ご 利 用 方 法
「京都きものパスポート」は、京都のまちにきもの姿の方を増やして
京都のきもの文化を盛り上げることを目的とした取り組みです。
きものを着て特典協力施設・店舗を利用する際、
下記4点のうちいずれかを呈示した方に限り特典が受けられます。
※特典協力施設・店舗の情報はすべてホームページ、アプリに掲載しています。

有効な呈示物

本パスポート
◆ チラシの携帯用カード
◆

有効
期間

●

ご注 意ください

●

●

●

●

◆
◆

ホームページのプリントアウト
【注意】寺院・神社では
アプリの画面
利用できません。

（月）
2018年 10月1日（月）〜2019年 9月30日
まで
一部、
有効期間を限定している施設があります。ご注意ください。
詳しくは事務局までお問い合わせください（問い合わせ先はP.16）
。

寺 院・神社は観光施設ではありませんので、
スマートフォン等のご利用はご遠慮ください。
また、
そうした理由により、
アプリ画面呈示による優待は受けられませんのでご了承ください。
きものパスポー

トを呈 示しても、京 都 市 営 地 下 鉄 や 京 都 市 バ スなど の 交 通 機 関 に
無料乗車はできません。
浴
 衣や甚 平など、
きもの姿の基 準は各 施 設に一 任しています。特に浴 衣 姿でご利 用
になる場合は、事前に利用施設に確認していただくことをおすすめします。

特 典 協力施 設・店 舗の営 業 時 間や休 業日、提 供する特 典 内 容などが 変 更になる
場合があります。
あらかじめ利用施設・店舗にご確認ください。
本パスポートには特典のないイベントや施設も掲載しています。

着くずれたら、このマークの協力施 設・店舗へ！
着くずれレスキューは、歩くなどして着くずれたきものの状態を手直しするサービスです。
対応している施設・店舗には以下のマークが掲載されています。詳しくはホームページ
またはアプリをご覧ください。

着くずれレスキュー

レスキュー
無料で着くずれを直して
対応

もらえる施設・店舗です。

ご注意

きものお立ち寄り所

お立ち
寄り所 きものパスポート利用者がご自身で着くずれ直しが

できるスペースを無料で提供している施設・店舗です。

着付けや着替えができるサービスではありません。
混雑時はお待ちいただく場合がございます。

フェイスブック、
ツイッター、
インスタグラムでも情報を発信しています！
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※ 優待内容や拝観時間等が変更になる場合があります。ご利用の際は、事前にご確認ください。

優待期間

10月1日（月）
▼

平安時代中期の陰陽師・安倍晴明を祀る神社。当時の天
文暦学から独特の陰陽道を確立し、朝廷の祭政に貢献し
たため、一条天皇によって創祀された。
￥

【 アプリの画面呈示では優待は受けられません。】

075-441-6460
9:00～18:00
無料
市バス
「一条戻橋・晴明神社前」下車徒歩約3分

優待

12月25日（火）

せいめいじんじゃ

特別優待

晴明神社

期間限定

詳しくは
「ご利用方法」
（表紙裏）
をご覧ください。

金運上昇祈願札「百千寶（ももちのたから）」無料授与

「御火焚祭」 11/23（金・祝）11:00 浄火を神前に焚き上げ無病息災を祈る

￥

拝観料：400円 → 300円
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ポストカード1枚進呈

京都最古の神社の一つで奈良時代以前の創建。御祭神は賀
茂建角身命と玉依媛命。境内は糺の森と呼ばれ古代の森が広
がる。導きの神、縁結びの神として有名。京都三大祭の一つ「葵
祭」は同社の祭礼。国宝本殿他、重要文化財多数、世界文化遺
産にも登録。鴨社資料館及び大炊殿拝観有料。参拝無料。
075-781-0010
夏季5:30～18:00、冬季6:30～17:00
（鴨社資料館及び大炊殿は10:00～16:00）
￥ 参拝無料
京阪電鉄、叡山電鉄「出町柳」駅下車徒歩約7分、
市バス「下鴨神社前」
「糺ノ森」
「新葵橋」下車いずれも徒歩約5分

鴨社資料館を拝観された方に特製絵はがき1枚進呈

平安遷都1100年を記念して創建。桓武天皇と孝明天皇を
祭神とする。神苑（国指定名勝）は、4つの庭から構成された
回遊式庭園。京都三大祭の一つである
『時代祭』
でも有名。

