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特設ページはこちら！

開催
期間 2月4日　～3月5日2017年 土 日

東京で、あなただけの「京都」を見つけましょう。
そして、「京都の未来」を一緒に考えてください。

抽選で豪華な景品が当たるスタンプラリーも実施します。
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2月4日から約1ヵ月、都内各所で、京都の歴史、景観、伝統
産業、観光など、多彩で奥深い京都の魅力を伝える様 な々
イベントを展開します。お好きな催しやお店を気軽にめぐり
ながら、京都の魅力を五感で感じてください。そして「京都の
未来」に思いを馳せていただければ幸いです。

何気ない石碑や祠、味のある看板や映画に出てくるような路地…。京都のまちを歩いている
と、毎日が楽しい発見の連続です。そんな京都の魅力の一端に、東京に居ながらにして触
れられる「京あるき in 東京」。７回目の開催となる今回も、京都に息づく多彩な文化を１箇
月間にわたり都内各地でご紹介します。ぜひこの機会に、あなただけのとっておきの京都を
見つけてみてください。

京都に息づく四季折 の々自然景観、
寺社や京町家などの趣深い町並み、受け継がれ磨き上げられてきた伝統文化など、
京都の魅力をしっかりと守り、大切に未来に引き継いでいこうという取組です。

門川 大作

「京あるき in 東京 2017」は、
京都市が取り組む「国家戦略としての京都創生」を

理解・応援していただくためのイベントです。京あるき in 東京 2017

「京都創生」とは？

文化のチカラで日本を元気に

立石 義雄

柏原 康夫

京都市長

京都商工会議所 会頭 / 京都創生推進フォーラム 代表

公益社団法人京都市観光協会 会長

悠久の歴史をもつ京都では、先人たちの生き方、暮らし方に育まれた知恵にさらに磨き
をかけ、魅力ある京都づくりに取り組んでいます。「京あるき in 東京」では、知恵や創造
性を活かした多様な京都文化を、皆さんに感じていただくため、都内各地でさまざまな
事業を展開いたします。ぜひご来場いただき、「京都の文化力」をご堪能ください。

京都には１２００年を超える歴史に育まれた伝統と文化が、美しい街並みとともにいまも
息づいております。首都圏の皆様にご好評をいただき７回目を迎える「京あるき in 東京 
2017～恋する京都ウィークス～」は、“歩くほど奥深い京都”の魅力を実感していただけ
る各種イベントをご用意しております。ぜひ気軽にご参加いただき、“京都”をお楽しみく
ださい。そして、実際に京都へお越しいただけましたなら、この上ない喜びでございます。

京都らしく 美しい景観を
守り、育てます。

かけがえのない
歴史的・文化的資産を
未来へつなぎます。

奥深い京都の魅力を
世界へ発信します。

文化庁が京都に移転します
京都に代表される日本の文化や伝統、それらは全国各地の産業・ものづくりに支えられています。
日本の文化を振興し、その魅力を世界に発信していくことは、全国津々浦々を元気にすることに繋がります。
平成28年3月、文化庁の京都への全面的な移転が決定しました。
文化の力で待ったなしの地方創生を、各地域とともに進めていく。文化の力で日本全国を元気にしていく。
京都の決意です。

京都がいつまでも魅力的なまちであり続けるために、「京あるき in 東京 2017」を通じて
京都を知っていただき、「京都創生」の取組を応援してください。

詳しくは 京都創生 検索

京都
創生

景観

文化 観光
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オープニングイベント

2017年2月4日（土） 11：45～19：30
ＫＩＴＴＥ 1階 アトリウム（千代田区丸の内2-7-2） 、ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥ 4階 ホール＆カンファレンス

ＪＲ「東京駅」徒歩約1分、東京メトロ「東京駅」地下道より直結

参加
無料

会場
アクセス

「京あるきin東京 2017」オープニング 11:45～19：30 ★ 参加
する  

会場：ＫＩＴＴＥ 1階 アトリウム

11:45～12:15

12:15～12:45

12:45～13:40

14:30～15:00

15:30～15:50

17:30～18:00

18:30～19:15

司会：竹内 弘一（KBS京都キャスター）

舞妓の舞披露、主催者あいさつ

生け花と能の会（第一部）
「生け花」「能」「漆」それぞれの継承者が
伝統文化に親しめるひとつの舞台を
作り上げます。
出演：笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 家元）
        橋本 忠樹（能楽観世流シテ方）
        曽和 鼓堂（能楽囃子幸流小鼓方）
        三木 啓樂（漆工芸家）

オープニングトーク
出演：吉岡 里帆（女優）
        小山 薫堂（京都館館長）
        笹岡 隆甫
        門川 大作（京都市長）

生け花と能の会（第二部）

SAVE KYOTO For Future Generations.
京都国立博物館と文化財保護基金の
ＰＲ大使のトラりんが登場！

ヤッサン一座の紙芝居

志の彦京あるき落語会
出演：立川 志の彦

吉岡 里帆さん応援コメント
　京都に生まれ、京都で育ち、良かったなと思うこと。一番は住んでいる方達が街を大切にし
ている事が挙げられます。
　景観を出来るだけ損なわない様に自分の店の看板は小さく、しとやかに設置する。ゴミが落ち
ていればお客様が来て頂いているという意識から、率先して他の方が落としたゴミでも拾う。そん
な街に対しての心配りは私が小学生の頃から教育課程の一つとして受けてきた様に思います。
　観光客の方々に喜んで頂きたい、という工夫一つ一つとってもそれは同じです。子供も大人も
皆んなが街を愛し大切にしている姿を見ると、いつも京都を故郷に持つことを嬉しく思います。

プロフィール
１９９３年生まれ、
京都市出身、女優。
結婚情報誌 『ゼクシィ』
9代目 CMガール、
映画・ドラマ・舞台と幅広
く活躍中。

京都ブランドフォーラム in 東京  要申込  14:30～16:30
会場：ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥ 4階 ホール＆カンファレンス

伝統を守りながら新たな菓子づくりにチャレンジする東西のパネリストをお迎えし、スイーツの魅力や新たな
菓子文化の可能性についてお話しいただきます。 ※事前申込制（定員300名／先着順）

● 舞妓の舞披露
● パネルディスカッション「魅惑のスイーツ、新たな挑戦」
出演：黒川 光博（株式会社虎屋 代表取締役社長）
　　  細田 眞（株式会社榮太樓總本鋪 代表取締役社長）
　　  山口 祥二（株式会社末富 ４代目主人）
　　  河内 誠（株式会社ロマンライフ 代表取締役社長）
コーディネーター：遠藤 奈美（KBS京都アナウンサー）
主催：京都ブランド推進連絡協議会

（京都府・京都市・京都商工会議所）

※ご参加の方全員に、お帰りの際、お濃茶ラングドシャ「茶の菓」を
プレゼント（提供：株式会社ロマンライフ／京都北山マールブランシュ）

京都ブランドフォーラム in 東京　参加お申込み・お問合せ
● WEB
京都ブランド推進連絡協議会ホームページ（http://www.kyo.or.jp/brand/）からお申込みください。
● FAX・はがき・E-mail
①「京都ブランドフォーラム in 東京」参加希望、②氏名、③団体名（社名）、
④役職名、⑤住所、⑥電話・FAX番号を明記の上、次の事務局宛にご送付ください。
〒604-0862　京都市中京区烏丸通夷川上る 京都商工会議所 産業振興部内
                      京都ブランド推進連絡協議会事務局
TEL：075-212-6450　　FAX：075-255-0428　　E-mail：brand@kyo.or.jp
※1月20日（金）以降に参加証を発送いたします。

会場内での催し・展示等  会場：ＫＩＴＴＥ 1階 アトリウム

京都市伝統産業「未来の名匠」技の披露展
京都市が伝統産業中堅技術者の中から認定した「未来の名匠」による作品の展示。

京都市×会津若松市×新潟市 日本酒で乾杯！
歴史的に様 な々縁で結ばれ、現在も交流を続ける日本有数の酒どころでもある３都市が一堂に会し、日本酒の試飲・販売を行います。

杉玉づくりの実演
酒蔵の軒先に吊り下げられる杉玉がどのように作られるかご存知ですか？
京都の北山から運んできた杉の枝で緑の美しい玉を会場で作り上げます。

「住むなら京
み や こ

都」in東京（移住応援コーナー）
京都市内の都心部から自然豊かな山間部まで、京都で暮らす魅力をご紹介！移住の進め方をご案内し、あなたの移住を応援します。

君もチャレンジ！京都検定ミニクイズ
京都検定の過去問やイベントオリジナル「京都検定クイズ」に挑戦！合格者には景品をプレゼント＆
応募者全員対象のＷチャンスもご用意。京都検定合格者による京都の観光案内も行います。

天才アートKYOTO展
障碍のある人の多くがもつ優れた感性と表現力、そこから湧き出る独創的なアート作品の展示や物販

その他会場では、KYO-MONO is COOL!プロジェクトによる京焼・清水焼のお猪口等の販売や
京の老舗によるお菓子の販売、京都の観光や文化イベントの紹介などを行います。笹岡 隆甫

撮影＝久保田康夫（STUDIO BOW）
「婦人画報」（ハースト婦人画報社）
2013年1月号掲載写真

山口 祥二

橋本 忠樹

河内 誠

曽和 鼓堂

吉岡 里帆

三木 啓樂

小山 薫堂

トラりん ヤッサン一座の紙芝居 立川 志の彦

ＫＩＴＴＥ 1階 アトリウムでは京都の魅力
を紹介する様 な々ブースが登場します！

黒川 光博 細田 眞
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メイン
イベント
主催団体に
関連するイベント

