
「地下鉄・バス一日（二日）券」優待施設一覧　　　　　　　　　ご利用方法：乗車券の呈示で施設で割引等の優待が受けられます。（「いい古都チケット」「京めぐり」も同様の優待が受けられます）

令和元年１０月１日現在
名称 最寄バス停 最寄駅 優待内容 所在地 ＴＥＬ 営業時間 休日

1 愛宕念仏寺 愛宕寺前（京都バス） 「厄除千手観音」の千社札進呈 京都市右京区嵯峨鳥居本深谷町２－５ 075‐285-1549 8：00～17：00 無休

2 華厳寺（鈴虫寺） 苔寺・すず虫寺（京都バス） ゆかりのパンフレット授与 京都市西京区松室地家町３１ 075‐381-3830 9：00～16：30 無休

3 旧嵯峨御所　大本山大覚寺 大覚寺 塗香の授与 京都市右京区嵯峨大沢町４ 075‐871-0071 9：00～16：30 無休※寺内行事により内拝不可日有

4 滝口寺 嵯峨釈迦堂前
拝観料　大人300円を250円に。（大人のみ拝観料50円引
き）

京都市右京区嵯峨亀山町10-4 075-871-3929 9：00～17：00 無休

5 二尊院 嵯峨小学校前 人生五訓　授与 京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町２７ 075‐861-0687 9：00～16：30 無休

6 法金剛院 花園扇野町 1人50円引き 京都市右京区花園扇野町４９ 075‐461-9428
9：00～16：00（受付終了時間）閉門
16：30

無休

7 東映太秦映画村 太秦広隆寺前，太秦映画村道

映画村入村料金割引　大人2,400円→2,000円,中高生
1,400円→1,200円,子供（3歳～小学生）1,200円→
1,000円

京都市右京区太秦東蜂丘町１０ 075‐864-7716

9:00～17:00（2019年3月1日～12月1
日）
9：30～17：00（2019年12年2日～
2020年2月.29日）
入村は開村の60分前まで

2020年1月14日～1月24日

8 堂本印象美術館 立命館大学前 団体割引適用（2割引）※～3/20までは改装工事中 京都市北区平野上柳町26-3 075-463-0007 9：30～17：00（16：30最終入館）
月曜（祝日の場合は翌日），年末年始，展示
替えによる臨時休館あり

9 嵐山温泉彩四季の宿　花筏 嵐山公園 お食事（3000円以上）10％割引（一部メニューを除く） 京都市西京区嵐山中尾下町５７ 075-861-0228 11：00～15：30，17：30～20：00 不定休

10 嵯峨野工房 嵯峨釈迦堂前 お買い上げ1,000円以上（現金のみ）で10％割引 京都市右京区嵯峨二尊院門前往生院町6-4 075-882-1210 10：00～17：00 不定休

11 平の家 嵐山天龍寺前 単価1,600円以上の商品10％割引 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町20-25 075-861-0828 11：00～16：00 毎週水・木曜日

12 ライブラ 嵐山天龍寺前
全てのメニューから50円引き　当店のドリンクセット100
円引きとの併用は不可

京都市右京区嵯峨天龍寺造路町２０－２３ 075‐882-5719 11：30～17：00 不定休

13 瑞峯院（大徳寺内） 大徳寺前
高校生と大人400円を350円に割引　中学生と小学生は
300円で割引は無し

京都市北区紫野大徳寺町８１ 075-491-1454
9：00～17：00（16：30で閉門も有
り）

無休

14 大仙院（大徳寺内） 大徳寺前 団体料金の適用（おひとり様10円引き） 京都市北区紫野大徳寺町５４－１ 075-491-8346
3月～11月までは9：00開門17：00閉
門，12月～2月は9：00開門16：30閉
門

無休

15 曼殊院 一乗寺清水町 拝観料大人600円→550円（団体割引） 京都市左京区一乗寺竹ノ内町４２番地 075-781-5010 9：00～17：00（16：30受付終了） 無休