￥

075-761-0221
10/1～10/31は8:30～17:30
（17:00受付終了）
10/22
（雨天の場合は23日）
の時代祭当日は9:30～11:30
11/1～12/25は8:30～17:00
（16:30受付終了）
大人
（高校生以上）
／600円 中学生以下／300円
地下鉄東西線「東山」駅下車徒歩約15分
市バス
「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車徒歩約3分

優待

優待 拝観料：500円 → 300円

075-231-0355
9:00～16:00
500円
市バス
「府立医大病院前」下車徒歩約6分

優待

神社宝物庫「方徳殿」特別拝観 11/1（木）～11/5（月）

へいあんじんぐう

拝観料：500円 → 300円

平安神宮

075-461-0694
10:00～16:00
方徳殿／500円
市バス
「北野天満宮前」
「北野白梅町」下車徒歩約5分

優待

だいしょうぐんはちじんじゃ

大将軍八神社

大将軍とは方位をつかさどる星神で、平安京造営の際、方除
け守護のため大内裏の北西角に創建された。宝物庫「方徳
殿」の展示物は一見の価値がある
（期間外要問合せ）。

かもみおやじんじゃ しもがもじんじゃ

北野天満宮 特製しおり3枚を進呈

賀茂御祖神社 （下鴨神社）

優待

きたのてんまんぐう

北野天満宮

075-461-0005
9:00～17:00
無料
市バス
「北野天満宮前」下車すぐ

「史跡御土居の紅葉公開」 10/25（木）～12/2（日）9:00～16:00
（ライトアップ11/10（土）〜12/2（日）
日没〜20：00）拝観料：大人／800円 小学生以下／400円（茶菓子付き）
優待 北野天満宮特製 豊臣秀吉が京の周囲に築いた土塁「御土居」の紅葉が紙屋川の水面に映え、優雅な空間を演
出。11/10（土）
～12/2（日）
までは境内、御土居の夜間ライトアップを実施。燈明と融合させ、
しおり3枚を進呈 神秘的かつ幻想的な世界を演出。期間中には特別奉納行事も披露。

￥

天慶元年（938）延暦寺中興の祖、元三大師良源が船岡
山南麓にて開基。女流作家・紫式部の邸宅址であり、源
氏物語執筆の地と伝えられる。毎年、2月3日に行われる
節分行事『節分会 追儺式 鬼法楽』が有名。

優待

9:00～17:00
市バス
「金閣寺道」下車徒歩約3分

「天神さま」の愛称で親しまれる学問の神様、菅原道真公を祀る全国
天満宮の宗祀（総本社）のお社。創建以来、天神信仰発祥の地として讃
えられ、学問・至誠・芸能の神として盛んに信仰されてきた神社である。
￥

ろざんじ

075-461-0013
大人／400円

優待

（鹿苑寺）

￥

廬山寺

きんかくじ

金閣寺

衣笠山を借景とする池泉回遊式庭園は、室町時代を代表
する名園（国指定特別史跡及び特別名勝）。金閣は舎利
殿として建てられたもので、鏡湖池に臨む三層の楼閣は
二層、三層に金箔をはった室町期楼閣建築の代表的なも
の。室町時代、足利義満によって建立。世界文化遺産。

神苑 拝観料を50円引
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協力／ 京都仏教会

特別優待期間 ／ 10月1日
（月）〜12月25日（火）

※ 優待内容や拝観時間等が変更になる場合があります。ご利用の際は、事前にご確認ください。

なんぜんじ

075-771-2204

写真 水野克比古

南禅寺

大方丈（国宝）は慶長16（1611）年御所の建物の下賜を
受けて移築された。大小方丈の160面を超える襖絵（重
文）は、狩野派の絵師元信・永徳・探幽の作である。
￥

市バス
「岡崎道」下車徒歩約10分

※特別公開に関するお問い合わせは
京都市観光協会 075-213-1717 まで

「秋の特別公開 御影堂・大方丈・庭園／山門」11/9（金）～12/2（日）9:00～16:00（受付終了）

拝観料：御影堂・大方丈・庭園：大人／600円 小学生／300円 山門：大人／800円 小学生／400円
セット券 ： 大人／1,200円 小学生／600円 ※セット券は15:30まで
優待 ポストカード1枚進呈

