
有効期間 乗車券の乗車当日限り有効

妙満寺妙満寺 拝観料 500 円が割引料金 徒歩約5分

徒歩約20分

徒歩約20分

徒歩約15分

徒歩約15分

実相院実相院 拝観料 500 円が割引料金（大人のみ）

曼殊院曼殊院 拝観料 600 円が割引料金

拝観料 500 円が割引料金

授与品（御守・絵馬）が割引料金
※乗車券１枚につき１体のみ

駅前

駅前

駅前

不定休

不定休

鞍馬寺山門前

（移動販売店）

岸本老舗岸本老舗 鞍馬特産『木の芽煮』10％引き

鞍馬特産『木の芽煮』10％引き

1/16～２/末は拝観休止
8/5～ 31、12/30・31

（駅前店・山門前店）

鞍馬かどや鞍馬かどや

京くらま 林京くらま 林

くらま 辻井くらま 辻井

一楽一楽

徒歩約5分

徒歩約7分

徒歩約1分

水曜定休

水曜定休

鞍馬特産『木の芽煮』など全品 10％引き

鞍馬特産『木の芽煮』10％引き

鞍馬寺山門前

鞍馬寺山門前

お食事された方にコーヒーまたは、紅茶１杯サービス

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

火曜定休（祝日は営業）精進料理をご注文された方にコーヒーまたは、紅茶１杯サービス

お食事された方に、プチデザート 1つプレゼント

※出店時のみ利用可能12:00 ～ 16:00当店自慢の「洛北ロール」10％引き

京都バス5分
（徒歩約30分）
京都バス5分
（徒歩約32分）

11:00 ～ 17:00貴船コスメティックス貴船コスメティックス
＆ギャラリー＆ギャラリー

お買い物か喫茶ご利用の方に貴船絵葉書２枚プレゼント
※絵葉書の柄は選べません

※三条店も優待あり

※店内飲食は除く

飲食いただいた方に「ポストカード」プレゼント

わらび餅セットご注文で 100 円引き（10 月～ 4月末まで）

徒歩約1分

徒歩約7分

木曜定休1,000 円以上お買い上げの方は 10％引き

徒歩約3分 水曜定休（祝日を除く）10:00 ～ 18:30（LO 18:00） （075）722-5551お食事された方にコーヒーまたは、紅茶１杯サービス

徒歩約20分 水曜定休（祝日の場合は次の平日）、
年末年始（12/29-1/3）は休み（075）781-7984オリジナルポストカードプレゼント

徒歩約2分 火曜定休

火曜定休

火曜定休・水曜不定休

7:00 ～ 18:00 （075）721-3673500 円以上お買い上げの方にミニラスクをプレゼント

徒歩約7分 不定休11:00 ～ 22:00 （075）712-0333魁力魁力屋（本店）（本店） 麺類１杯ご注文された方は、チャーハン１人前無料

徒歩約1分 9:00 ～ 19:00 （075）781-5262500 円以上お買い上げの方は 10％引き

水曜定休

水曜定休
第2・3火曜日は不定休

（075）711-1110

（075）711-4684

（075）701-0121

徒歩約6分 9:00 ～ 18:00 （075）781-55041,000 円以上お買い上げの方は 5％引き

徒歩約5分 月曜・火曜定休

水曜定休（11月は不定休）

10:30 ～ 17:00（LO 16:30） （075）723-83641,000 円以上のお会計時に 10％引き

徒歩約2分 木曜定休月火水 11:30 ～ 17:00
金土日 11:30 ～ 21:30 （075）286-4038お食事された方にオリジナルバッチとポストカードプレゼント

※毎週金曜日、土曜日のみ公開 （公開日のみ）徒歩約7分 7月第3週～8月末・
12月第3週～2月末は休館

10:00 ～ 16:00（受付 15:00 まで） （075）724-3115
（駒井卓・静江記念館）

（開運ミュージアム）

入館料が２割引き（大人 400 円、中高生 160 円）

徒歩約1分 日曜、月曜、
第1・3・5土曜定休

火曜～金曜 10:30 ～ 18:00
土曜・祝日 10:30 ～ 17:00 （075）706-2402「茶山ロール」など店内商品 500 円以上お買い上げで、

バウムラスクをプレゼント

※OPAL 毛糸と書籍は 5,000 円以上

※但し、サービスメニューは除く

※季節により延長短縮あり
徒歩約5分
出町桝形商店街内

プラザ修学院内

プラザ修学院内

不定休（基本無休）12:00 ～ 18:30 （075）251-64671,000 円以上お買い上げで粗品プレゼント 10％引き

徒歩約3分 月曜定休
（祝日は営業、翌日代休）

木曜定休（水曜の夜は休業）

11:00 ～ 15:00 ／ 17:00 ～ 20:00 （075）712-0671オムライス専門店
おむらはうすおむらはうす オムライスご注文の方にソフトドリンク１杯サービス