ホテル椿山荘東京 「花灯路」
1月12日（木）〜1月31日（火）日没〜23：00
ホテル椿山荘東京の庭園に「京都　花灯路」を再現します。
もとは、伏見 石峰寺に置かれていたものと伝えられている五百羅漢の一
部の20体の石仏。下鴨神社の社殿を移築し、伏見稲荷明神から白玉稲
荷を勧請された神社など 京都ゆかりのものが多い庭園を花灯路の幻想
的な光が彩ります。
会場  ホテル椿山荘東京　 住所  文京区関口2-10-8　 アクセス  ●ＪＲ「目白駅」から

「新宿西口行き」都バスで10分●東京メトロ「江戸川橋駅」1a出口徒歩10分　
お問合せ  03-3943-1111　 URL  https://hotel-chinzanso-tokyo.jp

1

スタンプラリー対象事業…★

2月3日（金） 13：30〜16：00
外資系企業や首都圏の企業、在日大使館、在日商工会議所等の皆様
を対象に、「京都市企業誘致セミナー in 東京」を開催します。多彩な京
都の魅力や強み、ビジネス環境を知っていただくため、京都市内に進出
された企業からの講演や、産学公連携の取組、進出先などを御紹介し
ます。 ※事前申込制（定員:100名）

会場  明治記念館　 住所  港区元赤坂２-２-２３　 アクセス  ●ＪＲ「信濃町駅」徒歩
３分●東京メトロ・都営地下鉄「青山一丁目駅」２番出口徒歩６分●都営地下鉄「国立競
技場駅」Ａ１出口徒歩６分　 お申込み・お問合せ  京都市企業誘致セミナー運営事務局　
03-5835-5895　 URL  https://www.sangyo-times.jp/kyoto2017

京都市企業誘致セミナー in 東京 要申込2

京都商工会議所／京のお稚児さん共同企画
<展示>平安京を彩る女性歌人たち
<講座>「茶と京の文化」 要申込  ★ 見る

4

あたらしきもの京都
2月1日（水）〜3日（金） 10：00〜18：00

京都の染織・工芸などの16社が、より高度な感性と先端のトレンド情
報が集まる「第83回東京インターナショナル・ギフト・ショー LIFE × 
DESIGN」に出展し、新商品を発表します。

会場  東京ビッグサイト（東１ホール「ACTIVE DESIGN ＆ CRAFT FAIR」）
住所  江東区有明3-11-1　 アクセス  ●りんかい線「国際展示場駅」徒歩５分●ゆり

かもめ「国際展示場正門駅」徒歩１分　お問合せ  ファッション京都推進協議会（事務局：
京都商工会議所） 075-212-6450

3

※最終日は17:00まで

いまのわ in 京都館
～伝統産業職人による新商品発表～

2月4日（土）〜21日（火） 10：30〜19：00
京都の伝統技術の今を重ね、未来の和を創り、次世代へつなぐ「京
と今の和プロジェクト」。京友禅や京焼・清水焼等の職人が、普段
使いいただける新商品を展示・販売いたします。
会場  京都館 住所  中央区八重洲２-１-１ ヤンマー東京ビル１F アクセス  JR

「東京駅」八重洲中央口徒歩1分 お問合せ  京都市伝統産業課 ０７５-２２２-３３３７

5

【展示】 2月4日（土）〜17日（金） 12：00〜18：00

【講座】 2月25日（土） 13：30〜15：30

平安京を彩る女性歌人たち
紫式部、清少納言が活躍した時代にフォーカスし、女性歌人にまつわる寺社
の紹介や、明治期〜昭和期の百人一首かるた等の展示を行います。江戸
時代に活躍した能書家による歌に、歌仙絵を添えた『百人一首手鏡(伝 井
伊家伝来・複製)』もご覧いただけます。(入場申込不要)
協力：小倉百人一首殿堂「時雨殿」・富士ゼロックス京都㈱ ※入場無料

京のお稚児さん京都講座「茶と京の文化」
京のお稚児さん「京都講座」第１１弾を「茶と京の文化」と題して開催します。
栄西上人が持ち帰ったお茶は、単なる飲み物ではなく、京都の文化・歴史に
大きな影響を与えました。その一端を坪山流に解説します。 
講師：京のお稚児さん 代表 坪山 多久男 定員：３０名
※事前申込制、以下のWebサイトをご確認のうえ、お申込ください。 ※入場料：1,000円(税込)

東京“六本木”に常設の京都アンテナスタジオ『京のお稚児さん』において、
展示と講座を開催します。

会場  京都アンテナスタジオ「京のお稚児さん」 住所  港区六本木7-14-6 六本木FFビルB1F
（モスバーガーの地下） アクセス  東京メトロ「六本木駅」４ａ出口徒歩２分　お問合せ  京都商
工会議所 会員部 京都検定担当 075-212-6440 URL  http://www.kyotokentei.ne.jp/

ホホホ座 at BEAMS JAPAN ★ 参加
する

2月4日（土）〜3月5日（日） 11：00〜20：00
京都浄土寺にあるやけに本が多いお土
産屋”ホホホ座”のポップアップショップが
オープン！
ホホホ座とBEAMS JAPANによる京都マッ
プを配布。スペシャルグッズも販売します。
会場  BEAMS JAPAN 1F　 住所  新宿区

新宿3-32-6　 アクセス  ●JR「新宿駅」新南口
徒歩3分●京王線「新宿駅」新南口徒歩3分●小
田急小田原線「新宿駅」新南口徒歩3分●地下鉄
丸ノ内線「新宿駅」新南口徒歩3分●都営新宿線

「新宿駅」新南口徒歩3分　お問合せ  BEAMS 
JAPAN 03-5368-7300　
URL  http://www.beams.co.jp/beamsjapan/

7
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冬の京野菜まつり ★ 味わう

2月4日（土）〜3月5日（日） 17：00〜23：00

6

※ 火曜日定休

※店舗営業規定による　※日曜定休店舗あり

昨年、大変ご好評いただきました『冬の京野菜』を品書き新たにご用意。
趣向を凝らした逸品は調理長の腕を振るい色彩豊かに楽しめる仕上がり。

「旬」と「本場」の味わいを旨酒片手にご堪能ください。
実施店舗：首都圏和食１１店　代表店舗：かこいや丸の内二丁目店
■くつ炉ぎ・うま酒 かこいや

銀座七丁目店　秋葉原駅前店　丸の内二丁目店　オアゾ店
霞ヶ関ビル店　新宿ユースビル店　池袋東口店

■そば割烹 安曇野庵：新橋店　青山一丁目店　大崎店　
■銀座ライオン 安具楽：新宿センタービル店
代表会場  かこいや丸の内二丁目店　住所  千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル内B1F　
アクセス  ＪＲ「東京駅」丸の内南口出口徒歩１分　
お問合せ  かこいや丸の内二丁目店 03-5288-7905

株式会社サッポロライオン 03-6222-5184
URL  http://r.gnavi.co.jp/kakoiya4/

京都デスティネーションキャンペーン 2017.1月～3月
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一年の旅始めは
京都へ

主催／京都市・公益社団法人京都市観光協会　http://www.kyokanko.or.jp
後援／公益社団法人日本観光振興協会
発行者：京都デスティネーションキャンペーン実行委員会

二条城（写真提供：元離宮二条城事務所）

の 3 つのテーマで多数のイベントも開催！の 3 つのテーマで多数のイベントも開催！
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約1時間40分
〔東海道・山陽新幹線／広島～京都〕
広島～京都

約2時間40分
〔東海道・山陽新幹線／博多～京都〕
博多～京都

約3時間35分
〔九州新幹線／熊本～博多
 東海道・山陽新幹線／博多～京都〕

熊本～京都

約4時間20分
〔九州新幹線／鹿児島中央～博多
 東海道・山陽新幹線／博多～京都〕

鹿児島中央～京都

約1時間5分
〔東海道・山陽新幹線／岡山～京都〕
岡山～京都

約2時間15分
〔快速マリンライナー／高松～岡山
 東海道・山陽新幹線／岡山～京都〕

高松～京都

約4時間5分
〔特急しおかぜ／松山～岡山
 東海道・山陽新幹線／岡山～京都〕

松山～京都

約3時間45分
〔特急南風／高知～岡山
 東海道・山陽新幹線／岡山～京都〕

高知～京都

（平成28年11月現在）

約9時間35分
〔特急スーパー北斗／札幌～新函館北斗
 東北・北海道新幹線／新函館北斗～東京
 東海道新幹線／東京～京都〕

札幌～京都

約4時間25分
〔東北新幹線／盛岡～東京
 東海道新幹線／東京～京都〕

盛岡～京都

約3時間45分
〔東北新幹線／仙台～東京
 東海道新幹線／東京～京都〕

仙台～京都

約2時間10分
〔東海道新幹線／東京～京都〕
東京～京都

約4時間10分

〔上越新幹線／新潟～東京
 東海道新幹線／東京～京都〕

新潟～京都

約2時間5分
〔北陸本線特急サンダーバード
 ／金沢～京都〕

金沢～京都

約35分
〔東海道新幹線／名古屋～京都〕
名古屋～京都

※ご旅行の際は予め駅窓口にてお尋ねいただくか、JR時刻表等でご確認下さい。
※ご利用いただく列車により所要時間が異なります。　※乗り換え時間は含みません。

※地図はイメージです。
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＊「京の冬の旅」
京都市と京都市観光協会主催の冬の観光
キャンペーン。「非公開文化財特別公開」や
「定期観光バス特別コース」のほか、「伝統
産業・文化」「朝観光・夜観光」「京の食文化」
の3つのテーマのもと冬の京都ならではのイ
ベントを実施。