16 妙蓮寺 堀川寺ノ内 拝観料50円引 京都市上京区妙蓮寺前町875 075-451-3527 10：00～16：00
水曜日，年末年始※年間行事等により拝観で
きない場合あり

17 龍源院（大徳寺内） 大徳寺前 対象乗車券を呈示頂きましたら団体割引料金になります 京都市北区紫野大徳寺町８２番地の1 075-491-7635 9:00～16：20 4月19日,法要等により不定休

18 北野天満宮 北野天満宮前 栞３枚組 京都市上京区馬喰町 075ｰ461-0005 9：00～17：00（受付） 無休

19 元離宮二条城 二条城前 二条城前 入城料　一般100円引き
京都市中京区二条通堀川西入二条城町５４１番
地

075-841-0096 8：45～16：00（閉城17：00） 要問合せ

20 京都市学校歴史博物館 四条河原町 大人200円→160円，子ども100円→80円 京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町437 075-344-1305 9：00～17：00（入館は16：30まで）
水曜日（休日の場合は翌平日），12/28～
1/4

21 京都水族館 七条大宮・京都水族館前 入場料10％割引　※その他割引サービスとの併用不可 京都市下京区観喜寺町35−1（梅小路公園内） 075-354-3130 10：00～18：00（季節により異なる） 無休（臨時休業あり）

22 京都鉄道博物館
梅小路公園・京都鉄
道博物館前

入館料金10％割引　※その他割引サービスとの併用不可） 京都市下京区観喜寺町 0570-080-462 10：00～17：30（入館は17：00迄）
水曜日（祝日，3月25日～4月7日，7月21
日～8月31日等は営業），年末年始（12月
30日～1月1日），一部火曜日

23 京都タワー 京都駅前 京都
大人（通常）800円→700円,高校生（通常）650円→550
円,小中学生（通常）550円→450円　　京都タワー展望室
入場料100円引き

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721
番地の１

075-361-3215
9:00～21:00（最終入場20：40）※変
動する可能性有

無休

24 京都文化博物館 堺町御池 烏丸御池 総合展示・特別展とも団体料金に割引  京都市中京区三条高倉 075-222-0888
総合展示10：00～19：30，特別展
10:00～18:00（金曜日は～19：30）※
入場は各閉室30分前まで

月曜日（祝日の場合は翌日）年末年始

25 西陣織会館 堀川今出川 2階売場商品10％割引(一部除外品あり)
京都市上京区西堀川通元誓願寺上る竪門前町４
１４番地

075-451-9231
10：00～18:00（3/1～10/31）・
10：00～17：00（11/1～2/28）

12月29日～1月3日

26 キムカツ京都烏丸 四条烏丸 四条 ドリンク1杯サービス＆宮内庁御用達箸問屋のお箸を進呈
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620Ｃ
ＯＣＯＮ烏丸地下1階

075-352-1129 11：00～22：00（ＬＯ21：30） ビルの休館日に準ずる，12/31，1/1

27 五明 西洞院正面 オリジナル箔打ち紙 京都市下京区新町通正面下る平野町784 075-371-1880 9：00～18:00 日祝日，イベント参加日

28 新京極土産品商組合 四条河原町
お買い上げ額1,000円以上で記念品進呈（京一屋、南海堂、
べんてん堂、京のふるさと、越後屋、千枚漬本家大藤、京都
メモリー、本家西尾八ツ橋、後藤清高堂、井筒八ツ橋本舗）

店舗により異なる 店舗により異なる 店舗により異なる 店舗により異なる

29 ロイヤルホスト（堀川五条店） 堀川五条
ご飲食3,000円以上で10％割引（北山店・桂店・山科西野
店・上鴨店・宇治槙島店でも適用）

京都市下京区醒ヶ井通六条上ル佐女牛井町
143

075-365-3021 7：00～翌0：00（店舗により異なる） 無休（年３回定休日有）

30 永観堂 南禅寺・永観堂道 蹴上 拝観料100円引（ライトアップ時除く） 京都市左京区永観堂町４８ 075-761-0007 9：00～16：00受付終了　17：00閉門 無休

