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エリア 名称 特典内容 特典条件 資格

1 南区 東寺 特別拝観料（要優待券）
⾦堂・講堂諸堂拝観料500円を350円に。現⾦でのお⽀払いのみ。※五重塔初層内部
特別公開時は除く。また観智院・宝物館共通券の割引はありません。

会員のみ

2 東⼭区 ⼋坂神社 ⼀筆箋進呈 参拝の⽅に⼀筆箋進呈。 会員のみ

3 東⼭区 建仁寺 特別拝観料（要優待券） 拝観料600円を500円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

4 東⼭区 ⾼台寺 特別拝観料 拝観料600円を500円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

5 左京区 三千院 特別拝観料 拝観料700円を団体料⾦に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

6 左京区 貴船神社 参拝記念品進呈 参詣の⽅にオリジナル⼀筆箋を進呈。 会員のみ

7 左京区 下鴨神社 特別拝観料（要優待券） ⼤炊殿の拝観料500円を450円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（2名様）

8 左京区 くろ⾕ ⾦戒光明寺 絵はがき進呈 拝観の⽅に絵はがき1枚を進呈。 会員のみ

9 左京区 平安神宮 特別⼊苑料（要優待券） 神苑⼊苑料600円を550円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

10 上京区 北野天満宮 特製しおり進呈（要優待券） 参拝の⽅に特製しおり3枚組を進呈。 会員のみ

11 上京区 晴明神社 ⾦運上昇祈願札進呈（要優待券） 参拝に⽅に⾦運上昇祈願札1枚を進呈。 同伴者可（5名様）

12 北区 上賀茂神社 特別参拝料（要優待券） 国宝本殿･権殿の初穂料500円を450円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

13 右京区 仁和寺 特別拝観料 御殿拝観料800円を720円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

14 右京区 ⾞折神社 おみくじ1回無料（要優待券） 会員のみ

15 右京区 梅宮⼤社 特別⼊苑料（要優待券） 神苑の⼊苑料600円を550円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

16 ⻄京区 松尾⼤社 特別拝観料（要優待券） 庭園・神像館拝観料500円を350円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

17 ⼭科区 隨⼼院 特別拝観料＆絵はがき進呈 拝観料500円を450円に。現⾦でのお⽀払いのみ。※「はねず踊り」の⽇を除く 同伴者可（1名様）

18 伏⾒区 城南宮 記念品進呈 神苑拝観の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

19 伏⾒区 御⾹宮神社 特別拝観料（要優待券） ⽯庭の拝観料200円を180円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

20 宇治市 平等院 絵はがき進呈（要優待券） 拝観の⽅に絵はがき2枚を進呈。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

21 宇治市 萬福寺 特別拝観料＆ポスター進呈
拝観料500円を450円に。普茶料理をお⾷事の⽅には『⻩檗⼭萬福寺 全景之図』を進
呈。現⾦でのお⽀払いのみ。

会員のみ

22 滋賀 ⽐叡⼭ 延暦寺 特別巡拝料（要優待券） 三塔の共通巡拝料を団体料⾦に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（5名様）

エリア 名称 特典内容 特典条件 資格

1 下京区 京都定期観光バス コース料⾦割引（要優待券） 観光コース料⾦を300円引き。※⼀部コース除く 同伴者可（3名様）

2 下京区 京都タワー 展望室⼊場料⾦割引 展望室⼊場料⾦800円を750円に。 同伴者可

3 下京区 ⿓⾕⼤学 ⿓⾕ミュージアム ⼊館料割引 展覧会⼊館料を団体料⾦に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（3名様）

4 下京区 KCTP（京都サイクリングツアープロジェクト）レンタサイクル100円引き レンタサイクルご利⽤の⽅。 同伴者可（6名様）

5 下京区 京都鉄道博物館 ノベルティグッズ進呈 ⼊館の⽅。 会員のみ

6 下京区 ヤサカタクシー オリジナルポストカード4枚プレゼント 観光タクシー3時間以上ご利⽤の⽅。 同伴者可

7 中京区 京あるき Kimono Rental 京都さがの館 体験料3,290円を3,000円に スタンダード着物プラン体験の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

