優 待 特典一覧

※「鞍馬・貴船１day チケット《大原エリア拡大版》」をご呈示いただくと下記の社寺や店舗・施設で優待特典がご利用いただけます。
※優待対象施設は中面のマップ上のQR コードからデジタル MAP にアクセスし、位置・詳細情報をご確認頂けます。
https://stro.li/keihan/kurama
※優待特典は乗車券のご利用当日に限り１名様有効です。
※乗車券は必ず優待特典のご利用前にご呈示ください。
※施設の料金は本きっぷに含まれておりません。別途、お客さま負担となります。

対象施設

最寄駅

出町柳

叡電

優待内容

−

叡電名物「叡電さぶれ」700円が600円

出町柳駅

お好み焼き

電話番号

お好み焼き・焼きそば等、粉物全品が10％引き
※サービスメニューは除く

ぽん蔵

オムライス専門店 おむらはうす

「チキンオムライス」
など食事をされた方に
ソフトドリンク1杯サービス

利用時間・その他、定休日等
始発〜終発

075-723-2124

11:00〜15:00
16:00〜21:00（LO20:00）

075-712-0671

平日・土曜11:00〜15:30／17:00〜22:00
（LO21:45）
日曜･祝日11:00〜22:00（21:45）
月曜定休（祝日は営業、翌日代休）

木曜定休

一乗 寺
修学院

金福寺

拝観料400円が優待料金

075-791-1666

9:00〜16:30（閉門17:00）
1/16〜31、8/5〜20、12/30・31拝観休止

八大神社

500円の授与品（御守・絵馬）が400円
※1枚の乗車券につき１体のみ

075-781-9076

9:00〜17:00

むしやしない

1,000円以上お買い上げで10％引き
（店内飲食も可）

075-723-8364

10:00〜20:00（LO19:30）月曜定休（祝日は営業、翌日代休）

京菓子処 一乗寺 中谷

一乗寺下り松名物「でっちようかん」など1,000円以上の
お買い上げで10%引き ※店内飲食は除く

075-781-5504

9:00〜19:00

曼殊院

拝観料600円が優待料金

075-781-5010

9:00〜16:30（閉門17:00）

アピカルイン京都 レストラン癒味家

ご飲食10％引き

075-722-7711

11:00〜14:30（LO14:00）
17:30〜21:30（LO20:30）

アピカルイン京都 カフェＹＵＭＩＹＡ

ご飲食10％引き

075-722-7711

喫茶9:00〜10:30（LO10:00）／13:30〜17:00（LO16:30）
ランチ11:00〜15:00（LO14:30）

ゆみや

ラーメン魁力屋（本店）
比叡山口

八瀬

八瀬

平八茶屋

「京都九条ねぎ味玉ラーメン」
など麺類1杯ご注文された方は、
075-712-0333
チャーハン1人前無料 ※三条店もご優待
懐石料理10％引き
（ミニ懐石は一品プレゼント）
075-781-5061
※お食事された方は八瀬名物「かま風呂」が1,000円（2日前要予約）

11:00〜24:00

水曜定休

不定休

12:00〜21:00（LO19:00）夕食は要予約(当日予約可) 木曜定休

岩倉
木野
貴船口

実相院

拝観料500円が優待料金

075-781-5464

9:00〜17:00

Bremen ブレーメン

500円以上お買い上げの方にミニラスクをプレゼント

075-721-3673

7:00〜18:00 月曜・火曜定休

妙満寺

拝観料500円が優待料金

075-791-7171

9:00〜16:00

Les Freres Moutaux

1,000円以上お買い上げの方は10％引き

075-724-3299

9:00〜20:00

貴船神社

貴船神社謹製「拝観記念品」進呈

075-741-2016

9:00〜16:30（閉門20:00） 冬季は閉門18:00

参拝で唱える短い祝詞「最要祓」を毛筆にて書き写す「書写祓」の体験 と貴船ギャラリーで

075-741-3039

11:30〜17:00

夏季20:00まで 不定休

貴船絵葉書２枚プレゼント
（柄は選べません）

075-741-1117

11:00〜17:00

不定休

川床期間中：テイクアウトドリンクのサイズアップ（MサイズをLサイズに）

075-741-3066

※川床期間中（5月〜9月）はテイクアウトのみ
11:00〜17:00（LO 16:30）
火曜・水曜定休 ※川床期間中(5月〜9月は不定休)

