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Ｊ－Ｃｙｃｌｅ下京区

下京区燈籠町570番地 京都東洞院高辻ビル地下１Ｆ

全車種レンタル料金100円引き優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

12/30～1/3
10：00～18：30（閉店19：00）

☎075-341-3196

休館日

えびす屋 嵐山總本店右京区

右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-24

ご乗車の方に記念品プレゼント
優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

無休
9：30～日没（季節により変動あり）

☎075-864-4444

休館日

夢アトリエ西京区

西京区嵐山樋ノ上町18-6

陶芸体験大人3,240円を3,000円
（要予約・送料別途・所要約60分）

優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

無休
10：00～20：00

☎075-864-0652

休館日

月桂冠大倉記念館伏見区

伏見区南浜町247

入館者に大倉記念館オリジナル絵ハガキ
1枚プレゼント

優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

12/28～1/4
9：30～16：30（入館は～16：15）

☎075-623-2056

休館日

平安装束体験所伏見区

伏見区深草西浦町2丁目123－３

すべての衣装を10％引き（HPより要予約、設定時
間：9：30～、13：30～　所要約2時間）もしくは体験
の方にオリジナル開運がま口1個プレゼント

優待内容

ご利用時間
予約・お問い合わせ

月・水・年末年始
9：30～17：00

☎075-642-1028
ＨＰ http://www.iyasaka-kyoto.co.jp/

休館日

舞妓体験とレンタル着物 まいこざか伏見区

伏見区深草稲荷御前町76

舞妓体験大人10,800円を9,800円
（要予約、所要約60分）

優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

不定休
10：00～17：00（時間相談応じます）

☎075-606-1534

休館日

中京区
石長松菊園 ☎075-222-1101
幾松 ☎075-231-1234
加茂川館 ☎075-221-4007
ＮＩＳＨＩＹＡＭＡＲＹＯＫＡＮ ☎075-222-1166
柊家別館 ☎075-231-0151
炭屋旅館 ☎075-221-2188
柊家旅館 ☎075-221-1136
日昇別荘 ☎075-221-7878
旅館　三賀 ☎075-241-3251
綿善旅館 ☎075-223-0111
旅館　こうろ ☎075-221-7807
松井本館 ☎075-221-3535
松井別館　花かんざし ☎075-221-6688
旅庵　花月 ☎075-212-7100
陶月 ☎075-231-1238
東山区
祇をん　新門荘 ☎075-561-8011
祇園　吉今 ☎075-561-2620
春夏秋雪　京の宿　ギオン福住 ☎075-541-5181
ぎおん　畑中 ☎075-541-5315
祇園の宿　舞風館 ☎075-525-5514
花楽 ☎075-541-2525
坂の上 ☎075-561-1148

旅館　元奈古 ☎075-561-2087
ホテル　東山閣 ☎075-561-4981
晴鴨樓 ☎075-561-0771
山茂登旅館 ☎075-561-0787
ホテル　秀峰閣 ☎075-531-2233
旅館　おくだ ☎075-541-2126
下京区
平安坊 ☎075-351-0650
日本館 ☎075-371-3124
松本旅館 ☎075-371-2622
ホテル　飯田 ☎075-341-3256
旅館　西喜楼 ☎075-371-1123
ひふみ旅館 ☎075-371-1238
旅館　銀閣 ☎075-371-5252
ホテル　佐野家 ☎075-371-2185
北海館　お花坊 ☎075-371-3688
松葉家旅館 ☎075-351-3727
観光旅館　ホテル　近江屋 ☎075-351-5292
宿屋　枳殻荘 ☎075-371-2989
ホテル　ステーション京都 ☎075-365-9000
花屋旅館 ☎075-351-4398
ちどり館 ☎075-351-3455
和泉屋旅館 ☎075-361-0811
魚岩旅館 ☎075-371-4910

東寺　洛南会館 ☎075-691-3101
左京区
八千代 ☎075-771-4148
菊水 ☎075-771-4101
聖護院　御殿荘 ☎075-771-4151
旅館　さわや本店 ☎075-761-4141
吉田山荘 ☎075-771-6125
魚山園 ☎075-744-2321
くらま温泉 ☎075-741-2131
右京区・西京区
嵐山辨慶 ☎075-872-3355
嵯峨グレースホテル ☎075-861-1111
菊香荘 ☎075-861-0939
もみぢ家本館 ☎075-871-1005
嵐山温泉彩四季の宿　花筏 ☎075-861-0228
渡月亭 ☎075-871-1310
伏見区
京料理　清和荘 ☎075-641-6238
桃山温泉　月見館 ☎075-611-0284
亀岡市
すみや亀峰菴 ☎0771-22-0394
松園荘　保津川亭 ☎0771-22-0903