16:00 ～ 21:00（LO 20:00）駅前 11:00 ～ 15:00 （075）723-2124お好み焼き ぼん蔵ぼん蔵 お好み焼き 10％引き

徒歩約10分 日曜・祝日定休9:00 ～ 18:00 （075）771-02463,000 円以上お買い上げの方へ粗品プレゼント

修学院修学院

岩倉岩倉

木野木野

対象施設対象施設 優待内容優待内容 アクセスアクセス 利用時間利用時間 電話番号電話番号 その他その他最寄駅最寄駅

一乗寺一乗寺

愛山費 300 円が割引料金 山門まで
徒歩約3分 9:00 ～ 16:15

9:00 ～ 17:00

9:00 ～ 17:00

9:00 ～ 17:00

9:30 ～ 17:00

9:30 ～ 17:00

9:30 ～ 17:00

10:00 ～ 17:00

9:00 ～ 16:30（閉門 17:00）

（075）741-2003

（075）741-2016

（075）791-7171

（075）781-5464

（075）781-5010

（075）791-1666

（075）781-9076

（075）741-2030
（075）741-2230

（075）741-2029

（075）741-2028

（075）741-1121

鞍馬寺鞍馬寺

金福寺金福寺

八大神社八大神社

不定休（075）741-1117

本家 双鳩堂本家 双鳩堂

徒歩約1分

徒歩約2分

徒歩約1分

9:00 ～ 19:00

11:00 ～ 17:00

10:00 ～ 19:00

1,000 円以上お買い上げの方は 10％引き

1,000 円以上お買い上げの方は 10％引き

1,000 円以上お買い上げの方は 10％引き

京菓匠 游月京菓匠 游月

菓子工房菓子工房 りぷる りぷる

パパジョンズパパジョンズ

京菓子処 一乗寺中谷一乗寺中谷

茶山 sweets Halle茶山 sweets Halle

松井酒造松井酒造

風の駅風の駅

ギャラリー・喫茶 不定休12:00 ～ 18:00 （075）741-9053

貴船神社貴船神社 貴船神社謹製「参拝記念品」進呈 京都バス５分
（徒歩約30分）

9:00 ～ 20:00（受付 17:00）

9:00 ～ 16:30（受付 16:00）

9:00 ～ 17:00（受付 16:30）

※冬期は閉門 18:00貴船口貴船口

鞍馬鞍馬

鞍馬鞍馬

貴船口貴船口

木野木野

岩倉岩倉

修学院修学院

一乗寺一乗寺

茶山茶山

出町柳出町柳

八瀬八瀬
比叡山口比叡山口

貴船倶楽部貴船倶楽部 不定休11:30 ～ 17:00 （075）741-3039

京都バス5分
（徒歩約34分）

京都バス5分
（徒歩約20分）

兵衛 Café兵衛 Café 不定休11:00 ～ 17:00（LO 16:00） （075）741-3077

マックさんの家マックさんの家

むしやしないむしやしない

くら満荘くら満荘 不定休

不定休

11:00 ～ 20:00 （075）741-2058

雍州路雍州路 10:00 ～ 18:00 （075）741-2848

鞍馬寺山門前心天狗心天狗 （075）741-2257

タイ料理 AowAow

ブルージュ京都洛北ブルージュ京都洛北 （075）201-9069

9:00 ～ 19:00レ・フレール・ムトウレ・フレール・ムトウ （075）724-3299

ブレーメンブレーメン

火曜定休（祝日は営業）11:00 ～ 17:00（土日祝は 18:00 迄）（075）746-2216拝観料 500 円が割引料金猫猫寺猫猫寺

ラーメン

9:00 ～ 17:00岩倉具視幽棲旧宅岩倉具視幽棲旧宅

.

.

.

特別観覧時のみ公開10:00 ～ 14:00（一般観覧時間） （075）311-8988観覧料が 100 円引き（春・秋の特別観覧時のみ）白龍園白龍園 .

.
駒井家住宅駒井家住宅

■

■ お土産 ・施設 ・

寺院 ・ 神社　の優待特典

喫茶 （カフェ） ・ パン ・ ラーメン ・ 食事　の優待特典

※営業日、営業時間や特典内容（拝観料などを含む）は、都合により変更または中止されることがございますので、あらかじめお確かめください。
※優待は乗車券利用当日のみ有効です。
※他のサービスとの併用はできません。

二ノ瀬二ノ瀬

左記の乗車券をご呈示いただくと下記の寺社やお店で優待特典が受けられます。

乗車券は必ず施設ご利用前、ご精算前にご呈示ください。

2021 年 4月 現在

（075）741-2016

※１. 運休につき、市原駅～鞍馬駅間は京都バスをご利用ください。
※２.この乗車券で京都バスはご利用いただけません。

※
１

※
１

※２ ※２

「えぇきっぷ」
叡山電車１日乗車券

１日観光チケット
叡山電車・京阪電車

鞍馬・貴船日帰りきっぷ
バス＆えいでん ▲

京都バスもご利用
いただけます。