075-741-2401

11:00〜15:00要予約

075-741-2003

9:00〜16:30（閉門17:00）

岸本老舗（駅前店・山門前店） 鞍馬特産「木の芽煮」10％引き

075-741-2030

9:00〜17:00

鞍馬かどや

075-741-2029

9:30〜17:00 月末の木曜定休

BRUGGE 洛北（駅前移動店舗） 当店自慢の「洛北ロール」10％引き

075-201-9069

12:00〜16:00

京くらま林

鞍馬特産「木の芽煮」など全品10％引き

075-741-2028

9:30〜17:00

くらま辻井

鞍馬特産「木の芽煮」10％引き

075-741-1121

10:00〜17:00

京くらま廣庭

鞍馬特産「木の芽煮」など佃煮5％引き

075-741-2027

9:00〜17:00

貴船倶楽部
KIFUNECOSMETICS ＆ GALLERY
兵衛 Café
貴船ひろや

お使い頂けるコスメ10%引き券をプレゼント
（混雑時は書写祓のお渡しのみ）

それ以外の期間：セットメニュー（ケーキセットやわらび餅セットなど）ご注文で100円引き

「もみじ会席」をご注文の方にお土産進呈
愛山費300円が優待料金

鞍馬寺

※毎月7日・18日は午前10時40分より鞍馬寺道場に

おいて法話と写経が行われます。
（納写冥加料＝500円（優待対象外））

鞍馬特産「木の芽煮」10％引き

不定休（川床期間中は利用不可）

不定休

4月〜11月の土曜・日曜・祝日のみ営業
水曜定休

鞍馬

水曜定休
不定休

楽楽

1,500円以上お買い上げの方に、鞍馬のキャラクター
「オリジナル缶バッチ」
くらまバージョンを1個プレゼント

075-741-1291

12:00〜18:00

土曜・日曜・祝日のみ営業

ギャラリー・喫茶（甘味）一楽

精進料理をご注文された方に鞍馬のキャラクター
「オリジナル缶バッチ」
くらまバージョンを1個プレゼント

075-741-9053

12:00〜18:00

不定休

075-741-2058

11:00〜20:00

不定休

075-741-2848

10:00〜18:00

火曜定休（祝日は営業）、8月・11月は無休

自家製粉二八そば・丼などお食事された方に、
プチデザート1つプレゼント

075-741-2257

9:30〜17:00

日帰りコース
（露天・内湯）入浴料2,500円が2,000円

075-741-2131

10:00〜21:00 冬季20:00まで
10/22は利用不可他、不定期にてメンテナンス休業あり

お食事された方に鞍馬の岩盤水で淹れたコーヒー1杯サービス

くら満荘

精進料理をご注文された方に鞍馬のキャラクター
「オリジナル缶バッチ」
くらまバージョンを1個プレゼント

擁州路
和み家

心天狗

天然硫黄温泉 くらま温泉

◎利用時間・定休日や優待内容等は施設の都合により変更される場合がありますので、あらかじめお確かめください。

不定休

◎他の特典やサービスとの併用はできません。

〈 2017年 4 月現在 〉

優 待 特典一覧

※「鞍馬・貴船１day チケット《大原エリア拡大版》」をご呈示いただくと下記の社寺や店舗・施設で優待特典がご利用いただけます。
※優待対象施設は中面のマップ上のQR コードからデジタル MAP にアクセスし、位置・詳細情報をご確認頂けます。
https://stro.li/keihan/kurama
※優待特典は乗車券のご利用当日に限り１名様有効です。
※乗車券は必ず優待特典のご利用前にご呈示ください。
※施設の料金は本きっぷに含まれておりません。別途、お客さま負担となります。

対象施設

優待内容

電話番号

利用時間・その他、定休日等

大原エリア

三千院

拝観料が優待料金

075-744-2531

3月〜12月7日
12月8日〜2月

実光院

拝観料が優待料金

075-744-2537

3月〜11月 9:00〜16:30 12月〜2月 9:00〜16:00
抹茶・お茶付き ※1月1日は拝観休止 ※小学生は優待対象外

宝泉院

拝観料が優待料金

075-744-2409

9:00〜17:00（16:30受付終了）※1月3日はお問合せください。

勝林院

拝観料が優待料金

075-744-2409
（12/31まで宝泉院）
075-744-2537（1/1から実光院）

来迎院

拝観料が優待料金

075-744-2161

4月〜11月 9:00〜17:00

12月〜3月 9:00〜16:45

寂光院

拝観料が優待料金

075-744-3341

3月〜11月 9:00〜17:00

12月〜2月 9:00〜16:30

大原温泉 湯元 京の民宿
大原の里

日帰り温泉（入浴・昼食付）各コースが10％引き
姉妹店「雲井茶屋」味噌鍋が10％引き

075-744-2917

入浴・昼食時間11:30〜16:00 （不定休）

大原温泉 湯元のお宿
大原山荘

日帰り温泉（入浴・昼食付）各コースが10％引き
足湯カフェ（ドリンク付き）50円引き・らくやき体験が10％引き

075-744-2227

入浴・昼食時間11:30〜15:30（食事は14:30）
足湯・らくやき体験9:00〜17:00（不定休）

ポン酢とドレッシングの専門店
志野（三千院参道店）

3,240円以上お買い上げの方、
ケーキ又はクッキーを1袋プレゼント

075-744-2141

9：00〜17：30

大原女衣装の着付け貸出し2,500円を2,000円で体験できます。
075-744-2148
（前日までに要予約） ※大原女まつりの期間中は1,000円

10:00〜14:00

大原観光保勝会

8：30〜17：00（閉門17：30）
9：00〜16：30（閉門17：00）

9:00〜17:00（16:30受付終了）

日曜・祝日、12/28〜1/5定休日

来隣

ランチのお客さまにドリンクサービス

075-744-2239

11：30〜16：30 火曜定休

志ば久

2,000円以上お買い上げで、季節のお漬物をプレゼント

075-744-2226

8：30〜17：30

◎利用時間・定休日や優待内容等は施設の都合により変更される場合がありますので、あらかじめお確かめください。

◎他の特典やサービスとの併用はできません。

〈 2017年 4 月現在 〉