博物館 さがの人形の家右京区

右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12

入場料大人800円を700円、
中高生500円を400円

優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

12/4・11・14～2/22、2/26、
3/5・12・19
10：00～17：00

☎075-882-1421

休館日

佛教大学 宗教文化ミュージアム右京区

右京区嵯峨広沢西裏町5-26

入館の方に佛教大学バスオリジナル
チョロＱプレゼント

優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

12/4・10～1/8・14・21・28～
2/10・12・18・25、3/4・11・18
10：00～17：30（入館は～17：00）

☎075-873-3115

休館日

京漆嵯峩螺鈿 野村右京区

右京区嵯峨釈迦堂大門町26

体験の方（丸盆・コースター共）に限定ポストカード
プレゼント（前日13時までに要予約）

優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

不定休
10：00～、13：00～、15：00～

☎075-871-4353

休館日

さ  が  ら  でん

2017年１２月１日（金）～2018年３月２1日（水祝）期　間

お問い合わせ 京都観光旅館連盟　☎075-221-6231

ご注意
プレゼントは「京の冬の旅」イベントガイドブック（本誌）提示の方のみとさせていた
だきます。ご利用に際しては、必ずお一人につき１冊ずつ本誌をご持参ください。
※プレゼントは数に限りがありますので、無くなり次第終了とさせていただきます。期間中、下記の旅館にお泊りの方に、それぞれのお宿が心ばかりのプレゼント

をご用意して皆様を歓迎いたします。この機会に、魅力ある京の旅館で、ここ
ろゆくまで京の旅をお楽しみください。 この「京の冬の旅」イベントガイドブック（本誌）をご持参ください！

ビッグプレゼント 素敵な京都の名産品などが
抽選で当たります。
郵便はがきでご応募ください。

※プレゼント賞品のご指定はできません。
〒604-8005　京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町
４２７番地　京都朝日会館３階　　
京都市観光協会「京の冬の旅」ビッグプレゼント係☎０７５-２１３-１７１７

４月下旬 ※当選者はプレゼント賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。　※賞品発送のため、当選者の住所・氏名・連絡先をプレゼント提供元に渡す場合が
ございますので、ご了承の上、ご応募ください。また、当選者の住所・氏名・連絡先は賞品発送の目的以外には使用いたしません。

応募方法

2018年３月３１日（土）当日消印有効締　切

応募先

お問い合わせ

抽　選

郵便はがきに住所・氏名・年齢・電話番号と、本誌に掲載されている「京の冬の旅キャンペーン」の中で、
今回参加されたイベント名と感想をご記入の上、ご応募ください。

■京都観光についてのお問い合わせは
京都総合観光案内所（京なび）

☎０７５－３４３－０５４８（8：30～19：00／無休）

〒600-8216　京都市下京区ＪＲ京都駅2F
http://www.kyokanko.or.jp

京都市河原町三条観光情報コーナー
☎０７５－２１３－１７１７（10：00～18：00／12月29日～1月3日休）

〒604-8005　京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町427番地　京都朝日会館1F
http://www.kyokanko.or.jp

（東京首都圏地域）京都館　情報コーナー
☎０３－５２０４－２２６５ (10：30～19：00／12月30日～1月3日休)

〒104-0028　東京都中央区八重洲2丁目1番1号　ヤンマー東京ビル1F
http://www.kyotokan.jp

（京都市観光協会業務取次所）名古屋業務取次所
☎０５２－５８２－２８９９ （月～土：10：00～18：00　日・祝：10：00～17：00　年末年始休）

※年末年始は営業時間が変わります。
〒450-0002 名古屋市中村区名駅1-2-4　名鉄バスセンター4F
 名鉄観光バス株式会社　ドラゴンズパック＆ハイキングセンター

