
観光施設の特典一覧（令和元年7月19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 京都 亀岡市 ガレリアかめおか　物産市場「アトリオ」 亀岡市余部町宝久保1-1 0771-24-8888 コロッケ1個100円を80円に（税別）ただし、お一人様10個まで 毎月第4木曜日定休

2 京都 亀岡市 チョロギ村 亀岡市宮前町神前長野15 0771-56-8807 小冊子「薬草の豆知識」をもれなく進呈 月・火・水曜定休

3 京都 京丹波町 道の駅「和（なごみ）」 船井郡京丹波町坂原上モジリ11 0771-84-1008 黒豆ソフト50円引き 不定休

4 京都 京丹波町 道の駅「瑞穂の里さらびき」 船井郡京丹波町大朴休石１０－１ 0771-88-9350 ソフトクリーム１００円引き 第２・第４木曜日

5 京都 南丹市 道の駅スプリングスひよし・ひよし温泉 京都府南丹市日吉町中宮ノ向８番地 0771-72-1526 ひよし温泉温浴利用料大人１００円引小人５０円引 水曜日定休、7/4臨時休館

6 京都 南丹市 道の駅 美山ふれあい広場（ふらっと美山） 南丹市美山町安掛下23  0771-75-0190 お土産物お買い上げ2,000円以上で美山牛乳（200cc)1本プレゼント 不定休

7 京都 京丹後市 宇川温泉よし野の里 京都府京丹後市丹後町久僧1562 0772-76-1000 温泉入浴料100円引（通常600円）大人のみ　※1クーポン5名様まで利用可能 木曜日（夏期・祝日は営業）

8 京都 京丹後市 道の駅　くみはまSANKAIKAN 京都府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%割引いたします。※菜〇野果クラブ（農産物・他）レストラン、酒類、特売品、道の駅グッズは除く。
年中無休
営業時間　8：00～17：00

9 京都 京丹後市 道の駅てんきてんき丹後 京都府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％引き。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。

第2・第4火曜日（但し、7月は第2、8月は第4）12月31日

10 京都 京丹後市
公益財団法人丹後地域地場産業振興センター

（アミティ丹後）
京都府京丹後市網野町網野367番地 0772-72-5261 1,000円（税別）以上のお買い上げで5%OFF

11 京都 京丹後市 観光施設　豪商稲葉本家 京丹後市久美浜町土居3102 0772-82-2356
お越し頂き「吟松亭」のばら寿司定食￥1,000をお召し上がり頂いた方は￥900にさせて頂きます。
　稲葉本家名物の「ぼたもち＋玉露セット」「ぼたもち＋コーヒーセット」「ぼたもち＋抹茶セット」をお召し上がり頂いた方へ、当館
のお土産をプレゼント（稲葉本家神の箱庭ボールペン）（クーポン券等利用方法条件を満たした方）

水曜休館日（水曜日祝日の場合は翌日）

12 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
 ①丹後匠庵にて１０００円（税別）以上お買い物で１０％OFF
 ②小町スコーラ体験教室にて、おひとり100円引き

※清算前にクーポンをご提示お願いします

〇定休日：火曜日（夏休みなどハイシーズンは無休）
〇体験教室についてはHPをご確認ください。

13 京都 伊根町 奥伊根温泉　油屋　本館 京都府与謝郡伊根町字津母570 0772-32-0972
売店にてお買い物をされた方に、
購入金額から50円割引
（他の優待、割引との併用不可）

14 京都 伊根町 奥伊根温泉　油屋　別館和亭 京都府与謝郡伊根町字津母570 0772-32-0306
売店にてお買い物をされた方に、
購入金額から50円割引
（他の優待、割引との併用不可）

15 京都 伊根町 舟屋食堂 京都府与謝郡伊根町字平田491 0772-32-0800
平日のお飲み物50円引き
（クーポン1枚につき1名様まで、会計時にクーポンをご提示またはお渡しください。）

木曜定休

16 京都 伊根町 レストラン舟屋 京都府与謝郡伊根町字亀島459 0772-32-0680
平日のお飲み物50円引き
（クーポン1枚につき1名様まで、会計時にクーポンをご提示またはお渡しください。）