2月上旬
京の冬の旅をはじめとする、催し物のパンフレットを配布し、冬の京都観
光の魅力をPRします。※入場無料

お問合せ  京都市観光協会（京都観光宣伝協議会） ０７５-２１３-１７１７

冬季京都観光誘致イベント8

平成28年10月1日より初公開 旧三井家下鴨別邸 お問合せ 京都市観光協会 075-213-1717
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2月：2月4日（土）13：00〜15：00 2月：2月4日（土）15：30〜17：00

3月：3月11日（土）13：00〜15：00 3月：3月11日（土）15：30〜17：00

【第1部】2月18日（土）13：00〜14：30

【第2部】2月18日（土）15：00〜16：30

2月10日（金）〜12日（日） 10：30〜19：00

【第1回】2月15日（水） 
19：00〜20：30

【第2回】2月22日（水） 
19：00〜20：30

【第1部】京都散策マップ講演会 
講師：塩原 直美（京都観光おもてなし大使）
京都をまるで散策するかのようにご案内する講演
会です。

【第2部】“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！
講師：八柏 龍紀
喜びよりも悲しみが多く、楽よりも苦が勝る人生を見つめ、それ
でも生に意味を見出そうとした僧侶の精神を探ります。

〜阪急電車に乗って、乙訓・長岡京・山崎へ〜

〜いよいよ散策講座・完結！
　　あれ？まだ重要社寺あるよ…〜

〜夢想疎石と“作庭”そして天龍寺船〜

〜蓮如と「越前吉崎道場」〜

「市バスに乗るだけで、京都旅行が10倍楽しくなる」
講師：塩原直美（京都観光おもてなし大使）
京都市内の観光名所を走る京都市バス「洛バス」のルートから、一度は聞
いたことあるバス停の名前に秘められた歴史やエピソードをご紹介しま
す。京都は大好きだけど、勉強や試験は苦手…という方、大歓迎です。
※第1部・第2部とも事前申込制、以下のWebサイトをご確認のうえお申込ください。

「歩けない京都？（笑） この底なしの歴史と智恵を知れ！」
講師：堤勇二（京都学園大学 非常勤講師）
京都の町を歩くと、その名前に秘められた歴史の深さと命名の機智に
感動し、なかなか先に進めなくなってしまいます。歩きたいのに歩けない
京都の魅力を講師独自の切り口でご案内します。

京都の歳時と京料理の美学 
講師：栗栖 正博

（たん熊 北店 三代目主人）

京町家の暮らしに伝わる食文化～おばんざい～
講師：杉本 節子

（公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会常務理事兼事務局長）

京都市のアンテナショップ「京都館」では、ミニ提灯作り体験、舞妓さんと楽しむ
会、ミニ落語会、お酒の試飲販売など盛り沢山のイベントで皆様のお越しをお待
ちしております。ひと足早く、春の京都を「京都館」でお楽しみください。詳細は京
都館ホームページをご覧ください。
※ 事前申込制　定員：ミニ提灯作り体験 各回8名　舞妓さんと楽しむ会 各回20名

「京の食文化」は、京都の長い歴史と四季折々の自然の中、世代を越えて育まれ、発展してきたものです。
平成２５年１０月、これらを未来につなげていくべく、京都をつなぐ無形文化遺産として「京の食文化－大
切にしたい心、受け継ぎたい知恵と味」が選定され、また、同年１２月にはユネスコの無形文化遺産として

「和食；日本人の伝統的な食文化」が登録されるなど、長い歴史の中で私たちが育んできた食文化は、
あらためて、世界からも注目を集めているところです。
この講座では京都から、京料理界の代表的老舗「たん熊 北店」三代目主人の栗栖正博氏、また、重要文
化財杉本家住宅が生家であり、杉本家１０代目当主・料理研究家の杉本節子氏にお越しいただき、京の
食文化や京料理、京の暮らしについて解説いただくことで、都内在住者等に京都の魅力を伝えます。
※事前申込制（本講座は全2回の連続講座です。各回単独でのお申込みはできません。）　定員：100名

合格だけが目標じゃない！？京都検定には京都観光がもっと面白くなるヒン
トがいっぱい。受験を目的としない京都検定の楽しみ方をご紹介します。

入場料  第1部・第2部 各2,000円（税込）　 会場  ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター　 住所  新宿区市谷八幡町８　 アクセス  ●JR総
武線「市ヶ谷駅」徒歩2分●東京メトロ「市ヶ谷駅」７番出口徒歩１分●都営地下鉄「市ヶ谷駅」４番出口徒歩２分　お問合せ  京都商工会議所 会
員部 京都検定講演会係　075-212-6416　 URL  http://www.kyotokentei.ne.jp/

入場料  無料　（10・11日 ミニ提灯作り体験料：3,780円（税込））（12日 舞妓さんと楽しむ会参加料：
1,000円（税込））　　 会場  京都館　 住所  中央区八重洲2-1-1 ヤンマー東京ビル1F　 アクセス  
JR「東京駅」八重洲中央口徒歩1分　お問合せ  03-5204-2260　
URL  http://kyotokan.jp/ 料金  全2回分６００円　 会場  日本橋社会教育会館ホール　 住所  中央区日本橋人形町１丁目１番１７号（日本

橋小学校等複合施設８F）　 アクセス  ●東京メトロ「人形町駅」Ａ２出口徒歩４分●東京メトロ「水天宮前駅」徒歩５分　
お問合せ  「京あるき in 東京 ２０１７」事務局　03-3526-2556　

京都検定講演会 京都散策マップ講演会&“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！ 要申込9

京都館 春のキャンペーン10

※第1部・第2部ともに事前申込制（ホームページの専用フォームまたはメール・ＦＡＸにて）　定員：各回150名（定員になり次第締め切ります）

2月13日（月）〜19日（日） 【月〜土】 11:00〜翌4:00 【日・祝・連休最終日】 11:00〜23：00

日本有数の酒どころであり、歴史的・文化的にも様々な縁がある京都市と会津若松市、新潟
市。この3市は現在でも相互交流を続けています。今回は、それぞれに特徴ある3つのまちの日
本酒を一度にお楽しみいただける機会をご提供します。日本酒をきっかけに、それぞれのまち・
文化に興味を持っていただくためのイベントです。
※数量限定での提供となります。
協力：伏見酒造組合、会津若松酒造協同組合、新潟県酒造組合 新潟市内15社

京都をテーマにカフェでお茶を飲みながら、旅の経験を語り、情報交換
し、京都の魅力を再発見する、京都カフェ【1部】。更に具体的な行程を
考え、今後の旅をより豊かにする同【2部】。2部構成ですが、どちらかだ
けのご参加でもＯＫ。毎月1度、都内で開催中。2/19「東京で出会う京
都」、3/12「桜」、4/16「宿」がテーマ。それぞれの京都を深め、日本と出
会い、知性・感性を育むひとときに。

【1部～カフェ教室】グループ分けしテーマ交流・情報交換
【2部～旅教室】各自の旅プランを提案。講師、参加者とともにブラッシュアップ
講師：塩原 直美（京都観光おもてなし大使・ 京都検定講座講師）
※ 参加に知識は必要ありません。京都好きならどなたでもお気軽にご参加ください。　
※ 事前予約制　定員：第1部 80名  第2部 40名

会場  新丸ビル ７階 丸の内ハウス●蒸し料理レストラン
「MUS MUS」●蕎麦・酒・肴「ソバキチ」●バー「TIKI BAR 
TOKYO」 住所  千代田区丸の内１-５-１　 アクセス  JR

「東京駅」丸の内中央口徒歩1分　お問合せ  京都市観光
MICE推進室 075-746-2255　 URL  http://www.
marunouchi-house.com/（丸の内ハウス）

料金  第1部 2,000円　第2部 3,000円　
第1・第2部セット 4,500円　
会場  カフェ セレ　 住所  中央区築地

1-13-1 銀座松竹スクエア２Ｆ　
アクセス  ●東京メトロ日比谷線・都営地下

鉄浅草線「東銀座駅」5番出口徒歩１分●東
京メトロ銀座線「銀座駅」B1出口徒歩5分　
お申込み・お問合せ  

京都カフェ実行委員会 nposocialaa@
yahoo.co.jp　 URL  https://www.
facebook.com/kyototabi.kyoshitsu/ 

（Facebook 京都カフェ実行委員会）

入場料  無料　 定員  各回80名（定員になり次第締め切ります）　
会場  同志社大学東京オフィス　セミナー室　 住所  中央区

京橋2-7-19 京橋イーストビル3F　 アクセス  ●ＪＲ「東京駅」八重
洲南口徒歩6分●東京メトロ「京橋駅」6番出口徒歩1分●東京メトロ

「銀座一丁目駅」7番出口徒歩3分●都営地下鉄「宝町駅」A5～A7
出口徒歩3分　お問合せ  京都商工会議所 会員部 京都検定担当　
075-212-6440　 URL  http://www.kyotokentei.ne.jp/

