
観光施設の特典一覧（平成29年7月4日時点）

観光施設一覧は、今後追加・変更の可能性があります【随時更新いたします】

1 福井 敦賀市 敦賀きらめき温泉リラ・ポート 敦賀市高野91-9-3 0770-24-1126
入浴料割引
（レンタルフェイスタオル付き：大人通常1,000円→700円、小人通常500円→350円）

2 福井 敦賀市 日本海さかな街 敦賀市若葉町1-1531 0770-24-3800 案内所にて粗品進呈

3 福井 小浜市 福井県立若狭歴史博物館 小浜市遠敷2丁目104 0770-56-0525 常設展観覧料20％ＯＦＦ

4 福井 小浜市 濱の湯 小浜市川崎3-4　御食国若狭おばま食文化館内 0770-53-4126 入浴者(大人)に白タオルプレゼント

5 福井 小浜市 若狭おばま観光案内所 小浜市駅前町１−１ 0770-52-2082 レンタサイクル　100円で乗り放題　（9:00～17:00）

6 福井 小浜市 若狭フィッシャーマンズ・ワーフ 小浜市川崎1-3-2 0770-52-3111 蘇洞門めぐり遊覧船乗船料10％ＯＦＦ（4名様まで）

7 福井 美浜町 若狭国吉城歴史資料館 美浜町佐柿25-2 0770-32-0050
若狭国吉城歴史資料館入館料
一般通常100円から50円（50円割引）　小人通常50円から無料（50円割引）

8 福井 美浜町 美浜町歴史文化館 美浜町河原市8-8 0770-32-0027
美浜町歴史文化館入館料
一般通常100円から50円（50円割引）　小人通常50円から無料（50円割引）

9 福井 若狭町 若狭町観光船レイククルーズ 若狭町海山68-20 0770-47-1127 大人乗船料10％ＯＦＦ（5名様から）

10 福井 若狭町 若狭三方縄文博物館 若狭町鳥浜122-12-1 0770-45-2270 入館料20％ＯＦＦ　※クーポン1枚につき5名様まで

11 福井 若狭町 若狭鯖街道熊川宿資料館宿場館 若狭町熊川３０−４－２ 0770-62-0330 入館料20％ＯＦＦ　※クーポン1枚につき5名様まで

12 福井 若狭町 みかた温泉きららの湯 若狭町中央1-6-1 0770-45-1126 入湯料　大人通常650円から600円(50円割引)

13 福井 若狭町 三方五湖レインボーライン 若狭町気山18-2-2 0770-45-2678
山頂公園入園料　大人通常800円から700円(100円割引)
ソフトクリーム300円から250円（50円割引）　※クーポン1枚で2名様

14 京都 精華町  けいはんな記念公園水景園 相楽郡精華町精華台6-1 0774-93-1200 窓口でコイのエサ（50円分）プレゼント　※1グループにつき1つ 年末年始休業

15 京都 八幡市 八幡市立松花堂庭園・美術館 八幡市八幡女郎花43番地 075-981-0010
庭園入園料団体料金とする
※１グループ全員（おひとり400円→320円）

 月曜日休館（祝日の場合、翌平日）

16 京都 木津川市 柿渋Houseみます 木津川市木津町宮ノ内９ 0774-39-7428 全品５％ＯＦＦ

17 京都 木津川市 萬鳥料理　雉祥 木津川市相楽袋樋１１－１ 0774-46-8095 コーヒーサービス 完全予約制

18 京都 木津川市 café Lantana 木津川市山城町平尾西方儀３８－１ 070-5502-5960 ランチを注文された方にミニスイーツプレゼント 日・月定休

19 京都 木津川市 薬膳レストラン　あわさい 木津川市兜台6-6-4 0774-73-1175
お食事をされた方に、食後のドリンクサービス
(コーヒー･ジュース・日本茶・ルイボスティなどお好きなもの）

