
観光施設の特典一覧（平成30年10月1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 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

2 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）

3 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 オリジナルクリアファイル１枚、または絵葉書セットをプレゼント ※ご入館いただいた方限定

4 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
※クーポン1枚につき5名様まで、
団体割引等その他のサービスとの併用不可

5 福井 若狭町 若狭鯖街道熊川宿資料館宿場館 福井県三方上中郡若狭町熊川 0770-62-0330 入館料2割引　大人通常200円から160円（40円割引）、中学生以下は無料

6 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 入浴料割引　大人（中学生以上）通常1000円から700円（300円割引）、小人（3才～小学生）通常500円から350円 クーポン1枚ご提示で5名様まで割引

7 福井 敦賀市 日本海さかな街 福井県敦賀市若葉町１-1531 0770-24-3800 案内所にて粗品進呈 ※ご入館いただいた方限定

8 福井 敦賀市 敦賀昆布館 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

9 福井 敦賀市 敦賀赤レンガ倉庫 案内所にて粗品進呈 ※ご入館いただいた方限定

10 福井 敦賀市 日本海さかな街 福井県敦賀市若葉町１-1531 0770-24-3800 案内所にて粗品進呈 ※ご入館いただいた方限定

11 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

12 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）

－ 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

13 福井 小浜市 蘇洞門（若狭フィッシャーマンズ・ワーフ） 福井県小浜市川崎1-3-2 0770-52-3111 洞門めぐり遊覧船乗船料　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）

14 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）

15 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 入湯料　大人通常650円から600円(50円割引) ※大人２名様まで

16 福井 若狭町 福井県年縞博物館 入館料２割引 ※９月頃オープン後から適用

17 福井
美浜町・
若狭町

三方五湖レインボーライン 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）　小人通常600円から500円（100円割引）

18 滋賀 長浜市 奥びわ湖を望む宿つづらお 長浜市西浅井町菅浦580 0749-89-0350 夕食時に飲み物一杯サービス 不定休

19 滋賀 近江八幡市 グリーンホテルＹｅｓ近江八幡 近江八幡市中村町21-6 0748-32-8180
温泉（人工）大浴場　　　日帰りご入浴料金割引
通常800円を600円に割引します。（タオル付き）

※但しご入浴料割引は、11時から19時までといたします。
無休

20 滋賀 大津市 びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市におの浜４－７－７ 077-521-1111 館内レストラン（ラウンジ除く）ランチタイム１ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ

21 滋賀 日野町 滋賀農業公園ブルーメの丘 滋賀県蒲生郡日野町西大路８４３ 0748-52-2611 ご入園のお客様にブルーメの丘オリジナルグッズプレゼント 水曜不定期休（HPをご確認ください）

22 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 10：00～23：30(ラストオーダー23：00）

23 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

24 滋賀 愛荘町 湖東三山金剛輪寺 愛荘町松尾寺873 0749-37-3211 入山料600円→550円

25 滋賀 高島市 高島びれっじ１号館 滋賀県高島市勝野1400 0740-36-1266 「ハーバリウム体験」特典フローティングキャンドル（300円相当）プレゼント 月曜定休（祝日時営業・翌休）

26 滋賀 高島市 高島びれっじ４号館 滋賀県高島市勝野1400 0740-36-1266 虹色シルクショール染色体験料6000円（通常販売価格12000円を特別割引） 予約のみ

27 滋賀 彦根市 琵琶湖コンファレンスセンター 滋賀県彦根市新海浜2-1-1 0749-43-3000 ひこにゃんタオルプレゼント 不定休

28 滋賀 彦根市 グランドデュークホテル 滋賀県彦根市佐和町１１番　３６号 0749-24-1112 宿泊代金から　１０％　ＯＦＦ
〇他の割引との併用不可
〇自転車　一部の部屋乗入れ出来ます

29 滋賀 彦根市 グランドデュークホテル内　レストラン　アモーレ 滋賀県彦根市佐和町１１番　３６号 0749-24-1112 レストラン　アモーレご利用の方 食事代　１０％　ＯＦＦ 〇他の割引との併用不可　　