8 中京区 家紋⼯房 柊屋新七 名⽔「柳の⽔」⽤ペットボトルプレゼント 2,750円以上の体験をされた⽅（1グループに1本）。 会員のみ

9 中京区 ⼤⻄清右衛⾨美術館 ⼊館料割引 ⼊館料（呈茶付）1,600円を1,500円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

10 中京区 京都絞り⼯芸館 ⼊館料割引 ⼊館料800円を700円に。 同伴者可（4名様）

11 中京区 京都国際マンガミュージアム ⼊館料割引（要優待券） ⼊館料900円を720円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（5名様）

12 中京区 雀休 体験料割引 体験料2,750円を2,200円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

13 中京区 丸益⻄村屋 タオルまたはソックスプレゼント 体験をされた⽅。 同伴者可（5名様）

14 中京区 京都⽂化博物館 ⼊場料割引
総合展⽰の⼊場料500円を20％off、特別展の⼊場料を団体料⾦に。現⾦でのお⽀払
いのみ。

同伴者可（1名様）

15 中京区 ⾹⽼舗 松榮堂 薫習館 おみやげプレゼント カードご提⽰の⽅。 会員のみ

16 中京区 わくわく館 ⼿染め友禅刺繍マスクケースプレゼント 体験をされた⽅。 同伴者可

17 東⼭区 京都国⽴博物館 平成知新館名品ギャラリー観覧料割引（要優待券） 名品ギャラリー観覧料700円を優待料⾦600円に。※特別展は除く 同伴者可（1名様）

18 東⼭区 今井半念珠店 体験料・商品代割引
体験料3,000円（材料費込）を2,700円に。天然⽯を使った念珠を割引価格で。現⾦
でのお⽀払いのみ。

同伴者可

19 東⼭区 ⻄村菰軒 作陶体験料20％off 1名様5,000円以上の体験の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

20 東⼭区 藤平陶芸 湯呑の絵付け体験料割引 体験料2,100円を1,900円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

21 東⼭区 清⽔三年坂美術館 ポストカードプレゼント ご⼊館の⽅。 同伴者可（1名様）

22 東⼭区 染匠きたむら レンタル料20％off＆商品代10％off
5,000円以上お買上げの⽅、⼩紋をレンタルの⽅。さらに和装でご来店の⽅に和⼩物
をプレゼント。現⾦でのお⽀払いのみ。

会員のみ

23 左京区 細⾒美術館 ⼊館料割引 ショップでお買物の⽅にオリジナルはがきをプレゼント。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

24 左京区 京都市京セラ美術館 ⼊館料割引 コレクションルーム観覧料を団体料⾦に。 会員のみ

25 左京区 京都国⽴近代美術館 企画展・特別展割引 企画展・特別展を団体料⾦に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

26 左京区 泉屋博古館 ⼊館料割引 ⼊館料800円を20％off。 同伴者可(1名様）

27 左京区 野村美術館 ⼊館料割引 ⼊館料800円を700円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

28 左京区 ⽩沙村荘 橋本関雪記念館 ⼊館料割引 ⼊館料1,300円を1,200円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

29 左京区 ガーデンミュージアム⽐叡 ⼊園料割引 ⼊園料1,200円を1,000円に。11/24〜12/4は600円を500円に。 同伴者可（4名様）

30 上京区 相国寺承天閣美術館 ポストカード1枚プレゼント ⼊館の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

31 上京区 ⼭⽥松⾹⽊店 おみやげプレゼント 体験をされた⽅。 会員のみ

32 上京区 御所⻄ あいぜん［⻄村兄妹キモノ店］ 着付レッスン無料 無料で着付けワンポイントレッスンをします。 同伴者可（2名様）

33 上京区 京菓⼦資料館 茶席料割引 お茶席料700円を600円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（4名様）