ぎんかくじ

（慈照寺）

075-771-0915
9:00～16:00
大人／500円 高校生／300円 中学生／200円
市バス
「錦林車庫前」、市バス
「真如堂前」下車徒歩約10分

拝観料1割引

「観経曼荼羅・屏風展特別公開」

11/1
（木）
～12/2
（日）休止日あり 拝観料：1,000円
（木）
本尊御開帳特別拝観は適用外）
優待 拝観料1割引（11/15

￥

＊寺行事日は中止日あり 10:00～16:00
優待 記念品進呈
（特別拝観のみ）

￥

075-561-6155
御守授与所は9:00～18:00頃まで
無料
市バス
「祇園」下車すぐ
京阪本線「祇園四条」駅下車徒歩約10分

優待

常磐新殿 喫茶室 飲食代金10％割引

豊臣秀吉を祀る神社。国宝の唐門は伏見城の遺構と伝え
られ、境内には北政所を祀る貞照神社や秀吉ゆかりの遺
品を展示する宝物館などがある。

￥

♦「古裂・骨董市」毎月8日
♦「豊国さんのおもしろ市」
（フリーマーケット）毎月18日
♦「手作り市」毎月28日
いずれも9:00～15:00頃まで開催

075-561-3802
宝物館 9:00～17:00
（16:30受付終了）
宝物館 一般／300円 大学・高校生／200円 小中学生／100円
京阪本線「七条」駅下車徒歩約10分

優待
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とよくにじんじゃ

優待

（禅林寺）

栞（2枚組）進呈

「寺宝展」 11/3（土・祝）～12/2（日）9:00～16:00 拝観料：1,000円
「ライトアップ」 11/3（土・祝）～12/2（日）17:30～20:30 拝観料：600円

特別拝観料：1,000円
（拝観料別途）

社伝によると、起源は平安京造営の約150年前、斉明天皇
2（656）年と伝えられる。平安中期頃から一帯の産土神と
して信仰を集め、朝廷からも篤い崇敬を受けた。素戔嗚
尊、櫛稲田姫命、八柱御子神を祀る。京都三大祭の一つ、
園祭は当社の祭礼。

豊国神社

えいかんどう

永観堂

075-761-0007
9:00～16:00
一般／600円（寺宝展開催期間中を除く）
一般／1,000円（寺宝展開催期間中）
市バス
「南禅寺・永観堂道」下車徒歩約5分

075-771-5725
境内11月末までは8:30～17:00
12月～2月末は9:00～16:30（一般拝観時間）
高校生以上／500円 小中学生／300円
市バス
「銀閣寺道」下車徒歩約10分
市バス
「銀閣寺前」下車徒歩約6分

「秋の特別公開（本堂・東求堂・弄清亭）」 10/1（月）～12/2（日）

オリジナルあぶらとり紙 進呈

平安時代初期に建立。本尊は「みかえり阿弥陀如来像」
（国指定重文）。山腹に位置し、古今集でも詠まれたほど
に紅葉が美しい。
￥

やさかじんじゃ

優待

￥

075-744-2531
8:30～17:30（3月～12月7日）
9:00～17:00（12月8日～2月） ※いずれも30分前に受付終了
大人／700円
京都バス
「大原」下車徒歩約10分

方丈庭園拝観料 一般／ 500円 → 400円

質素高貴な意匠を誇る銀閣、現存する最古の書院造り建
築である東求堂（いずれも国宝）、庭園、池大雅作の本堂
襖絵など見どころ満載。世界文化遺産。

八坂神社

さんぜんいんもんぜき

三千院門跡

伝教大師最澄が比叡山に草庵を結んだことが起源。堀河
天皇の第二皇子が入寺し宮門跡となる。弥陀三尊（国宝）
を祀る往生極楽院（重文）の舟底型天井と、脇侍の観音、
勢至菩薩の大和坐りが有名。有清園の紅葉は11月が見ご
ろで、苔の緑とのコントラストが美しい。

銀閣寺

￥

優待

（真正極楽寺）

しんにょどう

真如堂

別名「うなずきの弥陀」
と呼ばれる阿弥陀如来像を本尊と
する天台宗寺院。江戸中期建立の本堂は重要文化財。京
都屈指の紅葉の名所としても有名。

075-771-0365
8:40～17:00
（3月～11月） 8:40～16:30
（12月～2月）
方丈庭園：一般／500円 高校生／400円 小中学生／300円
三 門：一般／500円 高校生／400円 小中学生／300円
南 禅 院：一般／300円 高校生／250円 小中学生／150円
地下鉄東西線「蹴上」駅下車徒歩約10分
市バス
「南禅寺・永観堂道」下車徒歩約5分