（電話のお掛け間違いにご注意ください。）

京都観光旅館連盟協賛

おこしやすプレゼント

京都嵐山オルゴール博物館右京区

右京区嵯峨天龍寺立石町1-38

入館料大人1,000円を500円優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

火曜
12・3月は10:00～18：00
1・2月は10：00～17：00
(入館は閉館30分前まで）

☎075-865-1020

休館日

中嶋象嵌 昇龍苑店右京区

右京区嵯峨天龍寺門前昇龍苑2階

象嵌作品（ペンダント・タイ止め・ストラップ・
イヤホンジャック）制作体験大人3,000円
を2,900円（送料込・メールまたは電話にて
要予約・所要約６０分）

優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

無休 10：00～16：00

☎075-871-2610
休館日

レオタニモト レンタルバイク京都中央右京区

右京区西院下花田町28-141

基本料金を１割引
優待内容

ご利用時間

予約・お問い合わせ

火曜、12/29～1/4
10：00～18：30

☎0120-819-833

休館日

メール：info@nakajima-zougan.jp

ぞうがん

35,000坪の敷地に日本庭園の他、料亭、本格中国
料理のレストランなども備えた京のリゾート。

チャイニーズレストラン楼蘭
ランチ食事券／ペア２組

提供：しょうざんリゾート京都 ※2018年７月末まで有効

舞妓さんの舞や、茶道、
華道、雅楽、狂言など
伝統芸能を身近に鑑賞。

弥栄会館ギオンコーナー
観覧招待券／10名

提供：弥栄会館ギオンコーナー

明治・大正期に
活躍した七宝家・
並河靖之の七宝と
邸宅や庭を公開。

並河靖之七宝記念館　図録
「七宝、庭園と建物」／1名

提供：並河靖之七宝記念館

龍馬、新選組から明治維新まで
日本で唯一の幕末維新総合博物館。

幕末維新ミュージアム 
霊山歴史館 招待券／ペア５組

提供：幕末維新ミュージアム 霊山歴史館

きものショーや職人の実演見学、
体験など西陣織を
体感できる施設。

西陣織軽量アルミ製　
杖／1名

提供：西陣織会館

約１１kmのドライブウェイ。
展望台４ヶ所、バーベキュー施設やドッグランも。

嵐山－高雄パークウエイ
通行券／5名

提供：嵐山－高雄パークウエイ
※2018年12月末まで有効

嵐山小倉山を一望しながら
四季折々の風情を
楽しんで頂けます。

遊覧船（３０分乗船）ご招待
／ペア２組

提供：嵐山通船
※2018年6月末まで有効

古都・京都の街並みを
望む東山の高台に佇む
ウェスティン都ホテル京都。

レストラン「グランドビュー」
ディナー券／ペア１組

提供：ウェスティン都ホテル京都
※2018年5月1日～7月31日まで有効（一部除外日あり）

京都駅近。京の風情と現代的な
デザインが印象的なホテル。

オールデイダイニング「カザ」
ランチビュッフェ食事券／ペア１組

提供：リーガロイヤルホテル京都
※2018年5月1日～7月31日まで有効 

天下の名勝 嵐山の真向かいに
位置する老舗料理旅館です。

京弁当の昼食招待券／ペア１組

提供：嵐山弁慶 ※2018年5月1日～7月31日まで有効

ホテル最上階から望む京のパノラマと
バイキングをお楽しみいただけます。

トップラウンジ「オリゾンテ」
ランチバイキング食事券／ペア1組

提供：京都ホテルオークラ ※2018年5月1日～7月31日まで有効

京都駅より徒歩1分で味わう至上の
地中海料理をご堪能ください。

レストラン「オクターヴァ」
お食事券10,000円分／1名

提供：ホテル京阪京都グランデ ※2018年5月1日～7月31日まで有効

ＪＲ京都駅正面に位置し、
観光にもビジネスにも便利！

レストラン「ブールヴァール」
ディナーバイキング招待券／ペア１組

提供：京都新阪急ホテル 
※2018年5月1日～
7月31日まで有効
（一部除外日あり）

京菓子カルチャー体験館。
近くには「八つ橋庵とししゅうやかた」も。

京料理盛り込み膳“琳”と生八つ橋
手づくり体験　招待券／ペア1組

提供：八つ橋庵かけはし ※2018年7月末まで有効

約100年前の
町家でお気軽に
友禅染体験が
できます。

オリジナル和柄がま口／３名

提供：京友禅体験工房　丸益西村屋
※色柄は異なる場合があります。※お１人１点当たります。

漢字を見る
だけでなく、
触れる、学ぶ、
楽しむ展示の
体験型博物館です。

漢検　
漢字辞典／５名

提供：漢検　
　　   漢字博物館・図書館

人気の若手から実力派まで豪華出演者による京都
オリジナルな「祇園吉本新喜劇」で、生の笑いを体感！

よしもと祇園花月「本公演」
ご招待／ペア５組

提供：よしもと祇園花月

清水焼の
製作工程の
見学、展示、
販売、絵付けと
手びねりの
陶芸教室も

金彩蝶々抹茶碗／１名

提供：清水焼見学コース　コトブキ陶春

時代劇イベントや
キャラクター
イベント充実。
新アトラクションも
続々誕生。

東映太秦映画村入村招待券
／ペア5組

提供：東映太秦映画村
※2018年9月末まで有効

定期観光バス 特別コース
「京の夏の旅」招待／ペア5組

提供：京都市観光協会・京阪バス
※2018年８月１日～９月３０日まで有効

芸術的な万華鏡を常時５０点程
展示しており、手作り体験もできる。

テーパード万華鏡キット／２名

提供：京都万華鏡ミュージアム 姉小路館

京袋物のふろしき／２名

提供：京都市伝統産業課
※色柄は異なる場合があります。

※写真は全てイメージです｡ 30
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