34 上京区 樂美術館 ⼊館料10％off ⼤⼈の⽅のみ。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

35 上京区 ⻄陣織会館 体験料・商品代割引
⼿織体験2,200円を1,980円に、舞妓・芸妓・⼗⼆単の着物体験（写真1枚付）16,500
円を14,850円に。商品は10％off。※⼀部除外品あり

会員のみ

社寺
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36 上京区 茶道資料館 ⼊館料割引 ⼊館料を団体料⾦に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

37 上京区 箏春庵 オリジナルポストカードプレゼント 体験の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

38 上京区 織成舘 商品代10％off ミュージアムショップでお買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

39 上京区 ギャラリー紫織庵 商品代10％off お買上げの⽅。 同伴者可

40 上京区 北村美術館 ⼊館料割引 ⼊館料600円を500円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

41 北区 ギャラリー雅堂 商品代5％off 1名様11,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

42 北区 堂本印象美術館 ⼊館料割引 ⼊館料510円を20％off。 同伴者（1名様）

43 北区 しょうざんリゾート京都 庭園⼊園料割引 回遊式の北庭園の⼊園料500円を300円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（3名様）

44 右京区 嵐⼭通船 嵐⼭遊覧船特別割引
貸切船2名様まで4,000円を3,500円に（1名様毎に1,500円を1,200円に）。現⾦での
お⽀払いのみ。

同伴者可（5名様）

45 右京区 嵯峨嵐⼭⽂華館 ポストカードプレゼント ⼊館の⽅にポストカード1枚プレゼント。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

46 右京区 福⽥美術館 ポストカードプレゼント ⼊館の⽅にポストカード1枚プレゼント。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

47 右京区 さがの⼈形の家 ⼊館料割引 ⼊館料800円を700円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

48 右京区 嵐⼭-⾼雄パークウエイ 通⾏料割引 軽・普通⾃動⾞の通⾏料⾦1,200円を1,050円に。 会員のみ

49 右京区 東映太秦映画村 ⼊村料割引（要優待券） ⼤⼈の⼊村料2,400円を2,200円に。 同伴者可（4名様）

50 右京区 ⼋ッ橋庵とししゅうやかた 各種体験料・⾷事代5％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（2名様）

51 右京区 ⼋つ橋庵かけはし 各種体験料・⾷事代5％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（2名様）

52 伏⾒区 ⽉桂冠⼤倉記念館 オリジナル絵はがき1枚進呈 ⾒学の⽅。⼊館時にカードを提⽰。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

53 伏⾒区 岡⼭⼯芸 ⼯房⾒学無料 会員のみ

54 宇治市 宇治市 源⽒物語ミュージアム ⼊館料割引 ⼊館料600円を20％off。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

55 ⼋幡市 ⼋幡市⽴ 松花堂庭園・美術館 観覧料割引 庭園・美術館共通券を団体料⾦に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

56 ⼄訓郡 アサヒビール⼤⼭崎⼭荘美術館 ⼊館料100円引 現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

57 滋賀 ⽐叡⼭坂本ケーブル 運賃20％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

58 滋賀 旧⽵林院 ⼊園料割引 ⼊園料330円を260円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

エリア 名称 特典内容 特典条件 資格

1 下京区 割烹 いいむら ⾷事代5％off 1名様5,500円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）