優待

金戒光明寺

くろだに こんかいこうみょうじ

くろ谷

承安5年、比叡山の修業を終えた法然上人が浄土宗最
初の念仏道場を開いたのが当寺のはじまり。大殿御影
堂にて常時参拝可能。特別公開時には、紅葉の美しい庭
園なども拝観できる。また幕末、京都守護職の本陣だっ
たことでも有名。

宝物館 大人／ 300円 → 240円
大学生・高校生／ 200円 → 160円
拝観料 小中学生／ 100円 → 80円
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※ 優待内容や拝観時間等が変更になる場合があります。ご利用の際は、事前にご確認ください。

ろくはらみつじ

淀殿が父・浅井長政の菩提を弔うために創建。ほどなく焼
失、妹の江（秀忠夫人）が伏見城で自刃した徳川兵士らの
血で染まった廊下の板を天井に用いて再建。堂内には俵
屋宗達の杉戸・襖絵がある。特に白象図は見る者を圧倒。

ちおんいん

知恩院

ほうじゅうじ

法住寺

075-531-2111
9:00～16:00（方丈庭園のみ受付15:50）
市バス
「知恩院前」下車徒歩約6分
地下鉄東西線「東山」駅下車徒歩約8分

しょうりんじ

勝林寺

18:00～22:00
（21:30受付終了） 優待 大人／800円 → 700円 小中高生／400円 → 300円

075-561-4311
JR奈良線・京阪本線「東福寺」駅下車徒歩約8分
市バス
「東福寺」下車徒歩約5分
「秋の特別拝観」 11/17（土）～12/2（日）10:00～19:30（19:00受付終了）

御本尊「毘沙門天 立像」
ご開帳のほか寺宝展観。
日没後ライトアップ
（昼夜入替なし）
拝観料：大人／600円 中高生／300円（寺宝の説明付き）期間限定の御朱印あり
優待 拝観料：大人／600円 → 500円
（中高生料金は対象外）

こうだいじ

高台寺

￥

075-561-9966
大人／600円 中高生／250円
9:00～17:00
市バス
「東山安井」下車徒歩約5分

優待

みてら せんにゅうじ

御寺 泉涌寺

豊臣秀吉の菩提を弔うため、北政所ねねが創建。伏見城か
ら移築の茶室・傘亭と時雨亭、霊屋（いずれも国指定重文）
の蒔絵などが当時の面影を残している。

優待

075-561-1551
9:00～16:30
（12月～2月は9:00～16:00）
大人／500円 中学生以下／300円
（伽藍拝観）
市バス
「泉涌寺道」下車徒歩約10分
JR奈良線・京阪本線「東福寺」駅下車徒歩約15分
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＊拝観箇所はホームページをご覧ください。

1550年、東福寺の二百五世住持・高岳令松によって建
立。仏法と北方を守護する毘沙門天を祀ることから
「東福
寺の毘沙門堂」
と呼ばれている新春・秋限定公開の寺院。
坐禅・写経・写仏は随時体験可能（要予約）。

東福寺 塔頭毘沙門堂

優待

しょうれんいんもんぜき

青蓮院門跡

「夜の特別拝観ライトアップ」 10/26（金）～12/2（日）

散華 進呈

＊通常拝観のみ、10/1〜12/25まで
＊当日行事などの都合で休止する場合がございます。

優待 拝観料：大人のみ1割引

拝観料：大人／ 500円 → 450円 高校生／ 400円 → 350円
中学生／400円 → 300円

皇室の菩提寺で、四条天皇以来、多くの歴代天皇が奉葬
されたことから
「御寺（みてら）」
とも呼ばれる。700年にわ
たり門を閉ざしていたが昭和30年より拝観できるように
なった。

各庭園拝観料：大人のみ1割引

「知恩院 秋のライトアップ2018」11/2（金）～12/2（日）17:30～21:30（21:00受付終了）

＊法要後、書院にて舞妓さんのお点前によるお茶があります
（1,500円／拝観料込）

075-561-2345
9:00～17:00
（16:30受付終了）
大人／500円 中高生／400円
地下鉄東西線「東山」駅下車徒歩約6分
市バス
「神宮道」下車徒歩約3分