駐車場100台
http://www.awasai.com/

20 京都 木津川市 パネッテリア・プルチーノ 木津川市山城町上狛的場19-6 0774-86-3771 1000円以上で焼き菓子プレゼント 日・木　祝日の月

21 京都 亀岡市 保津川遊船企業組合 亀岡市保津町下中島２ 0771-22-5846  乗船料の１割引き(クーポン１枚につき５名まで割引） 7月１日-9月30日までの期間限定

22 京都 亀岡市 森のステーション亀岡　匠ビレッジ　天然砥石館 亀岡市宮前町神前長野１５ 050-3700-1014 チャレンジ包丁研ぎ講習　２００円引き 火・水　定休

23 京都 亀岡市 チョロギ村　 亀岡市宮前町神前長野１５ 0771-26-5593 チョロギグッズ（ボールペン・付箋・クリアファイル）をもれなく進呈 土・日曜日のみ営業

24 京都 亀岡市 豆屋黒兵衛 亀岡市余部町谷川尻１０ 0771-24-2000 お買い上げの方全員にちょっぴりプレゼントを差し上げます。 無休

25 京都 亀岡市 ガレリア朝市 亀岡市余部町宝久保１－１ 0771-24-8888  コロッケ１００円を７０円に（お一人様１０個まで） 第２・第４木曜定休

26 京都 亀岡市  ファーマーズマーケットたわわ朝霧 亀岡市篠町野条上又３０ 0771-23-8318 ソフトクリーム３８０円を３５０円に 水曜日定休

27 京都 南丹市 道の駅スプリングスひよし 南丹市日吉町中宮ノ向８番地 0771-72-1526
ひよし温泉・温水プール　温浴利用優待割引
大人100円引き　小人50円引き　※一回利用５名まで。

水曜日休館日
祝日の場合、振替あり

28 京都 南丹市 ふらっと美山 南丹市美山町安掛下２３ 0771-75-0190 御土産物お買い上げ2,000円以上で美山牛乳（200ｃｃ）1本プレゼント 不定休

29 京都 南丹市 美山のめぐみ牛乳工房 南丹市美山町安掛下２３ 0771-75-0815 美山牛乳のソフトクリーム・ジェラート　　50円割引 不定休

30 京都 宮津市 天橋立ビューランド 宮津市字文珠437 0772-22-5304
リフト・モノレール共通　往復料（入園料込）　５０円引き
大人　８５０円→８００円　小人　４５０円→４００円

31 京都 宮津市 天橋立ワイナリー 宮津市字国分123 0772-27-2222  白ワインソフトクリーム　５０円引き２００円→１５０円 水曜定休

32 京都 宮津市 松和物産 宮津市字文珠640-59 0772-22-2451 お土産物　10％ＯＦＦ（一部商品をのぞく） 不定休あり

33 京都 宮津市 旬彩　するめや 宮津市字文珠640-45 0772-22-3123
お土産物　10％ＯＦＦ（一部商品をのぞく）
※カードでお支払いの場合割引は不可

不定休あり
酒類・骨董品も取り揃えています。

34 京都 宮津市 松井物産 宮津市字大垣68 0772-27-0028 5％ＯＦＦ（一部商品をのぞく）

35 京都 宮津市 橋立海産センター瑞松苑 宮津市字国分10 0772-27-1488 5％ＯＦＦ（一部商品をのぞく）

36 京都 宮津市 橋立大丸　本店 宮津市字文珠475 0772-22-4151

お土産物、お食事　5％ＯＦＦ（５００円以上）
以下の商品を除く
（売店）酒類、ジュース、アイスクリーム等お土産以外のもの
（食堂）酒類

37 京都 宮津市 橋立大丸　シーサイドセンター 宮津市字中野松の浜430 0772-27-1313

お土産物、お食事　5％ＯＦＦ（５０0円以上）
以下の商品を除く
（売店）酒類、ジュース、アイスクリーム等お土産以外のもの
（食堂）酒類

38 京都 宮津市  京都府立丹後海と星の見える丘公園 宮津市字里波見 0772-28-9111  自然素材のクラフト森のワークショップ　50円引き
開園時間
9：00～17：00  （7月～9月　9：00～20：00）
休園日　木曜日 （7月～9月　無休）