2 下京区 四条・御旅町 ⽥ごと 佃煮パックプレゼント 1名様3,520円以上お⾷事の⽅。 同伴者可（4名様）

3 下京区 京料理 ちもと 飲物⼀品サービス 京懐⽯コースをご注⽂の⽅。 同伴者可

4 下京区 彩席ちもと 飲物⼀品サービス 1名様7,000円以上お⾷事の⽅。 同伴者可

5 下京区 京料理 銀⽔ ドリンク1杯サービス 1名様7,000円以上の会席をご注⽂の⽅。 同伴者可

6 下京区 ⿃初鴨川 グラスワインまたはソフトドリンク1杯サービス 2名様以上でお⾷事の⽅。 同伴者可（5名様）

7 中京区 イノダコーヒ本店 オリジナルポットマークふきんプレゼント 店内ご飲⾷の⽅。 会員のみ

8 中京区 ⽇本料理 隨縁亭 ⾷事代10％off 1名様4,000円以上ご飲⾷の⽅。 同伴者可（3名様）

9 中京区 先⽃町 いづもや 飲⾷代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

10 中京区 京料理 ⼤當両 ドリンク1杯サービス 1,000円以下のドリンクメニューから。お⾷事の⽅。 会員のみ

11 中京区 ⾖屋源蔵 ⼩鉢⼀品サービス 夜のコース料理6,050円以上をご注⽂の⽅。 同伴者可（3名様）

12 中京区 たん弥 ⽣ビール1杯サービス お⾷事の⽅。 会員のみ

13 東⼭区 蕎⻨と料理と酒 三味洪庵 本店 ⽇本酒1杯サービス 蕎⻨御膳4,290円をご注⽂の⽅。 同伴者可

14 東⼭区 dining HARIMAYA 飲⾷代5％off 1名様6,050円以上の夜のコースをご注⽂の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

15 東⼭区 祇園 花郷 ソフトドリンク1杯サービス ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）

16 東⼭区 祇園 ゆやま コースデザートをグレードアップ 京懐⽯コースをご注⽂の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）

17 東⼭区 祇をん ひつじ オリジナルスイーツサービス 1名様5,000円以上ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

18 東⼭区 京都祇園 天ぷら ⼋坂圓堂 コース代⾦10％off＆グラスワインサービス ※⼟･⽇･祝・年末年始は適⽤外 同伴者可

19 東⼭区 ⼋坂圓堂 THE CELESTINE KYOTO GION コース代⾦10％off＆グラスワインサービス ※⼟･⽇･祝・年末年始は適⽤外。他のサービスとの併⽤不可 同伴者可

20 東⼭区 札幌 かに家 京都店 ソフトドリンク1杯サービス お⾷事の⽅。 同伴者可（4名様）

21 東⼭区 いもぼう平野家本家 特製菓⼦「いもぼうる」プレゼント 1名様3,900円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

22 東⼭区 いもぼう平野家本店 あぶらとり紙プレゼント お⾷事の⽅。 同伴者可

23 東⼭区 京料理 うえの  お飲み物1杯サービス 1名様2,000円以上の料理をご注⽂の⽅。 同伴者可

24 東⼭区 京都清⽔ 京料理 ⽇⽉庵 あぶらとり紙プレゼント ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）

25 東⼭区 清⽔順正 おかべ家 飲⾷代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。※他のサービス券との併⽤不可 同伴者可（3名様）

26 東⼭区 夢⼆カフェ 五⿓閣 オリジナルグッズプレゼント ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。※現在休業中 会員のみ

27 東⼭区 京料理・寿司 沖よし ⾷事代100円引き 1名様1,450円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（3名様）

28 東⼭区 梅⾹堂 ⼩倉抹茶ゼリーパフェ50円引き 現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

29 東⼭区 そば茶寮 澤正 抹茶またはコーヒーサービス そば会席をお召し上がりの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（4名様）

30 東⼭区 京料理 髙澤 おみやげプレゼント 1名様4,200円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）

31 左京区 南禅寺 順正 ⾷事代10％off 1名様3,000円以上のコースをご注⽂の⽅。 同伴者可（3名様）

32 左京区 六盛 ドリンク1杯サービス 1名様3,300円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（6名様）

33 左京区 天ぷら圓堂 岡ざき邸 コース代⾦10％off＆グラスワインサービス ※⼟･⽇･祝・年末年始は適⽤外 同伴者可

34 左京区 美濃吉本店 ⽵茂楼 お⾷事の最後に点茶体験 ご予約時にお申し込みいただいたお⾷事の⽅。 同伴者可

35 左京区 茂庵 オリジナルグッズプレゼント ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

36 左京区 銀閣寺 ⾙ ドリンク1杯サービス 6,000円以上のコースをご予約の⽅。 同伴者可

37 左京区 さるや おみやげプレゼント 1名様1,000円以上ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