拝観料（宝物館）が団体割引料金に
（通常）
→550円
大人／ 600円
（通常）
→450円
学生／ 500円

浄土宗総本山。開祖は法然上人。お念仏の根本道場とし
て広く信仰を集める。国宝の三門をはじめ、境内には大小
さまざまの美しく壮大な伽藍を構える。

通常拝観料500円で抹茶・粗菓子をお付けします

「今様合」 10/14（日）15:00～（拝観料1,000円 案内冊子付）
「採燈大護摩供」 11/15（木）14:00～（前後催しあり）
「義士会法要」 12/14（金）10:30～

天台宗三門跡寺院の一つ。相阿弥作の池泉回遊式庭園、
小堀遠州作・霧島の庭、日本三不動の一つ青不動が有
名。門前の大楠は天然記念物で同寺のシンボル。

075-561-6980
8:00～17:00
（宝物館8:30～17:00／16:30受付終了）
宝物館：大人／600円 学生／500円
市バス
「清水道」下車徒歩約7分
京阪本線「清水五条」駅下車徒歩約10分

優待

優待

075-561-4137
9:00～16:30 ￥ 500円
市バス「博物館三十三間堂前」下車徒歩約3分
市バス「東山七条」下車徒歩約5分、京阪本線「七条」駅下車徒歩約8分

￥

￥

本堂拝観料：一般500円 → 400円

三十三間堂のすぐ東、平安時代に後白河法皇の院御所として
創建された法住寺殿。現在も法皇の御墓所を守り、本尊は法
皇の命を救った霊験を持つ「身代わり不動明王」を安置する。

￥

踊躍念仏で有名な空也上人の開基。西国33所の第17番
札所。国宝・十一面観音菩薩像（秘仏）、空也上人像、平清
盛坐像などの平安・鎌倉時代の優れた重要文化財の彫
刻が多くある。

優待

優待

075-561-3887
9:00〜16:00 ￥ 500円
市バス
「博物館三十三間堂前」下車徒歩約3分
京阪本線「七条」駅下車徒歩約8分

六波羅蜜寺

ようげんいん

養源院

特別優待期間 ／ 10月1日
（月）〜12月25日（火）

拝観料：600円 → 500円

「夜間特別拝観」 10/19（金）～12/9（日）17:00～22:00（21:30受付終了、昼夜入替なし）
拝観料：大人／600円

中高生／250円
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優待 拝観料：大人／ 600円 → 500円

協力／ 京都仏教会

※ 優待内容や拝観時間等が変更になる場合があります。ご利用の際は、事前にご確認ください。

とうじ かんちいん

写経志納者にクリアファイル進呈

6：00〜18：00
（季節により変動あり）
市バス
「清水道」下車徒歩約10分

記念品「竹のしおり」進呈

＊昼の拝観のみ
先着300名様

くるまざきじんじゃ

075-551-1234
大人／400円

優待

￥

真言宗総本山、世界文化遺産。平安京造営時に国家鎮護
の寺として建立、空海により真言密教の根本道場となっ
た。観智院には宮本武蔵筆の障壁画がある。
075-691-3325
（東寺事務所）
9:00～16:30
（拝観時間は17：00まで）
市バス
「東寺東門前」
「東寺南門前」
「九条大宮」
「東寺西門前」
下車徒歩約1分、近鉄「東寺」駅下車徒歩約8分
2018年秋期特別公開 宝物館
「東寺の如来・祖師像
10/1（月）〜11/25（日）宝物館･観智院 拝観料
－悟りと祈りのかたち－」
それぞれ大人／500円→300円（共通券は割引対象外）
9/20
（木）
～11/25
（日）

車折神社

きよみずでら

清水寺

東山を背に「清水の舞台」で有名な本堂（国宝）や仁王
門、西門、三重塔（いずれも重要文化財）が建ち並ぶ名
所。世界文化遺産。

平安時代末期の儒学者・清原頼業を祀る。金運招来と試
験合格のご利益で知られる。境内には芸能神社もあり、芸
能上達を願う人々の参詣も多い。
また、祭神と同族である
清少納言を祀る
「清少納言社」は、才色兼備のご利益で知
られる。
￥

拝観料：大人／400円

小中学生／200円

小中学生／300円

「成就院庭園特別公開」 11/17（土）～12/2（日）9:00～16:00（受付終了）、18:00～20:30（受付終了）

お茶所（総合案内所）の受付にて
記念品をお渡しいたします
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おみくじ1回無料

釈迦如来と阿弥陀如来（重文）の二尊を祀る嵯峨天皇の
勅願寺。小倉山の、春の新緑、秋の紅葉に彩られる
「紅葉
の馬場」
を和服でそぞろ歩きすれば、いにしえの古都へい
ざなわれます。