2月10日（金）〜3月12日（日） 

2月12日（日） 12:00〜

2月12日（日） 16：00〜18：00（15：30受付）二条城の障壁画をイメージしたケーキ
～「北尾」の黒豆きな粉ムースとマンゴーのケーキ～

講演会「二条城・大政奉還150周年」
～幕末の志士が駆け抜けた京の寺社史跡～
講師　若村 亮（らくたび）
※ 事前申込制 （二条城の障壁画をイメージしたケーキ、京都食材を使用し

たパスタ、サラダ、ドリンク付）　料金：3,500円（税別）　定員：58名

銀座に２０１６年春にオープンした下鴨茶寮の日本酒バル「のまえ」では、日本の美し
い四季に寄り添い味わう旬の食材とお酒とのマリアージュをご提案しています。今回
は、洛中最古の蔵元「松井酒造」から、松井成樹専務をお招きします。東山三十六峰
と鴨川に囲まれた自然豊かな酒蔵は、西に京都御所や下鴨神社、東には大文字山
を望みます。酒師 山川恒一の山形弁による軽快なトークと地元・左京区同士のお酒
とお料理のコラボレーションを是非ともお楽しみください。
※ 事前申込制 定員：31名

会場  カフェコムサ銀座店　 住所  中央区銀座4-3-1 並木館コムサ
ステージ銀座 B1F　 アクセス  ●東京メトロ「銀座駅」C8 出口徒歩１分
●JR「有楽町駅」銀座出口徒歩３分　 お申込み・お問合せ  株式会社
コムサ　03-5775-2630　 URL  www.cafe-commeca.co.jp

料金  8,640円（税込）　 会場  下鴨茶寮 日本酒バル「のまえ」　 住所  中央区銀座5-2-1 東急
プラザ銀座 11F　 アクセス  東京メトロ「銀座駅」C2出口 徒歩1分　
お申込み・お問合せ  ０３-６２６４-５２６４　 URL  http://www.nomae.jp/

カフェコムサ銀座店 ★ 味わう11

栗栖 正博 杉本 節子

長岡天満宮・八条ヶ池

下鴨茶寮 日本酒バルのまえ×酒師 山川恒一
日本を旅する嗜好酒の会 京都編 要申込

12

0 京都検定講演会・番外編
試験は二の次！？京都検定で“もっと楽しむ”京都の魅力 要申込

15

0 京都館×中央区民カレッジ 京都講座
～京の食文化と暮らし～ 要申込

14

京都市×会津若松市×新潟市コラボキャンペーン 三都酒処のみある気分 in 新丸ビル丸の内ハウス13

酒師　山川恒一氏写真はイメージです。

京都館×中央区民カレッジ お申込み方法　http://kyoaruki.jp
WEB

「京あるき in 東京 2017」ホームページにアクセスし、申込
ページよりご応募ください。
往復はがき・FAX　
①氏名（ふりがな）、②年齢、③郵便番号・住所、④携帯電話番
号、⑤FAXによる申込みの場合はFAX番号、⑥「京都館×中央
区民カレッジ」申込みを明記の上、次までお送りください。
〒101-0047　東京都千代田区内神田2-12-11 第5パークサ
イドビル5F 株式会社アクシズ内 「京あるき in 東京 2017」
事務局　FAX：03-3526-2863
申込締切　1月23日(月) 必着
＊ 申込多数の場合は抽選となります。申込締切後、当落にかかわらずお申込み

いただいた方法によりお知らせします。

2月19日（日） 【第1部】13：00〜15：00
【第2部】15：30〜17：30

「京都カフェ」～東京で出会う京都～ 要申込  ★ 参加
する16

市こま さん 尚あい さん

※営業時間は店舗により異なるため、詳しくはHP参照
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会場  移住・交流情報ガーデン　 住所  中央区京橋１丁目１-６ 越前屋ビル１階　 アクセス  ●ＪＲ「東京駅」八
重洲中央口徒歩4分●東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩５分　●東京メトロ銀座線、東西線、都営浅草線「日本橋駅」
徒歩9分 お問合せ  京都市まち再生・創造推進室 ０７５-２２２-３５０３

会場  the C　 住所  千代田区内神田1-15-10　 アクセス  ●JR各線「神田」駅西口
徒歩7分●都営新宿線「小川町」駅B6出口徒歩4分　お問合せ  京都市移住サポートセン
ター「住むなら京都」 ０１２０-453-385 URL  http://cocoronosousei.com/

2月26日（日） 【講演会】13：30〜15：00 【相談会】15：30〜17：30

2月18日（土） 14：00〜16：30

【講演会】 「京町家の心豊かな暮らし」
千年来、京都の町衆が工夫を重ねて築きあげた都市の住まいである京町家の魅力を住み手
の視点からご紹介します。〈講演者〉秦 めぐみ（京都秦家 主宰）、島井 佐枝（KYOTOGRAPHIE
京都国際写真祭サテライトイベントKG＋ 実行委員）※定員６０名（事前申込制　先着順） 参加費無料

【相談会】「住みたい 知りたい 京町家」
ご所有の京町家の継承や活用、今後、所有・居住を希望される方々を対象に、住まい方や
建築・不動産に関するご相談をお受けします。〈相談員〉京町家等継承ネット会員（不動産事
業者・建築士等） ※〈予約相談〉 定員１２組（事前申込制 先着順） 〈窓口相談〉 情報提供、一般的なご質問を
お受けします。（予約不要） 参加費無料

共催：京都市、京町家等継承ネット、（公財）京都市景観・まちづくりセンター

移り住む先の暮らしをつくる移住応援プロジェクト「京都移住計画」がお届け
する移住セミナー。移住して京都で活躍されている方の事例紹介を交えなが
ら、「移り住む先で自分らしく働くための仕事をつくるには？」を考えます。
※ 入場料1000円・事前申込制（定員：30名）

京都創生連続講座 in 東京 要申込  ★ 参加
する17

京都創生連続講座 in 東京 お申込み方法　
http://kyoaruki.jp

WEB　
「京あるき in 東京 2017」ホームページにアク
セスし、申込ページよりご応募ください。
はがき・FAX　
①氏名（ふりがな）、②郵便番号・住所、③携帯電
話番号、④受講を希望する講座名（第１部、第２
部）を明記の上、次までお送りください。 〒101-
0047 東京都千代田区内神田2-12-11 第5
パークサイドビル5F 株式会社アクシズ内 「京あ
るき in 東京 2017」事務局　FAX：03-3526-
2863  申込締切　2月10日(金) 必着 
＊ 申込多数の場合は抽選となります。
当落にかかわらず連絡はがきによりお知らせします。

「京都創生」の取組をご理解・応援いただくため、京都の美しいまちなみ景観や蓄積されてきた文化につい
ての連続講座を開催します。 ※入場無料・事前申込制（各定員300名）

会場  大和ハウス東京ビル2階ホール　 住所  千代田区飯田橋３-１３-１　 アクセス  ●ＪＲ「水道橋駅」西口徒歩２分●ＪＲ「飯田
橋駅」東口徒歩７分●東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」Ａ１出口徒歩７分●東京メトロ東西線「飯田橋駅」Ａ５出
口徒歩約４分またはＡ２出口徒歩７分　お問合せ  「京あるき in 東京 2017」事務局 03-3526-2556

【第1部】2月24日（金）13：00〜15：00

【第２部】2月24日（金）16：00〜18：00

●京町家トーク「祇園祭と京町家」
○基調講演「町衆が育む京の美意識」 講師：吉田 孝次郎

（京都生活工藝館無名舎主、(公財)祇園祭山鉾連合会前理
事長） ○対談「京のくらし、まつり、年中行事」 話し手：吉田 
孝次郎 聞き手：増井 正哉（京都大学大学院教授）
共催：(公財)京都市景観・まちづくりセンター 他
協賛：株式会社LIXILグループ、彌榮自動車株式会社

●「古典の日」から考える～雅の平安文化力～　
○「古典の日」について  説明：山本 壯太（古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサー）  ○今様・白
拍子披露  解説：濱崎 加奈子（(公財)有斐斎弘道館代表理事）  ○講演 「京都における平安文化とこ
れからの文化創生」 講師：冷泉 貴実子（(公財)冷泉家時雨亭文庫常務理事）

会場  大和ハウス東京ビル2階ホール　 住所  千代田区飯田橋３-１３-１　 アクセス  ●ＪＲ「水道橋駅」西口徒歩２分●ＪＲ
「飯田橋駅」東口徒歩７分●東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」Ａ１出口徒歩７分●東京メトロ東西線「飯田橋
駅」Ａ５出口徒歩約４分またはＡ２出口徒歩７分　お問合せ  大和ハウス工業株式会社「京あるき」事務局 03-5214-2143

日本のまち、魅力再発見! ★ 参加
する

京町家の心豊かな暮らし 講演会&相談会 要申込

18

京都市と大和ハウス工業が全国主要都市とコラボレーションして提供するご当地の魅力紹介イベント。様々な視点から日本各地の「まち」を紹介します。
※入場無料・講演会等は事前申込制（各定員150名）

【第1部】2月25日（土） 13：00〜14：00
【終日】 物産販売、各種（住まい、移住、観光等）相談、展示など

【第２部】2月25日（土） 14：30〜16：30

講演会：「Discover Japanが見た日本のまちの、それぞれの魅力」 雑誌「Discover Japan」が「まち
の魅力」とライフスタイルについて、事例を交えて紹介します。 講師：高橋 俊宏(Discover Japan プロデュー
サー、地域ブランディング協会代表理事)