30 滋賀 彦根市 玄宮園 彦根市金亀町3-40

玄宮園
0749-22-2742
（問合せ先）
彦根観光協会
0749-23-0001

【錦秋の玄宮園ライトアップ】
平成30年11月17日（土）～12月2日（日）　画面提示で拝観料100円引き
【観月の夕べ】
平成30年9月22日（土）～10月14日（日）の土・日・祝　画面提示で拝観料100円引き

31 滋賀 長浜市 大見いこいの広場 滋賀県長浜市 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

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

33 滋賀 長浜市
Hotel & Resorts NAGAHAMA
（旧:長浜ロイヤルホテル）

滋賀県長浜市大島町38 0749-64-2000 入浴通常1200円→800円  月・金　15:00～その他12:00～

34 滋賀 甲賀市 美冨久酒造株式会社 甲賀市水口町西林口3-2 0748-62-1113 お買い物をしていただいた方に粗品進呈 木曜定休

35 滋賀 滋賀県 ボートレースびわこ 滋賀県大津市茶が崎１－１ 077-522-1122 入場料（100円）を無料に
・この施設でレースが開催される日に限る（HPで要確認）。
・未成年者の入場には、保護者の同伴が必要。

36 滋賀 米原市 醒井楼 米原市上丹生2054 0749-54-0120 お食事の方に、小鉢1品サービス

37 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 0748-46-5616 ご入館された方に、ホットコーヒー　お一人様100円にて提供 月曜日定休（祝日の場合は翌日）、年末年始　

38 滋賀 近江八幡市 安土駅観光案内所 近江八幡市上豊浦1303 0748-46-4234 オリジナルグッズプレゼント 年末年始

39 兵庫 姫路市 姫路城売店（姫路城出改札横） 姫路市本町68 079-284-0697 商品ご購入代金から10％割引き 12月29日、30日は休み

40 京都 伊根町 セントラーレホテル京丹後 京都府京丹後市大宮町三坂105-15 0772-68-1122

日帰り入浴料100円割引
大人700円→600円
子ども400円→300円
宿泊者は、ワンドリンクサービス

・毎月第3火曜日の9：00～16：00の間はメンテナンスのため
温泉入浴はできません
・他の割引等の併用はできません

41 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）

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

42 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）

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

43 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
1000円以上のお食事をご注文された方に、平日のみ飲食代100円割引（モーニングタイム、他の優待、割引との
併用不可）
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

木曜定休日

44 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
ソフトクリームの100円割引

毎週火曜日定休日

45 京都 綾部市 あやべ温泉「二王の湯」 京都府綾部市睦寄町在ノ向10番地 0773-55-0262

①温泉入浴料金100円引き（通常500円）
割引は大人のみ、1クーポン５名様まで
②1000円以上の飲食で100円引き
③1000円以上のお買い物で100円引き

毎月第2・第4月曜日
（祝日の場合は翌日）定休日

46 京都 綾部市 綾部市天文館 綾部市里町久田21-8  0773-42-8080 オリジナルの写真ハガキを入館された家族に１枚プレゼント

定休日：月曜日（祝日の場合は開館）
　祝日の翌日の平日　年末年始
入館料：高校生以上200円
小中学生100円
開館時間：火水木9時～16時半
金土日9時～21時半

47 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）

48 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％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。

・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

49 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名産「ばらずし」１品２０％OFFもしくは、自家製ソーセージ（小3
本盛り）１品サービス致します。※必ず、ご注文時に本特典のご利用をお知らせください。清算時のみのご提示は
特典の対象になりません。

開園時間９：００～２１：００
七姫殿　営業時間　１０：３０～LO１９：００
定休日：火曜日(春・夏休み。G.Ｗ期間などハイシーズンは
無休）

50 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

無休

51 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％割引き致します。
※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