39 京都 宮津市 吉野茶屋 宮津市字文珠468-1 0772-22-6860
・天橋立名物　智恵の餅　お土産折詰め　各種20円引き
・made in丹後、宮津のお土産「only one商品」　10％ＯＦＦ

不定休有
天橋立天然ガキのBAL開催、その他にもイベントの
等のため、FB「吉野茶屋」にて臨時休業日などをお
知らせしていますので、お確かめください。

40 京都 宮津市 レストラン　アンソンベニール 宮津市江尻924 0772-27-1225 おすすめのアンソニンランチ　300円引き　2,300円→2,000円 火曜定休

41 京都 宮津市 坂元家 宮津市字江尻70-3 0772-27-0045 夕食時に地酒１合または、生ビール一杯をお付けします。

42 京都 宮津市 つるや食堂 宮津市字中野848 0772-27-0114 飲食10％ＯＦＦ（一部商品をのぞく）

43 京都 宮津市 四季膳　花の 宮津市字島崎2039-4 0772-22-0206 お食事後に地元のアイスクリームをサービス 火曜定休

44 京都 福知山市 福知山シネマ 福知山市東中ノ町２８－１ 0773-23-1249
劇場窓口にて、クーポン券（又は申込完了メール）を提示で、通常料金より一般200円、
学生・小人100円割引（４名様まで有効）
※サービスデー、他のクーポンとの併用はできません。

45 京都 福知山市 珉珉　福知山店 福知山市末広町２丁目２９番地 0773-23-6226 御食事代の10％ＯＦＦ 毎週火曜日（定休日）

46 京都 福知山市  農匠の郷やくの　夜久野高原温泉ほっこり館 福知山市夜久野町平野２１７９番地 0773-38-0001 入浴料100円引き
毎週水曜日
（水曜日が祝日の場合は翌日）

47 京都 福知山市 江戸前握り　華寿司 福知山市篠尾新町３丁目７５－７ 0773-22-6000 ５％ＯＦＦ
毎週水曜・第３火曜　定休日
11：30～14：00（Ｌ．Ｏ．13：30）
17：00～22：30（Ｌ．Ｏ．22：00）

48 京都 福知山市 御肉料理　竹下 福知山市駅南町３丁目１３４番地 0773-23-1014 コース料理注文の方にワインプレゼント 火曜日定休

49 京都 福知山市 大江山　鬼そば屋 福知山市雲原1248-2 0773-36-0016 定食各種50円引き
毎週火曜日・第3水曜日定休
営業時間　11時から16時
(売切次第終了)

50 京都 京丹後市 豪商稲葉本家 京丹後市久美浜町3102 0772-82-2356
吟松舎をご利用頂きクーポンをご提示で丹後特製「開運ぞうり」を、売店をご利用（金額は問
いません）頂きクーポンをご提示で稲葉本家特製ボールペンを進呈（お一人様１回限り）
（悠久の時が奏でる神の箱庭と名入れ）

毎週水曜日定休日

51 京都 京丹後市 道の駅　てんきてんき丹後　 京丹後市丹後町竹野313-1 0772-75-2525
・お土産店にて1,000円以上購入の方5％ＯＦＦ。但し、農産物は除く。
・クーポン券の提示、清算後の提示は受付けない。
・連休・夏休み期間は受付けない。

・7月→第2火曜日
・8月→第4火曜日
・上記以外の月→第2・4火曜日及び12月31日

52 京都 京丹後市 道の駅　丹後王国「食のみやこ」 京丹後市弥栄町鳥取123 0772-65-4193
アートレストラン「七姫殿」でお食事された方に
丹後クラフトビールかソフトドリンク１杯サービス

無休（冬期は火曜定休12～3月）

53 京都 京丹後市 有限会社フルーツ王国やさか 京丹後市弥栄町木橋2194 0772-65-4192 café menu 5％ＯＦＦ　※300円以上商品に限る 7/15（土）のみ休み

54 京都 京丹後市 道の駅　くみはまSANKAIKAN 京丹後市久美浜町浦明1709 0772-83-2000
売店にてお買い物商品5％ＯＦＦ致します。
※菜◯野果クラブ(農産物・他）レストラン、酒類、特売品、道の駅グッズは除く
〈お願い〉レジを打つ前に提示してください。レジの途中、清算後の提示は受付けません。