①講演：「暮らすように楽しむ京都の魅力」
講師：島田 昭彦(京都観光おもてなし大使、㈱クリップ代表取締役社長、地域活性プロデューサー)
②パネルディスカッション：「ニッポン、我がまち、暮らすような楽しみ方」
自治体職員から自らの「まち」の魅力を聞き、それぞれの「まち」の楽しみ方を考えます。 〈パネリスト〉 高橋 
俊宏(Discover Japan プロデューサー)、各自治体職員 〈ファシリテーター〉 島田 昭彦

「日本のまち、魅力再発見！」のお申込みフォームはこちらです。
http://dhms.jp/enq/kyoaruki2017

WEB 「京あるき in 東京 2017」
ホームページからも
アクセスできます。
申込締切 2月10日(金) 必着
＊申込多数の場合は抽選となります。

「京町家の心豊かな暮らし 講演会＆相談会」のお申込みフォームはこちらです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000209966.html

京町家東京イベント検索サイト： 検索

はがき・電話・FAXまたはWEBお申込みフォームで以下の宛先へ申
し込んでください。 「京町家の心豊かな暮らし 講演会＆相談会」事
務局（株式会社ダン計画研究所）
電話 ０６-６９４４-１１７３　FAX ０６-６９４6-9120
住所 〒540-0021 大阪市中央区大手通1-2-10

20
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3月3日（金）〜5日（日） 
世界に誇る「大学のまち」「学生のまち」京都。京都の13大学が、「京あるき in 東京」のために特別
講義を行います。歴史や伝統、文化等々、京都について深く学べる三日間です。（一講座からご参加
いただけます。詳細は「京あるき in 東京 2017」特設ページをご覧ください。）
主催：京都市、（公財）大学コンソーシアム京都  ※要申込。入場料・参加費無料
※定員…各講座とも180名（先着順） ＊応募多数の場合はご希望に添いかねる場合があります。

会場  京都造形芸術大学・東北芸術工科大学 外苑キャンパス　 住所  港区北青山1-7-15　 アクセス  ＪＲ「信濃町駅」
徒歩5分●東京メトロ・都営地下鉄「青山一丁目駅」０番出口　徒歩１０分　お問合せ  「京あるき in 東京 2017」事務局　
03-3526-2556

京都の大学による特別講座 京の知を深める三日間 ★ 参加
する

京都移住茶論イン東京

3月3日（金） 3月4日（土） 3月5日（日）
10:30～12:00
京都造形芸術大学
近代における京都の日本画
－竹内栖鳳、上村松園を中心に－
三上 美和（京都造形芸術大学准教授）

10:30～12:00
大谷大学
京都の美術を「みる」楽しみ
－洛北鷹峯光悦村から美術をめぐる旅－
太田 智子（大谷大学短期大学部教授）

10:30～12:00
京都産業大学
ヨーロッパの王侯貴族に愛されたjapan
下出 祐太郎

（京都産業大学文化学部京都文化学科教授）

12:30～14:00
京都市立芸術大学
京都と人形浄瑠璃「義太夫節」
山田 智恵子（京都市立芸術大学日本伝統音
楽研究センター教授）

12:30～14:00
龍谷大学
京ことばと「京都人」気質
泉 文明（龍谷大学国際学部教授）

12:30～14:00
京都ノートルダム女子大学
平安貴族の住まいとインテリア
鳥居本 幸代 （京都ノートルダム女子大学
生活福祉文化学部教授）

14:30～16:00
京都大学
京の木づかい
－適材適所の伝統と継承にまなぶ－
杉山 淳司（京都大学生存圏研究所教授）

14:30～16:00
同志社大学
京都と中国を結んだ三本の道
－日中関係を「文化」の視点から再考する－
加藤 千洋（同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授）

14:30～16:00
京都橘大学
伏見城の石切丁場を探索する
一瀬 和夫

（京都橘大学文学部歴史遺産学科教授）

16:30～18:00
京都華頂大学
知られざる京の小学校校舎の魅力
－和風とアールデコの珠玉の建築－
川島 智生（京都華頂大学現代家政学部教授）

16:30～18:00
立命館大学
平安京と怨霊－御霊信仰の史的意義－
本郷 真紹（立命館大学文学部教授）

16:30～18:00
花園大学
京を駆けた新選組－新選組の虚像と実像－
松田 隆行

（花園大学文学部日本史学科教授）

18:30～20:00
華頂短期大学
幕末の京都と民衆、
民衆から見た幕末京都
新矢 昌昭（華頂短期大学歴史学科准教授）

京都の大学による特別講座 お申込み方法　http://kyoaruki.jp
WEB…「京あるき in 東京 2017」ホームページにアクセスし、申込ページよりご応募ください。
往復はがき・FAX…①氏名（ふりがな）、②郵便番号・住所、③携帯電話番号、④FAXによる申込みの場合はFAX番号、
⑤受講を希望する講座名を明記の上、次までお送りください。（往復はがきの場合は2月24日（金）必着）
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-11　第5パークサイドビル5F 株式会社アクシズ内 「京あるき in 東京
2017」事務局 FAX：03-3526-2863 ※講座ごとに定員になり次第、締め切らせていただきます。2月20日（月）以
降、お申込みいただいた方法により受講のお知らせを送付します。
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12月17日（土）〜3月20日（月・祝） 11：00〜18：00

協賛
プログラム
～見る～

スタンプラリー対象事業…★

①1月8日（日）〜2月5日（日） 10：00〜17：00
②2月11日（土）〜3月26日（日） 10：00〜17：00

1月4日（水）〜4月16日（日）9：00〜16：30

①開館50周年記念　岩佐又兵衛と源氏絵―〈古典〉への挑戦
岩佐又兵衛をはじめ、同時代の画家たちが、伝統を学びつつも新鮮で大胆な発想
によって生み出した江戸時代の源氏絵の魅力をお楽しみください。
②開館50周年記念　古唐津―大いなるやきものの時代
桃山陶芸の至宝、古唐津。出光コレクションより代表的作品が一堂に会する本展で、
その魅力のすべてをご堪能ください。
※ 先着20名様にA4クリアファイル「伝光琳、金地紅白梅図屏風」をプレゼント。 

本パンフレット持参者のみ、招待券利用者は除く。

源氏物語図屏風（右隻部分）  岩佐勝友  江戸時代  出光美術館蔵

熊谷恒子筆  「いはばしる」1986年

熊谷恒子の書　かなの美展「春を詠む」
昭和期にかな書の第一人者として活躍した熊谷恒子の書作品を展示しています。本展は、開催時期の新春に合わせ
て、春の景色を愛でる和歌や俳句を題材にした書が当記念館を彩ります。「万葉集」から明治期の詩人・長塚節まで。
それぞれの時代に詠われた春を恒子の書とともにお楽しみください。

料金  一般1,000円、大学・高校生700円、中学生以下無料（但し、保護者の同伴が必要）　
定休日  月曜日（但し、祝日の場合は開館）、2月6日（月）～2月10日（金）展示替え休館　 住所  千代田

区丸の内3-1-1 帝劇ビル9F　 アクセス  ●JR「有楽町駅」国際フォーラム口徒歩5分●東京メトロ有楽
町線「有楽町駅」B3出口徒歩3分●都営三田線「日比谷駅」B3出口徒歩3分　お問合せ  ハローダイヤル 
03-5777-8600　 URL  http://www.idemitsu.co.jp/museum/honkan/

料金  大人100円、小人50円 ※ 65歳以上（要証明）と6歳未満は無料　 定休日  月曜日 ※ 但し祝日は開館し翌日休館　 住所  大田区南
馬込4-5-15　 アクセス  ●都営浅草線「西馬込駅」南口徒歩10分●JR「大森駅」北口から東急バス④「荏原町駅入口」行き乗車「万福寺前」下
車徒歩5分　 お問合せ  03-3773-0123　 URL  http://www.ota-bunka.or.jp/kumagai/

出光美術館

※ 入館は30分前まで　※ 毎週金曜日は19：00まで

※ 入館は16：00まで

菊池寛実記念 智美術館

開催中〜3月31日（金） 9：00〜15：00

山本茜（截金ガラス）　「源氏物語シリーズ　第十帖「賢木」余話（別れのお櫛）」
2016年　（撮影：渞忠之）

第2回菊池寛実賞　工芸の現在
工芸分野で優れた活動を行う作家を紹介し、現代における工芸作品の多様な表現とその
可能性をご覧いただく展覧会です。2回目となる本展では、陶磁、ガラス、金工、竹工、截金ガ
ラスから当館がノミネートした12名の作品約60点を展示いたします。

京都観光写真展
“京都”を再発見し、楽しんでいただけるよう、京都の魅力ある観光地
や行事・史跡等を紹介する様々な写真を展示します。

料金  一般1,000円、大学生800円、小中高生500円　 定休日  月曜日 ※ 但し、月曜日が祭日の場合は開
館、翌日閉館　 住所  港区虎ノ門4-1-35 西久保ビル　 アクセス  ●東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口
徒歩6分●東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」13出口徒歩8分　
お問合せ  03-5733-5131　 URL  http://www.musee-tomo.or.jp