38 左京区 開晴亭北⼭本店 ⾷前酒1杯サービス 1名様2,200円以上お⾷事の⽅。 同伴者可

39 左京区 ⼭ばな平⼋茶屋 ⾷前酒1杯サービス 1名様7,700円以上の懐⽯料理をご注⽂の⽅。 同伴者可（５名様）

40 左京区 宝ヶ池ゆば泉 ディナーコース10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（3名様）

41 左京区 雍州路 コーヒーまたは紅茶1杯サービス 精進料理をご注⽂の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

42 左京区 京都貴船 右源太 絵はがきプレゼント 2名様以上でお⾷事をご予約の⽅。 会員のみ

43 左京区 ひろや 佃煮（川床期間は「京うちわ」）プレゼント 1名様12,100円以上お⾷事の⽅。 会員のみ

44 左京区 ⿃居茶屋 ⾷事代5％off 1名様3,600円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（５名様）

お⾷事
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45 左京区 ⼤原⼭荘 ⾷事代・宿泊代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

46 左京区 森善・おのみやす⼤原店 ⾷事代10％off 1名様1,500円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

47 上京区 天㐂 料理代5％off 1名様8,800円以上の会席料理をご予約の⽅。 同伴者可

48 上京区 旬菜 あだち 飲⾷代5％off 1名様3,000円以上ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（4名様）

49 北区 フルーツパーラー クリケット フルーツ2個プレゼント
お⾷事またはお買上げの⽅に、グレープフルーツ・オレンジをプレゼント（組合せ
⾃由）。現⾦でのお⽀払いのみ。

会員のみ

50 北区 あぶり餅 かざりや あぶり餅サービス ご注⽂の⽅に1⼈前につき2本サービス。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（５名様）

51 北区 きらきらひかる ドリンク1杯サービス 1名様2,000円以上お⾷事の⽅。 同伴者可（1名様）

52 北区 ⼀膳飯屋 りぃぼん ソフトドリンク1杯サービス ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

53 右京区 嵐⼭ぎゃあてい オリジナル開運ステッカープレゼント お⾷事の⽅。 会員のみ

54 右京区 新⼋茶屋 ジェラート50円引き 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）

55 右京区 良彌 奥の庭 ソフトドリンク1杯サービス 1名様2,200円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

56 右京区 京料理・ゆどうふ ⽵仙 幸運の数珠プレゼント 1名様3,850円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

57 右京区 あだし野 飲⾷代10％off 2名様3,000円以上ご飲⾷の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

58 右京区 ⽵林の⾥ スイーツサービス お⾷事の⽅。※4⽉〜ゴールデンウィーク、11⽉は除く 同伴者可

59 右京区 和洋折衷懐⽯ 佐近 ドリンク1杯サービス コース料理をご注⽂の⽅。 同伴者可

60 右京区 ブラッスリーせき ドリンク1杯サービス 1名様3,700円以上お⾷事の⽅。※12/22〜25は除く 同伴者可（1名様）

61 右京区 おからはうす おみやげプレゼント 1名様1,000円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（2名様）

62 右京区 京料理 萬⻑ ⾷事代10％off 本店1階席でお⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。※飲み物は除く 同伴者可

63 右京区 花ごころ あぶらとり紙プレゼント 1名様2,000円以上お⾷事の⽅。 同伴者可（５名様）

64 右京区 精進料理 阿じろ ソフトドリンク1杯サービス お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

65 右京区 カフェレストラン アララ ⾷事代10％off 1名様800円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（4名様）

66 右京区 もみぢ家 特製「北⼭杉オリジナルお箸」プレゼント 2名様4,000円以上お⾷事の⽅。 同伴者可（1名様）

67 右京区 とが乃茶屋 飲⾷代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

68 ⻄京区 元祖 苔乃茶屋 ⽢酒1杯サービス とろろそば、またはとろろ⻨めしセットをご注⽂の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（3名様）