年中無休
営業時間　8：00～17：00
レストランは16：30ラストオーダー

55 京都 伊根町 ItalianBar PIENO 伊根店 与謝郡伊根町字本庄浜111-1 浦嶋館内 0772-33-0513 お食事をされた方にコーヒー1杯サービス
定休日　　　水曜日
営業時間　 １１：００～１４：００(ラストオーダー)

56 京都 伊根町  奥伊根温泉　油屋別館　和亭 与謝郡伊根町字津母570 0772-32-0306 入浴剤｢奥伊根温泉の素｣1個をプレゼント

57 京都 伊根町 奥伊根温泉　油屋本館　 与謝郡伊根町字津母570 0772-32-0972 入浴剤｢奥伊根温泉の素｣1個をプレゼント

58 京都 伊根町 伊根の舟屋　雅 与謝郡伊根町字平田552 0772-32-0280 カフェ利用料　50円引き（人数分）

59 京都 伊根町 お食事処　油屋 与謝郡伊根町字亀島459 （道の駅　舟屋の里公園内） 0772-32-0750 お食事代100円引き（人数分）

60 京都 伊根町 ｢食事処・呑み処　なぎさ｣ 与謝郡伊根町字平田563 0772-32-0022
干しなまこ丼をお召し上がりのお客様全員に「金運成就御守護の『干しなまこ』」をプレゼント!
（なまこは別名｢きんこ｣として砂金を集めてくれる精として古くから縁起の良い生き物です。

要予約

61 京都 与謝野町 丹後海陸交通株式会社 与謝郡与謝野町字上山田641 0772-42-0320

優待割引
①天橋立ケーブルカー・リフト 往復　大人600円　子供300円（通常　大人660円　子供330円）
②成相寺行き登山バス　往復　大人400円　子供200円 （通常　大人700円　子供360円）
③天橋立観光船（天橋立～一の宮)
片道　大人480円　子供240円（通常　大人530円　子供270円）
往復　大人870円　子供440円　（通常　大人960円　子供480円）
④伊根湾めぐり遊覧船  大人610円　子供310円　 （通常　大人680円　子供340円）

62 京都 与謝野町 京都府野田川ユースセンター 与謝郡与謝野町三河内48-1 0772-42-2000 利用料金の５％ＯＦＦ（要予約）　１クーポン　6名様まで利用可能 休館日　　12月31日、1月1日

63 京都 与謝野町 クアハウス岩滝 与謝郡与謝野町岩滝470 0772-46-3500 入館料　100円OFF (大人、中学生、子供　全て対象）
定休日　　　木曜日
メンテナンス休館日　有り
※ホームページをご確認下さい。

64 京都 与謝野町 加悦SL広場 京都府与謝郡与謝野町字滝941-2 0772-42-3186
入場料１０％OFF
大人　400円→360円　　小人　200円→180円

年中無休

65 京都 与謝野町 橋立ベイホテル 与謝郡与謝野町字岩滝68 0772-46-6100 レストランフォーヌズ・エルブ　　飲食　５％OFF

66 京都 与謝野町 丹後ちりめん歴史館 与謝郡与謝野町岩屋317 0772-43-0469 お買物金額　　レジにて１０％OFF 年中無休  入館無料  駐車場無料

67 滋賀 愛荘町 湖東三山金剛輪寺 滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺874 0749-37-3211 入山料600円→550円

68 滋賀 愛荘町 愛知川駅コミュニティハウス・るーぶる愛知川 滋賀県愛知郡愛荘町市895-3　近江鉄道愛知川駅舎内0749-42-8444
米粉に名産・山芋を練り込んだ焼き菓子「66ぼうろ」をプレゼント
※高速道路企画割引の申込完了画面（あるいは申込受付通知の画面）
または印刷したものを提示された方で、2000円以上（税別）お買い上げの方。