火曜定休

17 京都 精華町
けいはんな記念公園

水景園
京都府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

18 京都 綾部市 綾部市天文館 綾部市里町久田21-8 0773-42-8080
オリジナル写真ハガキ
※入館された1家族に1枚

休：月曜、祝日の翌日、年末年始
入館料：大人200円、小中学生100円

19 京都 綾部市 綾部ふれあい牧場 綾部市位田町桧前81 0773-48-1000
牧場名物濃厚ジャージー牛の
ソフトクリーム100円割引

火曜定休

20 京都 綾部市 あやべ温泉 綾部市睦寄町在ノ向10 0773-55-0262
①温泉入浴料金100円引き
　※割引は大人のみ、1クーポン5名まで
②1,000円以上の飲食またはお買い物で100円引き

毎月第２、第４月曜（祝日の場合は翌日）定休

21 福井 小浜市 福井県立若狭歴史博物館 福井県小浜市遠敷2丁目104 0770-56-0525
常設展観覧料2割引
若狭路オリジナルクリアファイルの進呈

22 福井 美浜町 若狭国吉城歴史資料館 福井県三方郡美浜町佐柿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）＞
若狭路オリジナルクリアファイルの進呈

23 福井 美浜町 美浜町歴史文化館 福井県三方郡美浜町河原市8-8.. 0770-32-0027
入場料割引　＜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）＞
若狭路オリジナルクリアファイルの進呈

24 福井 若狭町 若狭三方縄文博物館 福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1 0770-45-2270
入館料2割引に加え、福井県年稿博物館と当館との共通入館料の２割引
若狭路オリジナルクリアファイルの進呈

25 福井 敦賀市 敦賀きらめき温泉リラ・ポート 福井県敦賀市高野91-9-3 0770-24-1126 バスタオル・フェイスタオルのセットの貸出無料（200円分）

26 福井 敦賀市 敦賀昆布館 福井県敦賀市坂下17 号３−１ 0770-24-3070  案内所にて粗品（ミックス昆布飴）進呈※売店で2,000円以上ご購入いただいた方限定

27 福井 敦賀市 敦賀赤レンガ倉庫 福井県敦賀市金ケ崎町4番1号 0770-47-6612  案内所にて粗品進呈※ご入館いただいた方限定

28 福井 敦賀市 日本海さかな街 福井県敦賀市若葉町１-1531 0770-24-0489  案内所にて粗品進呈※ご入館いただいた方限定

29 福井 小浜市 濱の湯（御食国若狭おばま食文化館） 福井県小浜市川崎3-4 0770-53-4126  入浴者(大人)に白タオルプレゼント※ご入館いただいた方限定

30 福井 小浜市
若狭おばま観光協会レンタサイクル（ＪＲ小浜駅
横）

福井県小浜市駅前町6-1 0770-52-2082  レンタサイクル　100円で乗り放題（9:00～17:00）　＊普通自転車（電動ではない）に限り若狭路オリジナルクリアファイルの進呈　11月末頃金額改訂予定あり

31 福井 小浜市 若狭フィッシャーマンズ・ワーフ（蘇洞門） 福井県小浜市川崎1-3-2 0770-52-3111
蘇洞門めぐり遊覧船乗船料1割引
大人通常2000円から1800円（200円割引）　小人通常1000円から900円（100円割引）

32 福井 若狭町 若狭町観光船レイククルーズ 福井県三方上中郡若狭町海山 0770-47-1127 乗船料1割引（大人4名以上） 10/1から乗船料金値上（予定）

33 福井 若狭町 みかた温泉きららの湯 福井県三方上中郡若狭町中央1-6-1 0770-45-1126 御一人様につきタオル１枚プレゼントおよび入湯料　大人通常650円から550円(100円割引)

34 福井 若狭町 福井県年縞博物館
福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1
縄文ロマンパーク内

0770-45-0456  入館料2割引に加え、若狭三方縄文博物館と当館との共通入館料の２割引若狭路オリジナルクリアファイルの進呈

35 福井  美浜町・若狭町三方五湖レインボーライン山頂公園 福井県三方上中郡若狭町気山18-2-2 0770-45-2678
山頂公園入園料
一般大人通常800円から700円（100円割引）