￥

075-861-0687
9:00～16:30
500円
JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅下車徒歩約18分

優待

優待

♦僧侶による本願寺の境内案内
「お西さんを知ろう」を
毎日4回実施〈自由参加〉
（9:30～、
11:00～、
13:45～、
15:30～）

075-371-5181
5:30～17:00
参拝自由
市バス
「西本願寺前」下車

にそんいん

￥

二尊院

にしほんがんじ

西本願寺

浄土真宗本願寺派の本山。宗祖親鸞聖人が伝えたお
念仏の教えを喜ぶ人々によって、大切に守り続けられて
いる。世界文化遺産。

075-861-0039
9:00～17:00
無料
嵐電嵐山本線「車折神社」駅、
市バス・京都バス
「車折神社前」下車徒歩約1分

優待

「夜の特別拝観」 11/17（土）～12/2（日）17:30～21:00（受付終了）
拝観料：大人／600円

渉成園にてオリジナル記念品とパンフレットを贈呈

優待

優待

075-561-3216
京阪本線「祇園四条」駅下車徒歩約8分
阪急電鉄「河原町」駅下車徒歩約11分

東寺 （教王護国寺観
） 智院

りょうそくいん

建 仁 寺 塔 頭両 足 院

京都最古の禅寺・建仁寺の塔頭寺院。予約制での坐禅
体験等の参加者に本堂や庭園を公開。2013年から境内
の毘沙門堂にて写経が可能に。

優待

日没ライトアップ、昼夜入替なし、12/7・8 法務のため終日拝観休止
拝観料：大人／500円 中高生／200円 優待 拝観料：大人／500円 → 400円

075-371-9210
（東本願寺参拝接待所）
＜3月～10月＞ 9:00～17:00
（16:30受付終了）
＜11月～2月＞ 9:00～16:00
（15:30受付終了）
￥ 「庭園維持寄付金」
お一人500円以上（渉成園ガイドブックを贈呈）
JR・近鉄京都線・地下鉄烏丸線「京都」駅下車徒歩約12分

（枳殻邸）

優待

拝観料：500円 → 400円

「禅寺体験ことはじめ」10/19（金）～12/9（日） 10:00～22:00（21:30受付終了）

東本願寺の飛地境内地。枳殻（からたち）を生垣として植
えていたことから枳殻邸（きこくてい）
とも呼ばれる。光源
氏のモデルとされる源融ゆかりの塔などが配されており、
1936年には、国の名勝に指定されている。

渉成 園

075-525-0101
10:00～17:00
大人／500円 中高生／200円
市バス
「東山安井」下車徒歩約5分 ※有料駐車場あり

￥

ひがしほんがんじ しょうせいえん

秀吉正室・北政所が晩年を過ごした所で、庭園「北庭」
（国名勝指定）は、伏見城化粧御殿の前庭を移したもので
原型をほぼそのままに伝えている。

東本願寺

えんとくいん

圓徳院

特別優待期間 ／ 10月1日
（月）〜12月25日（火）

人生五訓（3枚1組）を進呈
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協力／ 京都仏教会

￥

優待

「霊宝館にて名宝展開催」
10/1
（月）
～11/25
（日）
＊パスポート適用外

せいりょうじ

10月・11月の2ヶ月間

写経 無料体験

寛文元（1661）年、中国の隠元禅師により開創された黄檗
宗の大本山。斎堂前にある開 （かいぱん）＝写真＝は法
具で木魚の原型として有名。個人坐禅や写経も体験可。
0774-32-3900
9:00～17:00
（16:30受付終了） ￥ 500円
JR奈良線・京阪宇治線「黄檗」駅下車徒歩約5分

拝観料：500円 → 450円

「布袋まつり」毎月8日 9:00～15:00 （除2・8月）
「普度勝会（中国祭り）」10/13（土）～10/14（日）
「月見の煎茶会」9/24（月・休）16:00～20:30

貞観元（859）年、裏鬼門に当たる八幡の男山に都の守り
神として鎮座されたのが創建の起こり。以来、国家鎮護の
社として朝廷や武家からも尊崇された。
075-981-3001
8:30～18:00 ￥ 無料
京阪本線「八幡市」駅乗り換え、
男山ケーブル「男山山上」駅下車徒歩約5分