無休

69 滋賀 近江八幡市 ホテルニューオウミ 滋賀県近江八幡市鷹飼町1481 0748-36-6666 ガーデンラウンジ50％OFF AM10：00～19：30迄

70 滋賀 近江八幡市 ㈱水郷のさと　まるやま 滋賀県近江八幡市円山町1467-3 0748-32-2333
貸切船　一隻400円引き
定期船が一人100円引き

年中無休・年末年始は予約のみ

備考
都道
府県

地域 観光場所 住所 電話番号 クーポン内容



観光施設の特典一覧（平成29年7月4日時点）

観光施設一覧は、今後追加・変更の可能性があります【随時更新いたします】

備考
都道
府県

地域 観光場所 住所 電話番号 クーポン内容

71 滋賀 近江八幡市 白雲館観光案内所 滋賀県近江八幡市為心町元9 0748-32-7003 コーヒー　一人100円にて提供

72 滋賀 近江八幡市 安土城郭資料館 滋賀県近江八幡市安土町小中700 0748-46-5616 コーヒー　一人100円にて提供 月曜日（祝日の翌日）休館

73 滋賀 近江八幡市 安土駅前観光案内所 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1714 0748-46-4234 コーヒー　一人100円にて提供
安土駅改修工事後、引っ越し予定。
現店舗でのみ、サービス提供可。

74 滋賀 近江八幡市 お食事処　浜ぐら 滋賀県近江八幡市大杉町24 0748-32-5533 お食事された方に1ソフトドリンクサービスいたします。　１グループ４人様まで 水曜定休(火曜日休みの場合あり）

75 滋賀 近江八幡市 安土城考古博物館 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678 0748-46-2424 オリジナルグッズプレゼント 7/19～8/27は、開館。月曜日（祝日の翌日）休館。

76 滋賀 大津市 大津絵の店 滋賀県大津市三井寺町3-38 077-524-5656 全品5％ＯＦＦ 第1・3日曜日定休

77 滋賀 大津市 総本山　三井寺 滋賀県大津市園城寺町２４６ 077-522-2238 大人入山料６００円を５５０円に

78 滋賀 大津市 びわ湖花街道 滋賀県大津市雄琴1-1-3 077-578-1075 日帰り入浴おひとり様／2,210円→1,710円 8名様まで

79 滋賀 大津市 湯元舘 滋賀県大津市苗鹿2-30-7 077-579-1111 宿泊代金から10％OFF
8月31日は休館日。11月土曜日は除外。
他の割引との併用は不可。
※予約の際ドライブパス特典利用とお伝えください

80 滋賀 大津市 琵琶湖汽船 滋賀県大津市浜大津5-1-1 077-524-5000 ミシガンクルーズ乗船料10％ＯＦＦ

81 滋賀 大津市 柳が崎湖畔公園　びわ湖大津館 滋賀県大津市柳が崎5-35 077-511-4187  イングリッシュガーデン入園料大人320円→250円

82 滋賀 大津市 叶 匠壽庵　寿長生の郷 滋賀県大津市大石龍門4丁目2-1 077-546-3131 和菓子を税込1,080円以上お買い上げで10％OFF（飲食は除く） 水曜定休（3月と11月は無休）

83 滋賀 大津市 叶 匠壽庵　長等総本店 滋賀県大津市長等2丁目4-2 077-525-8111 和菓子を税込1,080円以上お買い上げで10％OFF（飲食は除く） 水曜定休

84 滋賀 大津市 叶 匠壽庵　石山寺店 滋賀県大津市石山寺1丁目576-3 077-534-6331 和菓子を税込1,080円以上お買い上げで10％OFF（飲食は除く）
水曜定休
※但し、祝日の場合は営業。
また、7・12・1・2月は土日祝日のみ営業予定。

85 滋賀 草津市 叶 匠壽庵　草津店  滋賀県草津市渋川1-1-60草津niwa+ 内 077-563-5030 和菓子を税込1,080円以上お買い上げで10％OFF（飲食は除く） 水曜定休

