0200

〈予約制〉�清水焼上絵付け体験�
� 扇子� 3,000円を2,750円に�
� �念珠・湯呑・マグカップ・ガラスコップ・狐面　2,200円を1,850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

下記店舗も同様の優待あり�
あかね屋京都タワーサンド店　�
下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1�京都タワービル2F　☎075-744-1570
https://akaneya-kyoto.jp/

アクティビティ

京都市青少年科学 
センター
伏見区深草池ノ内町13
☎075-642-1601

科学センター入場料　
中高　200円を100円に
小　　100円を��50円に
プラネタリウム観覧料（プラネタリウム観覧には入場料が必要）�
中高　200円を100円に
小　　100円を��50円に　
http://www.edu.city.kyoto.jp/science/

食・グルメ・ショッピング

加美屋 稲荷店
伏見区深草稲荷御前町78-3
☎0120-026-669

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/open2.htm

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

全商品を8％割引
https://www.shichimi.net/

アーバンホテル京都
伏見区深草西浦町4-59
☎075-647-0606

ホテル内おみやげコーナー　10％割引
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％割引
https://uh-urban.com/kyoto/

洛 南 エ リ ア >>>　伏見
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寺院・神社

石清水八幡宮
八幡市八幡高坊30
☎075-981-3001

記念品の授与
https://iwashimizu.or.jp/

光明寺
長岡京市粟生西条ノ内26-1
☎075-955-0002

期間：紅葉シーズン中（要問合せ）�
中高生　500円を400円に
https://komyo-ji.or.jp/

興聖寺
宇治市宇治山田27-1
☎0774-21-2040

〈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）

https://www.uji-koushouji.jp/

平等院
宇治市宇治蓮華116
☎0774-21-2861

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
https://www.byodoin.or.jp/

萬福寺
宇治市五ケ庄三番割34
☎0774-32-3900

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
https://www.obakusan.or.jp/

美術館・博物館

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

観覧料・入園料に団体料金を適用
https://shokado-garden-art-museum.jp/

工房・体験施設

丸久小山園 槇島工場
宇治市槇島町中川原172-4
☎0774-20-0909�
(本社にて受付）

〈予約制〉��抹茶工場見学　（2〜10名まで）　中小　無料に�
（高校生の方は500円分のお買い物券をご購入頂きます）

※茶室見学や抹茶の点て方体験あり。買物割引あり。�
※�現在コロナウイルス感染拡大の影響により�
見学者数を２〜10名にさせていただいております。�
尚、今後の感染状況によっては�
さらなる見学者数の制限・見学を中止する可能性がございます。
https://www.marukyu-koyamaen.co.jp/

アクティビティ

保津川下り
亀岡市保津町下中島2
☎0771-22-5846

保津川下り　中高生お一人3,690円に
https://www.hozugawakudari.jp/

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
https://www.gekiryu.com/

ラフティングの 
リバーアドベンチャークラブ 
亀岡市篠町山本神田7-1
☎072-840-5644�

〈予約制〉�京都保津川半日ラフティング　（中高のみ）�
参加料金　10％割引�

https://mizuasobi.com/rafting/hodu_half/

近 隣 エ リ ア >>>　京都市外