69 ⼭科区 ゆる⾳家 「ゆる⾳家セット」割引 1,690円を1,500円に。 同伴者可

70 ⼭科区 炎の池 グラスワインまたはソフトドリンク1杯サービス 1名様1,000円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

71 伏⾒区 稲福 ⾷事代10％off 1名様1,000円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。※1･2⽉は除く 同伴者可（3名様）

72 伏⾒区 しも村 飲⾷代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

73 宇治市 抹茶料理 ⾠⺒屋 ソフトドリンク1杯サービス 1名様3,000円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（5名様）

74 宇治市 ⻩檗普茶料理 ⽩雲庵 飲物1本サービス お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（3名様）

75 ⽊津川市 あ志び乃店 わらび餅または330円の飲物サービス 1名様1,100円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

76 ⻑岡京市 いっぷく亭 ⽵のしおりプレゼント 1名様3,000円以上お⾷事の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

77 ⻑岡京市 京・洛⻄ ぶへい ハーフボトルワインプレゼント 1名様4,320円以上お⾷事の⽅。 会員のみ

78 滋賀 延暦寺会館 喫茶ドリンク代10％off＆商品代5％off 喫茶をご利⽤の⽅。商品代割引はおみやげ処で会員のみ。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（5名様）

79 滋賀 ⼤杉茶屋 絵はがき1枚プレゼント ご飲⾷・お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

エリア 名称 特典内容 特典条件 資格
1 下京区 アスティ京都 おみやげプレゼント 1店舗で3,000円以上お買上げ、またはご飲⾷の⽅。 会員のみ

2 下京区 祇園辻利 京都駅⼋条⼝店 商品代10％off お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。※冷菓、テイクアウトは除く 同伴者可

3 下京区 京都デニム 商品代10％off バッグお買上げの⽅。 同伴者可（2名様）
4 下京区 丹治蓮⽣堂 商品代5％off 1名様3,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
5 下京区 ⾖富本舗 五⾊⾖⼩袋プレゼント 1,080円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
6 下京区 川勝總本家 本店 おみやげプレゼント 1,000円以上お買上げの⽅。 会員のみ
7 下京区 洛中 髙岡屋 備⻑炭フレッシャープレゼント 1名様11,000円以上お買上げの⽅。 会員のみ
8 下京区 井助商店 商品代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。※セール品は除く 同伴者可
9 下京区 市原平兵衞商店 おみやげプレゼント 1名様10,000円以上お買上げの⽅。 同伴者可
10 下京区 林万昌堂 オリジナルグッズプレゼント ⽢栗を1名様1,000円以上お買上げの⽅。 会員のみ
11 南区 ⽴鮮調進 なかがわ 商品代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（10名様）
12 南区 東寺餅 よもぎ⼤福割引 よもぎ⼤福1個220円を200円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
13 中京区 よーじや ローションティッシュ2ヶプレゼント 2,000円以上お買上げ・ご飲⾷の⽅。 会員のみ
14 中京区 くろちく 商品代5％off 1グループ2,200円以上お買上げの⽅。※⼀部除外品あり 同伴者可
15 中京区 永楽屋細辻伊兵衛商店祇園店 オリジナルグッズプレゼント 3,300円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
16 中京区 永楽屋 季節の「おひがし」1袋プレゼント 2,160円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
17 中京区 京都和傘屋 辻倉 特製つまようじ和紙⼈形プレゼント 1名様5,000円以上お買上げの⽅。 同伴者可
18 中京区 ⼤⻄京扇堂 京扇⼦10％off 会員のみ
19 中京区 安⽥念珠店 念珠袋プレゼント 1名様11,000円以上お買上げの⽅。 会員のみ
20 中京区 嵩⼭堂はし本 和⽂具5％off 1名様3,300円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
21 中京区 宮脇賣扇庵 扇⼦ケースプレゼント 1名様5,000円以上お買上げの⽅。 同伴者可
22 中京区 ⽯⿊⾹舗 おみやげプレゼント 1,000円以上お買上げ（クレジット利⽤は2,000円以上）の⽅。 会員のみ
23 中京区 京都⼀の傳 本店 商品代10％off＆ご飲⾷５％off 会員のみ
24 中京区 丸久⼩⼭園 ⻄洞院店 ティーバッグプレゼント 3,000円以上お買上げの⽅。※喫茶は除く 会員のみ
25 中京区 におい袋 ゆりの 商品代5％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）
26 中京区 ⾹⽼舗 松榮堂 おみやげプレゼント お買上げの⽅。 会員のみ
27 中京区 柳桜園茶舗 オリジナル和ふきんプレゼント お買上げの⽅。 会員のみ
28 中京区 京⽣菓⼦司 松彌 特選「きな粉」プレゼント 1名様1,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
29 中京区 かざりや鐐 商品代5％off 1名様3,300円以上お買上げの⽅。 同伴者可
30 東⼭区 京菓⼦司 平安殿 商品代15％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（4名様）
31 東⼭区 井筒⼋ッ橋本舗 おみやげプレゼント 井筒⼋ッ橋本舗商品をお買上げの⽅。 会員のみ
32 東⼭区 家傳京飴 祇園⼩⽯ 飴の粗品プレゼント 1名様1,500円以上お買上げの⽅。 会員のみ
33 東⼭区 やよい おみやげプレゼント 1名様3,000円以上お買上げの⽅。 会員のみ