定休日  土日祝日　 住所  千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング5F　
アクセス  JR「東京駅」八重洲北口徒歩2分　 お問合せ  京都銀行 公務・地域連携部 

観光支援室 075-361-2271　 URL  http://www.kyotobank.co.jp/

24

京都銀行25

佐川急便 TOKYO SERVICE CENTER ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 7：00〜23：00
飛脚が東京に京の風をお届けします！

「祇園佐川急便」オリジナルユニフォームに身を包んだスタッフが、手
荷物の一次預かりや観光案内をし、おもてなしを演出します。

住所  千代田区丸の内1-9-1　 アクセス  JR「東京駅」1F日本橋口　
お問合せ  03-5224-6885　 URL  http://www.sagawa-exp.co.jp

26

※入館は
17：30まで

12月17日（土）〜3月20日（月・祝） 10：00〜18：00
「向井潤吉が描いた山と民家」
日本の山々がみせる四季の彩りは、向井潤吉が好んだモチーフの一つで
す。若葉の緑、紅葉、そして雪景色。向井の絵筆によって表現された、豊か
な自然の色彩をお楽しみください。
※ 期間中、本パンフレットをご持参の方に絵葉書を1枚プレゼント。

料金  一般200円（160円）、大学・高校生150円（120円）、中学・小学生100円（80円）、65歳
以上及び障害者の方100円（80円）／（　）内は20名以上の団体料金／中学・小学生は土日祝日は
無料／障害者で小中高大学生、および障害者の介護者（当該障害者1名につき、1名に限る）は無料　
定休日  月曜日 ※ 但し、祝休日と重なった場合は開館、翌日休館　 住所  世田谷区弦巻2-5-1
アクセス  ●東急田園都市線「駒沢大学駅」西口徒歩10分●東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩17分
お問合せ  03-5450-9581　 URL  http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

2月25日（土）〜5月7日（日） 10：00〜17：00
屏風にあそぶ春のしつらえ ―茶道具・おもてなしのうつわと共に―
春の季節に合わせた華やかな屏風の品 と々、茶道具や新収蔵品のおもて
なしのうつわをあわせて披露します。分館では5年ぶりに、江戸時代・寛永
3年（1626）、将軍・徳川秀忠、家光の招きに応じ、後水尾天皇が京都・二
条城に行幸する様子を描いた《二条城行幸図屏風》を展示します。華やか
な春の世界をどうぞお楽しみください。

料金  一般800円、大学・高校生600円　 定休日  月曜日 ※ 3月21日（火）、3月27日（月）～
29日（水）休館　 住所  港区六本木1-5-1　 アクセス  ●東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」
北改札正面泉ガーデン出口徒歩3分●東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口徒歩10分●東京
メトロ銀座線「溜池山王駅」13番出口徒歩10分　 お問合せ  ハローダイヤル 03-5777-8600　

URL  http://www.sen-oku.or.jp/tokyo/聖徳記念絵画館 ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 9：00〜17：00
入館の方に絵葉書を贈呈 
※  本パンフレット持参の方のみ

料金  500円 施設維持協力金　
住所  新宿区霞ヶ丘町1-1　
アクセス  JR「信濃町駅」徒歩5分　
お問合せ  03-3401-5179　
URL  

http://www.meijijingugaien.jp/
art-culture/seitoku-gallery/

27

※ 入館は
16：30まで

※ 入館は
16：30まで

※ 入館は
17：30まで

《二条城行幸図屏風（部分）》江戸時代　泉屋博古館蔵

©宮本和義

世田谷美術館分館 向井潤吉アトリエ館 ★28

泉屋博古館分館29

大田区立熊谷恒子記念館 ★23

琵琶湖疏水（山科）

22
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1月7日（土）〜2月19日（日） 10：00〜17：00

1月14日（土）〜3月12日（日） 10：00〜16：30

2月18日（土）〜4月2日（日） 10：00〜17：00

2月4日（土）〜3月4日（土） 10：30〜19：30

コレクション展「染付400年」の同時開催展として「百椿図」（伝狩野山楽作）
を展示します。江戸時代のはじめ、空前の椿園芸ブームのなかで制作された2
巻の巻物。色鮮やかに描き出された100種類以上もの椿をお楽しみ下さい。

冬季展「新年の宴―トリ年を祝って」
平成29年の干支は「トリ」。そこで、鳥にちなんだ作品で新年をお祝いいたします。鳥は古来より身
近な動物であり、また福や幸を運ぶ瑞鳥として尊ばれてきました。本展では、鳥を表現した作品と
ともに、正月から早春にかけての季節の茶道具を取り合わせて展示いたします。鶴や松などおめ
でたい意匠の漆芸品も併せてご覧いただきます。新年を寿ぐ華やかな宴をお楽しみください。

館蔵品展「三井家のおひなさま　特集展示　
三井家の別荘・城山荘の想い出」
毎年恒例となりました、日本橋に春の
訪れを告げる「三井家のおひなさま」
展。三井家の夫人や娘たちがこよなく
愛した、ひな人形・ひな道具の華麗な
る競演をお楽しみください。

便利堂創業130年記念「明治の絵はがき交換会」
明治30年代、絵はがきブームの中で全国に広まった『見知らぬ相手とのサプライズな絵
はがき交換』を楽しむイベントを開催します。期間中、パンフレットご持参の方には交換会
参加用の絵はがきと切手をプレゼント！（店内からお好きな絵柄を選んでいただけます） 
1〜3月中は毎月1回サロン開催中！（詳しくはHPにて）

料金  一般1,100円（900円）、学生[高校生以上]800円（600円）※（ 　）は20名以上の団体／中学
生以下は無料　※受付にて障がい者手帳をご呈示いただきますと、ご本人様と同伴者1名様まで、団体料
金にてご入館いただけます　 定休日  月曜日 ※ 1/9（月・祝）は開館。1/10（火）は休館。展示替え期
間、年末年始は休館　 住所  港区南青山6-5-1　 アクセス  東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表
参道駅」A5出口徒歩8分　 お問合せ  03-3400-2536　 URL  http://www.nezu-muse.or.jp

料金  一般700円（600円）、大学・高校生500円（400円）　※ 中学生以下無料（但し、保護者の同伴が必要です）　 
※（ 　）内は20名以上の団体料金　 定休日  月曜日 ※ 但し祝日は開館し、翌平日は休館　 住所  港区白金台
2-20-12　 アクセス  都営浅草線「高輪台駅」A2出口徒歩5分●東京メトロ・都営三田線「白金台駅」1番出口徒歩10分　
お問合せ  03-3447-5787　 URL  http://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/

料金  一般1,000円、大学・高校生500円、中学
生以下無料　 定休日  月曜日※ 但し、3月20日

（月・祝）は開館、2月26日（日）、3月21日（火）は
休館　 住所  中央区日本橋室町2-1-1 三井本
館7F※ 美術館入り口は日本橋三井タワー1Fアト
リウム　 アクセス  ●東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前駅」A7出口徒歩1分●東京メトロ銀座線・
東西線「日本橋駅」B9出口徒歩4分　
お問合せ  ハローダイヤル　03-5777-8600　
URL  http://www.mitsui-museum.jp/

定休日  日曜日　 住所  千代田区神田神保町2-3-1 岩波書店アネックス2F　 アクセス  東京メトロ半蔵門
線・都営三田線・都営新宿線「神保町駅」A6出口徒歩3分　 お問合せ  03-5226-0015　
URL  www.kyotobenrido.com/html/page3.html

根津美術館34

畠山記念館35

三井記念美術館38

美術はがきギャラリー 京都便利堂 東京神保町店 ★36

※ 入館は
16：30まで

※ 入館は16：30まで※ 入館は16：30まで

※ 入館は16：30まで

1月24日（火）〜5月14日（日） 10：00〜17：00

12月10日（土）〜2月5日（日） 10：00〜17：00

松岡コレクション 美しい人びと
松岡コレクションの絵画部門より、江戸時
代から明治・大正・昭和に描かれた美しい
人びとをお楽しみいただきます。近世初期
風俗画から江戸時代の浮世絵へと発展し
た美人画の系譜は、京都の上村松園や東
京の鏑木清方、伊東深水らへと受け継がれ
ています。その甘美な世界をご覧ください。

【開館50周年記念特別展】山種コレクション名品選Ⅲ
日本画の教科書 京都編 ―栖鳳、松園から竹喬、平八郎へ―
京都画壇を代表する日本画家の作品が一堂に！竹内栖鳳、上村松園、
小野竹喬、福田平八郎、山口華楊、上村松篁など、京都画壇といえば
この人！という名だたる日本画家の名品が勢ぞろいします。

京の雅 ～祇園甲部 芸の世界～ in 目黒雅叙園
情緒あふれる京都の花街、祇園甲部。「一見さんお断り」の華やかな宴
を東京目黒でお楽しみいただけます。一流の芸妓･舞妓による優美な
“京舞”と目黒雅叙園の料理人が渾身の腕をふるう和･洋･中の特別折
衷料理によるおもてなし。一夜限りの夢の舞台で、雅な時間をお過ごし
ください。

料金  一般800円、大学・高校・中学生500円、65
歳以上・障碍者700円　 定休日  月曜日 ※ 但し祝
日は開館し翌平日休館　 住所  港区白金台5-12-
6　 アクセス  ●東京メトロ南北線・都営三田線「白
金台駅」1番出口徒歩7分●JR「目黒駅」東口徒歩
15分●目黒駅東口バスターミナルから都バス（黒
77番）「千駄ヶ谷駅」行きまたは（橋86番）「東京タ
ワー」行き乗車「東大医科研病院西門」下車徒歩1分　
お問合せ  03-5449-0251　
URL  http://www.matsuoka-museum.jp/