31 高台寺 東山安井 600円→団体料金500円（呈示にて） 京都市東山区高台寺下河原町526番地 075-561-9966 9：00～17：00　※夜間拝観期間有 無休



「地下鉄・バス一日（二日）券」優待施設一覧　　　　　　　　　ご利用方法：乗車券の呈示で施設で割引等の優待が受けられます。（「いい古都チケット」「京めぐり」も同様の優待が受けられます）

令和元年１０月１日現在
名称 最寄バス停 最寄駅 優待内容 所在地 ＴＥＬ 営業時間 休日

32 金地院 南禅寺・永観堂道 蹴上 団体料金で拝観可 京都市左京区南禅寺福地町86−12 ０75-771-3511
8：30～17：00（12～2月は～16：
30）

無休

33 地主神社 清水道 開運こづち授与 京都市東山区清水一丁目３１７番地 075-541-2097 9：00～17：00 無休

34 泉涌寺 泉涌寺道 散華授与 京都市東山区泉涌寺山内町２７ 075-561-1551
9：00～16：30受付終了17：00閉門,但
し12月～2月は16：00受付終了

無休

35 知恩院 知恩院前
各庭園窓口にて対象乗車券呈示により大人（高校生以上）1
名10％割引（団体割引適用）小人は対象外とする

京都市東山区林下町400番地 　総本山知恩院 075－531-2111
9：00～16：00受付（方丈庭園のみ
15：50受付終了）

年中無休　但し諸行事他等により急遽拝観休
止の場合もあります

36 智積院 東山七条 呈示者には拝観料を団体料金扱い（50円引き） 京都市東山区東大路通七条下る東瓦町964 075-541-5361 9：00～16：30（16：00最終受付） 12月29,30,31日

37 平安神宮

岡崎公園美術館・平
安神宮前，岡崎公園
ロームシアター京
都・みやこめっせ前

東山 神苑拝観料50円引 京都市左京区岡崎西天王町９７ 075-761-0221 8：30～17：30（季節により異なる） 無休

38 六波羅蜜寺 清水道 宝物館拝観料　大人,学生,小人すべて50円引
京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町
８１番地の１

075-561-6980 8：00～17：00 無休

39 弥栄会館ギオンコーナー 祇園 ギオンコーナー入場料　大人3150円→2800円
京都市東山区祇園町南側５７０－２　弥栄会館
内

075-561-1119 17：30～20：00
7月16日,8月16日,12月29日～1月3日※
12月1日から3月の第2週目までの月・火・
水・木曜日

40 霊山歴史館 東山安井 団体料金適用 京都市東山区清閑寺霊山町１ 075-531-3773
10：00～17：30（17：00までに入
館）

毎週月曜日（月曜が祝日の場合は開館し，翌
日休館）

41 無鄰菴 岡崎公園美術館・平安神宮前 蹴上 入場料100円引 京都市左京区南禅寺草川町31番地 075-771-3909 季節による 12/29～12/31

42 京都市動物園 岡崎公園動物園前 蹴上 一般の入園料割引（620円→520円） 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内 075-771-0210
9：00～17：00（3月～11月）,9：00
～16：30（12月～2月）入園は閉園時間
の30分前まで

月曜日,祝日の場合翌平日,12/28～1/1

43 京料理　舞妓 祇園 料理10％割引
京都市東山区祇園花見小路四条下ﾙ西側祇園町
南側５７０－１２２

075-532-2626 11：30～22:30 年中無休

44 南禅寺　順正 南禅寺・永観堂道 蹴上
ゆどうふ（コース料理3,000円～）10％割引※他の割引と
の併用不可

京都市左京区南禅寺草川町60 075-761-2311
11：00～21：30（ラストオーダー
20：00）

不定休

45 洛匠 東山安井 店内でのご飲食5％割引
京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町
５１６

075-561-6892 9：30～18:00 不定休

46 六盛
熊野神社前，東山二
条・岡崎公園口

東山 ご利用額５％割引（現金のみ） 京都市左京区岡崎西天王町71 075-751-6171
平日11：30～14:00.16:00～21:00
土・日・祝11:30～21:00（ラストオー
ダー20:00）