お買物
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34 東⼭区 東⼭⼋百伊 商品代8％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
35 東⼭区 島⽥耕園 ⼈形⼯房 おみやげプレゼント 1名様5,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
36 東⼭区 くろちく び和ん店 商品代5％off 1グループ2,200円以上お買上げの⽅。※⼀部除外品あり 同伴者可

37 東⼭区 五条坂陶器のれん会 清⽔焼10％off
「前謙」「陶点睛かわさき」「京都陶雅会」「あづま萬古堂」「壺屋いかい」「⽵
⻁堂」で清⽔焼をお買上げの⽅。※8/7〜10は除く

同伴者可

38 東⼭区 半兵衛麸 オリジナル保冷バッグプレゼント 1名様3,240円以上お買上げの⽅。※⾷事は除く 同伴者可
39 東⼭区 ⽢春堂 特製⼲菓⼦⼩袋プレゼント 和菓⼦作り体験をされた⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
40 東⼭区 京つけもの ⾚尾屋 商品代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
41 東⼭区 御菓⼦処 柏庵 商品代8％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
42 東⼭区 ⼤⾕園茶舗 商品代・飲⾷代10％off 店内会計1,000円以上の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。※特売品は除く 同伴者可
43 左京区 本家⻄尾⼋ッ橋 商品代10％off 3,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
44 左京区 ちりめん⼭椒 樂珍 ちりめん⼭椒10％off ちりめん⼭椒を1,180円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
45 左京区 美の創作 翠草堂 「スタンペン」プレゼント 1名様38,500円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
46 左京区 ゑびす屋加兵衛 神社前店 ⽮来餅（やきもち）割引 ⽮来餅1個150円を140円に。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
47 左京区 宝泉堂 おみやげプレゼント 1名様1,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

48 左京区 ⼀乗寺中⾕ 商品代5％off 1名様1,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。※飲⾷は除く 会員のみ
49 左京区 翠⽉ 商品代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
50 左京区 味⼯房 志野 ドレッシングプレゼント 3,240円以上お買上げの⽅。 会員のみ

51 左京区 志ば久 季節の京漬物プレゼント
2,000円以上お買上げの⽅。3,000円以上お買上げの⽅には、さらに⼤原の⾥の特製
カレンダーも進呈。現⾦でのお⽀払いのみ。