料金  一般1,200円、大学・
高校生900円、中学生以下無料　
定休日  月曜日 

※ 但し祝日は開館し翌平日休館 
※ 12/29-1/2年末年始休館

住所  渋谷区広尾3-12-36　
アクセス  ●JR・東京メトロ日比

谷線「恵比寿駅」徒歩約10分●恵
比寿駅前から都バス（学06番）「日
赤医療センター前」行き乗車「広
尾高校前」下車徒歩1分●渋谷駅
東口ターミナルから都バス（学03
番）「日赤医療センター前」行き乗
車「東4丁目」下車徒歩2分
お問合せ  ハローダイヤル　 
03-5777-8600
URL  

http://www.yamatane-museum.jp/

料金  第一部、第二部ともに一名様25,000円（消費税・サービス料込み） ※要予約
住所  目黒区下目黒1-8-1　 アクセス  JR・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線

「目黒駅」西口徒歩3分　 お問合せ  目黒雅叙園 営業部　03-5434-3860 ※ 10：00
～18：00　 URL  https://www.megurogajoen.co.jp/

松岡美術館 ★37

山種美術館40目黒雅叙園39

2月1日（水）〜3月3日（金） 10：00〜17：30 2月28日（火）〜3月5日（日） 11：00〜18：00

12月17日（土）〜2月19日（日） 10：00〜17：00
3月3日（金）〜3月5日（日） 

桃の節句の会
創業350余年、京都象彦所蔵の逸品
を特別展示。平成の雛道具・京都安
藤人形のお雛様も展示します。また漆
の器で試飲も是非お楽しみ下さい。

竹内照代、志歩親子絵画展

所蔵作品展「近代工芸と茶の湯Ⅱ」
京都ゆかりの作家の作品も含め、茶
の湯のうつわを展観。見立てなど、茶
の湯ならではの工芸の楽しみ方も併
せて紹介します。

こども文学賞絵本展示等
日本新薬は、2009年に「こども文学賞」を
創設し、絵本を通じて子どもたちの健や
かな成長を見守っていきたいと考えてい
ます。これまでに制作した絵本8冊を展示
するほか京の彩色画カレンダーの抜刷を
展示します。また1970年代の京都の様子
を写した文化映画も上映します。

料金  無料　 定休日  日祝日　
住所  中央区日本橋本町2-2-2 1F　
アクセス  東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前

駅」A9出口徒歩2分　
お問合せ  03-3510-1751　
URL  http://www.zohiko.co.jp

住所  台東区谷中7-6-3　 アクセス  ●JR「日暮里駅」西口南口徒歩6分●東京
メトロ千代田線「千駄木駅」徒歩8分　 お問合せ  03-3828-5996　

URL  http://teramachi-artmuseum.com

料金  一般210円、大学生70円（18歳未満、
または65歳以上は無料）　 定休日  月曜日 
※ 但し1月2日（月）、1月9日（月）は開館。12月
28日（水）～1月1日（日）、1月10日（火）は休館　

住所  千代田区北の丸公園1-1　
アクセス  ●東京メトロ東西線「竹橋駅」1b出口

徒歩8分●東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿
線「九段下駅」2番出口徒歩12分　
お問合せ  ハローダイヤル 03-5777-8600　
URL  www.momat.go.jp

料金  無料　 会場  京都造形芸術大学・東
北芸術工科大学 外苑キャンパス  住所  港区
北青山1-7-15　 アクセス  JR「信濃町駅」
徒歩5分　 お問合せ   075-321-9184　
URL  http://www.nippon-shinyaku.co.jp/

象彦 東京日本橋店 ★ 寺町美術館&GALLERY ★

日本新薬 ★

30 31

33
東京国立近代美術館工芸館32

八橋蒔絵螺鈿硯箱（国宝写し）

百椿図（部分）
　伝 狩野山楽筆　日本・江戸時代　17世紀　根津美術館蔵　茂木克己氏寄贈

竹鶏図　松花堂昭乗筆　畠山記念館蔵 優美な「京舞」を目の前で（イメージ画像）
竹内栖鳳《班猫》（部分）【重要文化財】

1924(大正13)年　絹本・彩色　山種美術館

立雛　
江戸時代・文化12年（1815）　

三井記念美術館蔵
中幅 京 清水の舞台

前期（1/24～3/20）展示

2月24日（金） 【第一部】受付15：30〜/開演16：00〜/お食事17：00〜18：15終演予定
【第二部】受付19：00〜/開演19：30〜/お食事20：30〜21：45終演予定
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協賛
プログラム
～参加する～

京扇堂 東京店 ★

「居・職・住」でつくる移り住む先の暮らし イベント情報：
京都移住茶論イン東京
2017年2月18日（土）
14時00分～16時30分
会場：the c
※詳細は11ページの
No.21を参照

2月4日（土）〜3月4日（土） 10：00〜19：00
京扇堂　東京店　店内1割引
期間中、店内の商品を全て1割引で販売します。
※本パンフレット持参の方のみ

伝統産業に関わる仕事がしてみたい、町家暮らしを通じて季節を感じる暮らしをし
てみたいなど、それぞれの移り住む先の暮らしの在り方は十人十色ですが、移住を
具体的に考えてみる上での大事な要素は三つあります。それは「居・職・住」です。
一つ目の「居」は、暮らしを豊かにしてくれるのは、その土地に住まう友人や知人と
いった人の縁であり、自分にとって居場所と呼べる場所があるかどうかということ。
二つ目が「職」です。移り住む上での不安の最も多くは、仕事の問題。転職や就職
という選択肢の中で、自分らしく働く職場に出会えるかどうかということ。三つ目は

「住」です。どんな家に住むのか？という物件の選び方もあれば、空き家を改修し
ながら景観に配慮したり、積極的に地域に関わる暮らし方もあります。
そういった三つの視点で移り住む先の暮らしを描いていくことを、我々京都移住計
画と一緒に考えていってみませんか？

田村篤史（たむらあつし）
1984年 京都生まれ。立命館大学在学中、APUへ交換留
学、NPO出資のカフェ経営に携わる。その後休学しベン
チャーにて企画経験を積み、卒業後は海外放浪の末、東京
の人材系企業に就職。会社員の傍らシェアハウス運営を行
う。2012年にUターンし、京都移住計画をはじめ起業・キャ
リア支援、町家や商店街の活性化などの仕事も行う。

定休日  日曜、祝日、第二土曜日　 住所  中央区日本橋人形町2-4-3　
アクセス  東京メトロ日比谷線「人形町駅」A1出口徒歩1分　
お問合せ  03-3669-0046　 URL  http：//www.kyosendo.co.jp

42

住所  千代田区永田町2-14-13 東急プラザ赤坂2F　 アクセス  ●東京メトロ銀座線・
丸ノ内線「赤坂見附駅」外堀通り口徒歩1分●東京メトロ半蔵門線「永田町駅」8番口直通
●東京メトロ南北線「永田町駅」9番口徒歩3分●東京メトロ有楽町線「永田町駅」6番口
徒歩4分　お問合せ  03-3597-8381　 URL  http://seika-dou.com/

青花堂 赤坂店 ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 11：00〜19：00

『京焼に親しむ　魅力あふれる商品を特別価格にてご用意いたします』
期間中、２０００円以上お買い上げの方に京都のお土産を進呈いたします。
※当日は本パンフレットをご持参ください。

46

京都さがの館 新宿店 ★
2月1日（水）〜3月5日（日） 12：00〜18：00
京都室町の伝統の美「着物で東京散策」特別キャンペーン
京都室町の歴史と伝統が生み出す京の粋。着物という日本が世界
に誇る素晴らしい文化。その魅力を、東京の皆様も「さがの館」を通じ
てぜひご体験ください！ ※ 要事前予約（お申込み）03-3347-6533

料金  着物レンタル￥３,５００（税込）※着物一式レンタル・着付け（男女共
通）　 住所  新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル1F　 アクセス  ●JR・
京王線・小田急線・都営地下鉄・東京メトロ「新宿駅」徒歩5分●京王新線「新宿
駅」徒歩2分　お問合せ  株式会社京繊本社（京都さがの館） 075-241-5589　
URL  京都さがの館 http://www.saganokan.com/

京あるき〜Produce by SAGANOKAN〜 http://www.arthousetexas.org/

44

－0から6歳の伝統ブランドaeru－
東京直営店『aeru meguro』

京都直営店『aeru gojo』限定商品の販売。期間中、『青森県から 津軽
塗りの こぼしにくいコップ』及び『福岡県から 小石原焼の こぼしにくい
コップ』の京都限定技法・色を特別に販売いたします。

定休日  水曜日　 会場  東京直営店『aeru meguro』　 住所  東京都品川区上大崎
3－10－50 シード花房山S+105　 アクセス  目黒駅 徒歩3分（JR山手線・東京メトロ南北
線・都営三田線）　お問合せ  03-6721-9624　 URL  https://a-eru.co.jp/meguro