月曜日（祝日の場合は振替）

47 デザートカフェ長楽館 祇園
乗車券をご呈示頂きましたお客様は、カフェご利用料金より
５％off

京都市東山区八坂鳥居前東入円山町 604 075-561-0001
11：00～19：30（ラストオーダー
19：00）

不定休

48 京都市青少年科学センター 青少年科学センター前
入場料及びプラネタリウム観覧料を以下の金額に減額。入場
料大人260円,中高生100円,小学生50円　プラネタリウム観
覧料大人2６0円,中高生100円,小学生50円

京都市伏見区深草池ノ内町１３ 075-642-160１
9：00～17：00※入館は閉館の30分前
まで

木曜日※祝日の場合は翌平日

49 京（みやこ）エコロジーセンター 青少年科学センター前
京ｴｺﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞ(缶ﾊﾞｯｼﾞ,消しゴム,ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ等)をプ
レゼント

京都市伏見区深草池ノ内町１３ 075-641-0911
9：00～21：00（1・2階展示コーナー
は17：00まで）

木曜日（祝日の場合は翌平日）,年末年始

50 中村ローソク 竹田出橋 竹田 店内お買い上げ商品消費税相当額をサービス 京都市伏見区竹田三ッ杭町57-8 075-641-9381 9：00～17：30 日曜，祝日，第2，第4土曜日

51 中村ローソク絵付体験工房 竹田出橋 竹田
和ろうそく絵付け体験代が10％割引（絵付け体験要予
約）。オリジナルポストカード進呈

京都市伏見区竹田桶ノ井町18-20 075-644-0733
9：30～17：30（絵付体験時間，最終受
付16：00まで）

不定休

52 勧修寺 勧修寺（京阪バス） 小野 大人400→320円,小人200→160円 京都市山科区勧修寺仁王堂町２７番地の６ 075-571-0048 9:00～16:00 無休

53 岩屋寺 大石神社 拝観料400円→350円 京都市山科区西野山桜ノ馬場町96 075-581-4052 9：00～16：30 無休

54 随心院 小野（京阪バス） 小野 拝観料　一般500円→450円　中学生300円→250円 京都市山科区小野御霊町35 075-571-0025 9:00～16：30 不定休

55 毘沙門堂 山科駅（京阪バス） 山科 団体料金適用 京都市山科区安朱稲荷山町18 075-581-0328
8：30～17：00（16：30最終受付）※
季節により異なる

無休

56 関西ﾂｰﾘｽﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ京都 京都駅前 京都 手荷物預かり料金を１個につき，通常料金の100円引き
京都市下京区烏丸通七条下ﾙ東塩小路町721-1
京都ﾀﾜｰﾋﾞﾙ３階

手荷物預かり
080-5336-7908
観光案内所Ｔ
075-341-0280

10：00～18：00※手荷物預かりは9:00
～20：00

12月30～1月3日

57 Cｒｏｓｔａ京都 京都駅前 京都
Cｒｏｓｔａ京都から京都市内提携宿泊施設へのｷｬﾘｰｻｰﾋﾞｽ
1,000円→900円（1割引）

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
JR京都駅地下中央改札横

075-352-5437 8：00～20：00 年中無休

58 京都市交通局コトチカ京都案内所 京都駅前 京都
京都市内宿泊施設までのキャリーサービス100円引き
※一部お届けできない施設もあります

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
地下鉄京都駅中央1改札口横

075-371-9866 7：30～19：30 年中無休

59 京KOKO　Ｗｅｌｃｏｍｅ　Center 京都駅前 京都
京都市内宿泊施設までのキャリーサービス100円引き
※一部お届けできない施設もあります

京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町
676番地13メルパルクビル１階

075-343-7277 9：00～17：00 年中無休

60 ぐるなび情報ラウンジ京都 京都駅前 京都 オリジナル「おすすめのレストランMAP」プレゼント
京都市中京区 河原町三条上ル恵比須町427番
地京都朝日会館1階 京都市河原町三条観光情
報コーナー内

075-213-1717 10:00～18：00 年中無休