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

52 京都 宮津市 松井物産 宮津市大垣48 0772-27-0028 土産物5%引き（一部商品を除く）

53 京都 宮津市 橋立海産センター　瑞松苑 宮津市小松10 0772-27-1488 土産物5%引き（一部商品を除く）

54 京都 宮津市 松和物産 宮津市文珠640-59 0772-22-2451 おみやげ・お食事5%引き（一部商品を除く）

55 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 アンソンランチ　通常￥2,300を￥2,000で御提供 火曜日定休

56 京都 宮津市 天橋立ワイナリー 宮津市国分123 0772-27-2222 白ワインソフトクリーム　50円引き

57 京都 宮津市 天橋立ビューランド 宮津市文珠437 0772-22-1000 リフト・モノレール共通往復乗車料　通常大人￥850を￥800、小人￥450を￥400に50円割引

58 京都 宮津市 はしだて茶屋 宮津市文珠天橋立公園内 0772-22-3363 食事10%引き 木曜日定休

59 京都 宮津市 天橋立ホテル 宮津市文珠310 0772-22-4111 温泉入浴料　通常￥1,200を￥900に割引 火曜日定休

60 京都 宮津市 オーベルジュ天橋立 宮津市文珠310 0772-22-0650 レストラン「ピュール」　食事10%引き

61 京都 宮津市 つるや食堂 宮津市中野848 0772-27-0114 飲食10%引き

62 京都 宮津市 橋立やまいち 宮津市溝尻324-1 0772-27-1846 ちょっぴりプレゼント（煮干じゃこ）

63 京都 宮津市 旬彩　するめや 宮津市文珠640-45 0772-22-3123 お土産品10%引き（一部商品を除く）　　　※クレジットカード使用の場合は割引券の利用は不可です。
不定休
骨董品も揃えております

64 京都 与謝野町 丹後海陸交通株式会社 与謝野町上山田641-1 0772-42-0320

①天橋立ケーブル・リフト往復乗車料　通常大人￥660を￥600、小児￥330を￥300に割引
②成相寺登山バス往復乗車料　通常大人￥700を￥400、小児￥360を￥200に割引（別途成相寺入山料が必要）
③天橋立観光船（天橋立⇔一の宮）乗船料　通常片道大人￥530を￥480、小児￥270を￥240、往復大人￥960を
￥870、小児￥480を￥440に割引
④伊根湾めぐり遊覧船乗船料　通常大人￥680を￥610、小児￥340を￥310に割引

65 京都 宮津市 天橋立ユースホステル 宮津市中野905 0772-27-0121 平日限定　朝食半額 不定休

66 京都 宮津市 四季膳・花の（茶六別館） 宮津市島崎2039-4 0772-22-0206 飲物10%割引 火曜日定休　　　7/18、9/3～5休み

67 京都 城陽市 PIE＆SANDWICH OHSHIMA 京都府城陽市長池河原30-8 0774-26-3338 毎日11時～13時限定　商品一点購入で日替りパン1円で購入可能（普段は5円） 火曜・水曜定休

68 京都 城陽市 御生菓子司ふたば 京都府城陽市寺田樋尻69-72 0774-52-5248 お買い上げいただいた方に城陽産抹茶使用「茶だんご」１本プレゼント 月曜定休

69 京都 木津川市 カフェ瑠璃 木津川市加茂町東小谷ノ下10-2 0774-66-6568 コーヒー50円引き
月・火定休　　9：00〜日没まで
本物の蓄音機があるクラシカルでモダンなカフェ

70 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

71 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・水曜日　定休

72 京都 亀岡市 ガレリア朝市　道の駅ガレリア　アトリオ店 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 第４木曜日　定休

73 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 米粉パン、300円以上購入者に100円引き 水曜日定休（但し、７月・８月は無休）

74 京都 南丹市 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

75 京都 木津川市 パネッテリア・プルチーノ 木津川山城町上狛的場19-6 0774-86-3771 500円以上パン等購入者へ焼き菓子200円相当プレゼント 日曜・木曜定休

備考
都道
府県

地域 観光場所 住所 電話番号 クーポン内容