優待

14

いわしみずはちまんぐう

法堂「雲龍図」 9/1（土）～12/2（日） 9:00～17:00（但し、10/21〜16：00終了）参拝料：500円
は7：30〜
世界文化遺産「曹源池庭園」の早朝参拝 11/10（土）～12/2（日）

石清水八幡宮

優待

法堂「雲龍図」のポストカードを1枚進呈

075-861-0343
9:00～17：00
（4・5・10・11月のみ。
それ以外は16：00まで）
本堂／400円 霊宝館／400円
（本堂・霊宝館共通700円）
市バス・京都バス
「嵯峨釈迦堂前」下車徒歩約1分
JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅下車徒歩約15分

優待

おうばくさん まんぷくじ

黄檗山 萬福寺

優待

てんりゅうじ

天龍寺

庭園参拝料：500円（諸堂参拝は300円追加）
嵐電嵐山本線「嵐山」駅、市バス
「嵐山天龍寺前」下車徒歩約1分

前身は光源氏のモデルといわれる源融の山荘で、天慶8（945）
年重明親王が新堂を建立したのが創建といわれる。
「嵯峨釈
迦堂」の名で広く親しまれ、毎年4月に行われる「嵯峨大念仏狂
言」は国指定重要無形文化財に指定されている。

優待

優待

りょうあんじ

龍安寺

075-881-1235
8:30～17:30（3/21～10/20）8:30～17:00（10/21～3/20）

小中学生／300円

「霊宝館特別公開」

拝観料：大人・高校生／500円 → 450円

（但し11/10～12/2は7:30〜）

小中学生／300円

拝観料：大人／600円

￥

拝観料が団体割引料金に
大人／ 300円（通常）→250円

075-463-2216
8:00～17:00
（3月～11月） 8:30～16:30
（12月～2月）
大人・高校生／500円 小中学生／300円
市バス
「竜安寺前」下車徒歩約1分

拝観料：大人／500円

清凉寺

たきぐちでら

滝口寺

075-871-3929
9:00〜17：00
（16:30受付終了）
300円
市バス・京都バス
「嵯峨釈迦堂前」下車徒歩約15分
JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅下車徒歩約25分

吉野で崩御された後醍醐天皇の御霊を慰めるため、時の
将軍足利尊氏が夢窓國師を開山として建立された。臨済
宗天龍寺派の大本山、世界文化遺産。

￥

栞 又は ポストカードを1枚進呈（夜間特別拝観を除く）

「秋の夜間特別拝観」 11/9（金）～12/2（日）17:30～20:30（20：15受付終了）

参拝記念品を進呈

室町時代、管領の細川勝元が妙心寺の義天玄承を開山と
して創建。方丈庭園（史跡・特別名勝）は枯山水の庭園と
して世界的に著名。臨済宗妙心寺派、世界文化遺産。

￥

075-861-0091
嵐電嵐山本線「嵐山」駅、市バス
「嵐山天龍寺前」下車徒歩約5分

「秋の特別拝観」 10/6（土）～12/9（日）9:00～17:00（16：45受付終了）

平家物語に登場する滝口入道と横笛の悲恋物語の寺。
本堂である庵には、滝口入道と横笛の木像を安置する。
参道の途中に、横笛が血で歌をかいた歌石がある。入口
には新田義貞の首塚がある。

￥

天龍寺の塔頭寺院の一つ。寛正2（1461）年、聖仲永光禅
師を開山に創建。境内の「獅子吼の庭」は嵐山を借景とし
た回遊式山水庭園。公開は春と秋のみ。
優待

075-461-1155
＜3月～11月＞ 9:00～17:00
（16:30受付終了）
＜12月～2月＞ 9:00～16:30
（16:00受付終了）
大人・高校生／500円 小中学生／300円
（御殿）
市バス・JRバス
「御室仁和寺」下車すぐ

※ 優待内容や拝観時間等が変更になる場合があります。ご利用の際は、事前にご確認ください。

ほうごんいん

平安初期、宇多天皇により創建。
「御室御所」
とも呼ばれ、
国宝の金堂や二王門、中門、五重塔（いずれも重文）など
が建ち並ぶ。世界文化遺産。

宝厳院

にんなじ

仁和寺

特別優待期間 ／ 10月1日
（月）〜12月25日（火）

「裏千家献茶祭」

10/6
（土）10:00～

「秋季献茶祭」

10/27
（土）11:00～

由緒書とオリジナル竹製鳩ストラップ

裏千家家元の奉仕により御神前に金銀の抹茶碗で濃茶・薄茶が献上される。
境内各所には裏千家関係者による茶席が設けられ、和服姿の門人たちで境内が賑わう。
全国屈指の茶所・宇治山城地域の茶生産者からの献茶約400点を御神前に奉納する。
また境内では優等茶の展示が行われる。
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協力／ 京都仏教会