36 福井 美浜町 若狭海遊バザール千鳥苑 福井県三方郡美浜町坂尻43 0770-38-1011
海鮮バイキング10％割引
一般大人通常2,160円から1,944円（216円割引）

37 滋賀 彦根市 錦秋の玄宮園ライトアップ 彦根市金亀町３ 0749-23-0001 夜間特別公開（11月～）観覧料100円引き 夜間のみ適用

38 滋賀 彦根市 観月の夕べ 彦根市金亀町３ 0749-23-0001 夜間特別公開（9月～）観覧料100円引き 夜間のみ適用

39 滋賀 近江八幡市 安土城郭資料館 近江八幡市安土町小中700番地 0748-46-5616 ご入館された方には、喫茶割引チケットとオリジナルグッズをプレゼントします。※1グループ全員に1つづつ。 月曜日（祝日の場合は翌日）年末年始
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40 滋賀 東近江市 世界凧博物館東近江大凧会館 東近江市八日市東本町３番５号
０７４８－２３－００８

１

入館料　５０円引き
大人　３００円　→　２５０円
小人　１５０円　→　１００円
クーポン１枚につき、５名様まで

休館日　水曜日、祝日の翌日、第４火曜日

41 滋賀 甲賀市 道の駅あいの土山 滋賀県甲賀市土山町北土山２９００ 0748-66-1244 あいの土山名物 1日100個限定、抹茶ソフトクリームの盛り放題50円引き 火曜定休

42 滋賀 甲賀市 甲賀の里忍術村 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐394 0748-88-5000
入村料100円引き
※1グループ全員

定休日あり

43 滋賀 甲賀市 成田ふれあい牧場 滋賀県甲賀市甲南町新治696 0748-86-3341
パスを提示の方に粗品プレゼント
※1グループ1つ 1回限り

44 滋賀 甲賀市 大河原温泉かもしか荘 滋賀県甲賀市土山町大河原1104 0748-69-0344 レストランご利用時のお会計より5％引き

45 滋賀 甲賀市 甲賀もち工房 滋賀県甲賀市甲賀町小佐治2121-1 0748-88-5841
つきたて餅20％引き
※1グループ全員

月曜日（祝日の場合は翌日火曜）

46 滋賀 甲賀市 みなくちテクノスファーム
滋賀県甲賀市水口町水口5940-4（水口中学校
前）

0748-63-5811
ジェラート50円引き
※1グループ全員

47 滋賀 甲賀市 甲賀温泉　やっぽんぽんの湯 甲賀市土山町黒川1711 0748-68-0250
入浴料を以下の料金にて対応
平日　1240円→830円
土日祝日　1540円→1130円

タオル類は
別料金

48 滋賀 大津市 琵琶湖汽船／ミシガンクルーズ 大津市浜大津5-1-1 077-524-5000 乗船料10％割引　※他割引併用不可

49 滋賀 大津市 叶 匠壽庵　寿長生の郷
滋賀県大津市大石龍門
4-2-1

077-546-3131

菓子売り場でご購入の方に限り
10％割引
※他券併用不可、
1グループにつき1日1回限り

水曜定休

50 滋賀 日野町 日野まちかど感応館 滋賀県蒲生郡日野町村井1284番地 0748‐52‐6577 喫茶・特産品100円引き（一部商品除く） 月曜（祝日の場合は翌日）休館

51 滋賀 　高島市 高島びれっじ1号館「蝋燭町キャンドル工房」 高島市勝野 0740-36-1266 ソイアロマバー（サシェ）またはキャンドル体験で100円引き 月曜定休　　　要予約

52 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％割引 果樹園営業期間・営業日のみ利用可。他の割引との併用は不可

53 滋賀
滋賀県
竜王町

三井アウトレットパーク滋賀竜王
滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-
694

0748-58-5031 スペシャルクーポンプレゼント 不定休

54 滋賀 高島市
今津サンブリッジホテル
湖の辺ダイニング葦海（あしみ）

滋賀県高島市今津町今津1689－2 0740-22-6666 ランチバイキングのみ108円引き 要提示　割引の併用不可

55 滋賀 愛荘町 金剛輪寺 愛荘町松尾寺874 0749-37-3211 入山料　600円 → 550円