86 滋賀 甲賀市 新名神甲南ＰＡ（上り） 滋賀県甲賀市甲南町杉谷2281 0748-86-8188 カフェで珈琲50円引き

87 滋賀 甲賀市 新名神甲南ＰＡ（下り） 滋賀県甲賀市甲南町杉谷3166-2 0748-86-8236 カフェで珈琲50円引き

88 滋賀 甲良町 湖東三山　西明寺  滋賀県犬上郡甲良町池寺26 0749-38-4008  西明寺入山料を 50円引き（600円を550円に）

89 滋賀 高島市 今津サンブリッジホテル 滋賀県高島市今津町今津1689－2 0740-22-6666
宿泊規定から10%OFF
他の割引との併用不可

90 滋賀 高島市 今津サンブリッジホテル 滋賀県高島市今津町今津1689-2 0740-22-6666  レストラン利用の方食事代より、10％OFF（ランチバイキングを除く）

91 滋賀 高島市
今津サンブリッジホテル内
湖の辺ダイニング葦海（うみのべだいにんぐあし
み）

滋賀県高島市今津町今津1689－2 0740-22-6666
ランチバイキング200円OFF
他の割引との併用不可

92 滋賀 高島市 琵琶湖周航の歌資料館 滋賀県高島市今津町中沼1-5-7 0740-22-2108 ご来館された方に絵はがき１枚プレゼント 月曜定休

93 滋賀 高島市 奥琵琶湖マキノｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸホテル 滋賀県高島市マキノ町西浜763-2 0740-28-1111 お食事された方、飲食の5％OFF 無休

94 滋賀 高島市 ヴィラ山水・はなれ山水 滋賀県高島市マキノ町西浜761-1 0740-20-5051 ヴィラ山水・はなれ山水宿泊の方5％OFF

95 滋賀 高島市 高島市マキノ農業公園マキノピックランド 滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1 0740-27-1811 果樹園入園料10％OFF 果樹園開園期間中に限る。割引併用不可。

96 滋賀 高島市 琵琶湖汽船今津営業所 滋賀県高島市今津町今津31 0740-22-1747 竹生島クルーズ10％OFF 他との割引併用不可

97 滋賀 長浜市 国民宿舎 豊公荘 滋賀県長浜市公園町10-1 0749-62-0144

太閤温泉ご利用割引
大人600円→500円
子供200円→100円（3歳以上小学生以下）
3歳未満無料
営業時間　12時～20時

毎月第4木曜日は定休日

98 滋賀 長浜市 大見いこいの広場 滋賀県長浜市木之本町大見678 0749-82-2500 レンタル品500円引き 祝祭日を除く平日のみの特典

99 滋賀 長浜市 叶 匠壽庵　長浜黒壁店 滋賀県長浜市元浜町13-21　黒壁スクエア20号館 0749-65-0177 和菓子を税込1,080円以上お買い上げで10％OFF（飲食は除く） 水曜定休（※季節に変動あり）

100 滋賀 彦根市 びわ湖畔味覚の宿双葉荘 滋賀県彦根市松原町1377 0749-22-2667 お食事または宿泊の方に１ドリンク付き 要予約

101 滋賀 彦根市  日本郵政株式会社かんぽの宿　彦根 滋賀県彦根市松原町3759 0749-22-8090 ご宿泊利用の夕食時にグラスビール又はソフトドリンクサービス（お1人様につき1杯） ※適用除外日：8/1・11～14

102 滋賀 彦根市 ホテルサンルート彦根 滋賀県彦根市旭町9-14 0749-26-0123 ロビーにてホッとひといきつける挽きたて珈琲をお召し上りいただけます 無休

103 滋賀 彦根市 彦根びわこホテル 滋賀県彦根市平田町63 0749-24-8000
基本宿泊料　平日　20％　OFF
年末年始　お盆を除く休前日１０％OFF

無休

104 滋賀 日野町 日野まちかど感応館（日野観光協会） 滋賀県蒲生郡日野町村井１２８４ 0748-52-6577 喫茶コーナー ドリンク100円引き 月曜定休

105 滋賀 野洲市 鮎家の郷　比良暮雪 滋賀県野洲市吉川4187 077-589-3999 レストラン比良暮雪でおひとり様1000円以上お食事された方にソフトドリンク１杯サービス