特別優待期間 ／ 10月1日
（月）〜12月25日（火）

閑臥庵

黄檗禅宗 瑞芝山

かんがあん

イベント 情報

閑臥庵は山号を瑞芝山という。江戸時代前期に後水尾法
皇の実弟である梶井常修院の宮の院邸であったが、王城
鎮護のために貴船の奥の院から鎮宅霊符神をこの地に
勧請し、初代隠元禅師から6代目の黄檗山萬福寺管長・
千呆禅師を1671年に開山とする。当寺の起こりである。

優待

075-256-2480
13:00～22:00 ￥ 500円
地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅下車徒歩約5分

拝観料：通年500円 → 通年400円

※ 優待内容や拝観時間等が変更になる場合があります。ご利用の際は、事前にご確認ください。

協力／ 京都仏教会

2019 西陣織展
伝 統を誇る西 陣
産 地が 、西 陣 織
の優秀作品を一
堂に展示・公開し
ます。
日時
会場

！

がま か

いい
わ が当た
ち
る
ぐ

W e b

京都きものパスポート公式アプリ

抽選で 30名様に丹後ちりめんの

美術館やお店、最新
イベント情 報などが
検索できるほか、お気
に入り機能や地図情
報も充実しています。

応募
方法

締め
切り

きものパスポートのホームページから
ご 応 募ください。なお、当選 者の発 表
はプレゼントの発送をもってかえさせて
いただきます。

075-432-6131
先着30名様に
西陣織小物入れ進呈

きものパスポ

検索

お問い合わせ先 京都きものパスポー
ト事務局 受付時間／10:00 ～18:00（土日祝は休み）

TEL.075 - 256 - 6830

検索
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本書に掲載した写真・文章の無断転載・複写を禁じます。
乱丁・落丁本はお取り替えいたします。

（京都市伏見区竹田鳥羽殿町5）

主催

京都誂友禅工業協同組合

問合せ

075-862-3600

2018 西陣きもの帯フェスティバル

2018年11月3日
（土・祝）
11:30～15:30
上賀茂神社

日時
会場

（京都市北区上賀茂本山339）

主催

西陣織物産地問屋協同組合

問合せ

075-432-0191

特典

〜街をきもの姿でいっぱいに〜

11月15日は“き
ものの日”。きも
の 姿 の 方が 一
堂に集うイベン
トを実施します。

きもの姿でショー
や野点等の秋の
園遊会をお楽しみ
ください。
日時

野点呈茶席の特別割引と、西陣織
物展示の審査で大抽選会に参加
できます
京 都 は 3 6 5日

伝統産業の日

色紙染または
墨流し染の無料体験

11月15日 きものの日

－きもので集う園遊会－

会場

※個人情報は、
アンケートの目的以外には使用しませ
ん。ただし行政・各団体のイベント案内などを送付さ
せていただくことがあります。

2018年11月10日
（土）
、11日
（日）
10:00～17:00（最終日16:00）
会 場 パルスプラザ
「京都ものづくりフェア2018」内
日時

特典

（ご入場は13:30までにお願いします）

2019年 3月 10日
（日）

きものパスポート

（京都市上京区堀川通今出川南入ル）

西陣織工業組合

「きものパスポ」無料配信中!

（柄は選べません）
がまぐちをプレゼント

2019年2月1日
（金）
〜3日
（日）
10:00～17:00（最終日16:00）
西陣織会館

問合せ

特典

アンケートをお送りいただいた方の中から

きもの超掘り出し
市（ 染 工 場 在 庫
直販大処分）、そ
の他 催し物 多 数
あります。

主催

便利なアプリを手に入れて
今すぐきもので出かけよう♪

アンケートのお願い

誂友禅フェア－きもの楽市－

主催

2018年11月15日
（木）
京都タワーサンド

（京都市下京区烏丸通七条下ル
東塩小路町721-1）

京都織物卸商業組合

詳しくはWebへ
http://www.fashion-kyoto.or.jp/

京都の“いま”を彩る伝統産業の情報をお届けするポータルサイト
「京都の伝統産業」等で情報発信しています。
https://densan.kyoto/