同伴者可

52 上京区 鶴屋吉信 特製あぶらとり紙プレゼント 菓遊茶屋ご利⽤の⽅。 同伴者可
53 上京区 佐々⽊酒造 商品代10％off お酒をお買上げの⽅。 同伴者可
54 上京区 洛庵 塗り箸プレゼント 1名様11,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
55 上京区 林孝太郎造酢 ｢京の酢みそ｣プレゼント 5,400円以上お買上げ・体験の⽅。 会員のみ
56 上京区 澤井醤油 たまごかけ醤油1本またはしょうゆあめプレゼント 5,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

57 上京区 こと路 ちりめん⼭椒10％off ちりめん⼭椒を1名様3,240円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
58 上京区 伝承の会 着物5％off＆におい袋プレゼント お買上げの⽅。 同伴者可（2名様）

59 上京区 ⽼松 北野店 おみやげプレゼント 体験をされた⽅にお菓⼦1個または北野天満宮梅苑ハガキプレゼント。 同伴者可（2名様）
60 上京区 ⼸⽉ 京店 商品代10％off 1名様1,000円以上お買上げの⽅。 会員のみ
61 上京区 京とうふ藤野本店／TOFU CAFE FUJINO ⾖乳ソフトクリーム関連商品50円引き ご飲⾷・お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（4名様）
62 北区 松野醤油 商品代8％off 3,000円以上お買上げの⽅。 同伴者可
63 北区 拍⼦⾞ 「⻤ころがし」3袋1,080円を1,000円に 「⻤ころがし」3袋お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（3名様）
64 北区 京都 おはりばこ 商品代5％off 会員のみ
65 北区 ⼤こう本店 商品代5％off 2,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
66 北区 葵家やきもち総本舗 やきもち10％off やきもち625円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
67 北区 すぐきや六郎兵衛 商品代10％off 2,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）
68 北区 ⾹袋・匂い袋 いせき おみやげプレゼント 1名様2,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
69 右京区 ⽵・⺠芸 定家 商品代10％off 同伴者可
70 右京区 あだしの まゆ村 「お肌ツルツルまゆ」プレゼント お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
71 右京区 京こもの ⾐笠 商品代5％off 1名様1,650円以上お買上げの⽅。 会員のみ
72 右京区 志留久楼⼟ 商品代5％off 既製品をお買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
73 右京区 御菓⼦司 萬為 和菓⼦10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
74 ⻄京区 松楽 商品代10％off 1,000円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
75 ⻄京区 よしみね乃⾥ 本店 ドリンク1杯サービス 1名様1,100円以上お⾷事の⽅。 会員のみ
76 ⼭科区 ちりめん⼭椒 京⼩町もり ご⾃宅への配送料サービス お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可

77 ⼭科区 京のおかき処 かなだや 商品代10％off 1,080円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。※サービス品は除く 同伴者可
78 伏⾒区 おせんの⾥ 松屋 きつねちゃん煎餅1枚プレゼント 1名様1,000円以上お買上げの⽅。※1/1〜７は除く 同伴者可
79 伏⾒区 ⽉の桂 増⽥德兵衞商店 おみやげプレゼント お買上げの⽅にオリジナル絵はがきプレゼント。 同伴者可
80 伏⾒区 京菓⼦司 富英堂 商品代10％off 現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ
81 宇治市 丸久⼩⼭園 槇島⼯場 商品代10％off ⾒学の⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可
82 宇治市 お茶の通圓 商品代10％off ご飲⾷、またはお買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 同伴者可（1名様）
83 宇治市 昇苑くみひも オリジナルチャームプレゼント 1,100円以上お買上げの⽅。 同伴者可（2名様）
84 宇治市 福寿園 宇治茶⼯房 お茶菓⼦1個プレゼント 1階売店で2,160円以上お買上げの⽅。 会員のみ

85 宇治市 中村藤吉本店 ティーバッグ1個プレゼント 銘茶売場で1名様で3,240円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ

86 ⻑岡京市 喜久春 ⽵の⼦最中1個プレゼント 1名様1,500円以上お買上げの⽅。現⾦でのお⽀払いのみ。 会員のみ