41

2月4日（土）〜3月5日（日） 11：00〜18：00

2月18日（土）
[午前の部]10：00〜12：00 [午後の部]13：30〜15：30
島津ぶんせき体験スクール
科学技術で社会に貢献する島津製作所が科学に親しむスクールを開催！
光と色の不思議について学び、モノ作りや当社分析装置操作が体験でき
ます。自分で作った分光器は持ち帰りOK！自宅学習にご活用ください。（対
象：小学校高学年以上／定員各回20名）事前申し込み先着順［無料］

料金  無料　 会場  島津製作所東京支社　 住所  千代田区神田錦町1-3　
アクセス  ●JR「神田駅」西口徒歩10分●東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」・

都営新宿線「小川町駅」B7出口徒歩5分　 お問合せ/お申込み  075-823-1115　
お申込みURL  https://solutions.shimadzu.co.jp/form/csr/school.html

島津製作所 ★45

2月22日（水）
[午前の部]10：00〜12：30 [午後の部]13：30〜16：00
茶花の入れ方教室
季節の花を、好みの花入に入れて床に飾り、花の取り合わせや
花入との調和などを一人ずつ講師に指導頂けます。

料金  １回8,640円(税込) ※花の用意の為、1週間前までに要予約（希望者には
見学のみも有り・無料）　 住所  新宿区市谷柳町３９－１ 菅屋ビル　 アクセス  
地下鉄都営大江戸線「牛込柳町駅」東出口徒歩３分　お問合せ  03-5379-3227

（ご予約もこちらから）　 URL  http://www.tankosha.co.jp/

淡交社47

スタンプラリー対象事業…★

コラム

ジェイアール東海ツアーズ東京支店 ★
2月6日（月）〜3月5日（日） 11：00〜18：00
春の京都に出かけよう～春を感じる絵馬ギャラリー
東京駅でひと足早く「京都の春」を感じませんか？春の京都にちなんだ絵柄
の絵馬を集めた小さなギャラリースペースをオープン致します。ジェイアール
東海ツアーズならではのお得な旅情報も！ぜひ店頭にお立ち寄りください。
絵馬協力･監修：塩原直美（京都おもてなし大使）

料金  無料　 会場  ジェイアール東海ツアーズ東京支店2F　 住所  東京都千代田
区丸の内1-9-1　 アクセス  JR「東京駅」 八重洲北口すぐ　お問合せ  03-3213-0151 
URL  http://www.jrtours.co.jp/shop/tokyo/

43

※ 2/25は除く

京の七夕（鴨川会場）



にっぽんCHACHACHA 浅草ストア ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 10：00〜18：00
京都限定「たびソックス」特別販売！
京都らしさのたっぷりつまった、肌触りのよい履きやすい足袋ソック
スです。（各500円＋税）

住所  台東区浅草1-30-3　 アクセス  都営浅草線「浅草駅」A3出口徒歩5分　
お問合せ  スーベニール株式会社 075-708-7200
URL  http://www.kyoto-souvenir.co.jp

48

Bonti station エキュート東京店 ★

「ボンチキョウト」オリジナルグッズ販売
いつもは京都でしか買えないアイテムを特別にご用意しました。
キャッチーで愛らしいテキスタイルには、京都らしさがたっぷりつ
まっています。

住所  千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内1F サウスコート内 エ
キュート東京　 アクセス  JR「東京駅」構内　お問合せ  スーベニール株式会社 
075-708-7200　 URL  http://www.kyoto-souvenir.co.jp

51ぽっちり 東京スカイツリータウン･ソラマチ店 ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 10：00〜21：00
京都限定「kotoジャガード」特別販売

「ぽっちり」では、「made in japan」のオリジナルがま口を取り揃えています。

住所  墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F　 アクセス  ●東
武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」直結●東京メトロ半蔵門線「押上

（スカイツリー前）駅」直結　お問合せ  スーベニール株式会社 075-708-7200　
URL  http://www.kyoto-souvenir.co.jp

50
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にっぽんCHACHACHA 新宿ストア ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 10：00〜21：00

「京都あるきジャガード　角丸がま口」特別販売！
普段は京都でしか買えない限定商品をお届けいたします。

住所  東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 1 - 1 - 3  小 田 急 新 宿ミロードモ ザ イク通り　
アクセス  JR中央本線・小田急小田原線「新宿駅」直結　お問合せ  スーベニール

株式会社 075-708-7200　 URL  http://www.kyoto-souvenir.co.jp

49

BONTI 町田店 ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 10：00〜21：00

「ボンチキョウト」オリジナルグッズ販売
刺繍のワンポイントがかわいい「京都たびソックス」（700円＋税）を
限定販売いたします。婦人用、紳士用どちらもご用意しております。

住所  町田市原町田6-4-1 東急ツインズイースト2F　 アクセス  ●JR「町田駅」
中央改札出口徒歩1分●小田急線「町田駅」西口徒歩3分　お問合せ  スーベニー
ル株式会社 075-708-7200　 URL  http://www.kyoto-souvenir.co.jp

52

宮井 ★
2月9日（木）、10日（金）、16日（木）、17日（金）
11：00〜11：40、15：00〜15：40
ふろしきの包み方体験講座　※要予約
通常お一人様1,000円のところ500円にて、ご参加頂けます。
※持ち物は特に必要ありません。（各回40分間、定員5名様まで。）

料金  500円　 会場  日本風呂敷協会東京支部　 住所  東京都中央区日
本橋富沢町7-2 森本ビル1F　 アクセス  都営浅草線・東京メトロ日比谷線「人形町
駅」A4出口徒歩5分　お問合せ  03-3661-1121　
URL  http://www.miyai-net.co.jp/

53

宮脇賣扇庵
2月4日（土）〜3月5日（日） 10：00〜18：00
京あるきパンフレット持参の方に限り、お買い上げ金額より5％OFF

（一部商品を除きます）

住所  東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル1F　 アクセス  東京メトロ・
都営日比谷線「東銀座駅」A1出口 徒歩3分　お問合せ  03-5565-1528 
URL  http://www.baisenan.co.jp/

54

①よーじや 羽田空港第2ターミナル店
「京紅メイク体験」500円（+税）　口紅おさえ紙1個付き
②よーじや 羽田空港第1ターミナル店
カフェご利用の方に「ミニスイーツ」プレゼント。（テイクアウトを除く）
※どちらのサービスも本パンフレット持参の方のみ
● よーじや 羽田空港第１ターミナル店　大田区羽田空港3-3-2 第１旅客ターミナルビル マーケットプレイスB1F／東京モ
ノレール「羽田空港第１ビル駅」／無休　［営業時間］7：00〜20：00（LO/19:30）
● よーじや 羽田空港第2ターミナル店　大田区羽田空港3-4-2 第2旅客ターミナルビル B1F／東京モノレール「羽田空港
第2ビル駅」／無休　［営業時間］8：00〜20：00
お問合せ  075-253-1707　 URL  http://www.yojiya.co.jp

よーじや ★55

2月4日（土）〜3月5日（日） ※ 各店舗の定休日・営業時間に準ずる

2月4日（土）〜3月5日（日）
9：00〜22：00（月〜土）・9：00〜21：30（日・祝日）

東アジア文化都市２０１７京都
オープニング式典
平成29年2月18日（土）
ロームシアター京都
詳細はHP
https://culturecity-kyoto.com/

「東アジア文化都市２０１７京都」
 文化の力で東アジアが鼓動する。

「東アジア文化都市」は、日本・中国・韓国の各国政府から選定された都市が、１年
間を通じて文化芸術による多彩なイベントや交流を行うことで、文化の力で東アジア
の相互理解や連帯感の形成を促進するとともに、都市の発展を目指す事業です。
京都市は、中国・長沙市、韓国・大邱広域市とともに、２０１７年の開催都市に選
ばれました。

「東アジア文化都市２０１７京都」では、世界遺産元離宮二条城で、日中韓の現
代美術作家による展覧会を開催するなど、東アジアをテーマに、伝統的な文化芸
術、舞台芸術、音楽、マンガ・アニメなど、幅広いジャンルの多彩なイベントを開催
します。
また、長沙市、大邱広域市との文化交流を軸に東アジアの都市間交流を促進し、
文化の力で日中韓の友好を深め、新たな活力を生み出していきます。

コラム
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協賛
プログラム
～味わう～

イノダコーヒ 東京大丸支店
2月4日（土）〜3月5日（日）
[通常] 10：00〜2

(L.O.19:30)
0：00 [木･金] 10：00〜2

(L.O.20:30)
1：00 [平日] 9：00〜18：00 [土] 9：00〜17：00

イベント期間中、東京では通常取り扱っていない商品を販売致します。

住所  千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店8F　 アクセス  JR「東京駅」八重洲北口
徒歩1分　お問合せ  03-3211-0033　 URL  http://www.inoda-coff ee.co.jp

56

2月4日（土）〜3月4日（土）

京あるき期間中ご来店のお客様に特別なお茶でおもてなしいたし
ます。さらに商品お買い上げのお客様には粗品プレゼント 
※本パンフレット持参の方のみ（お連れ様も可）

定休日  日・祝祭日　 住所  中央区日本橋本町1-4-1　 アクセス  ●東京メトロ銀座線・
半蔵門線「三越前駅」A6出口徒歩4分●JR「新日本橋駅」6番出口徒歩7分●JR「東京駅」日
本橋口徒歩12分　お問合せ  03-3241-3868　 URL  http://www.eirakuya.co.jp

京懐石みのきち 新宿住友店 ★
2月4日（土）〜3月5日（日）
お食事をお召し上がりのお客様に、『美濃吉手作り豆腐』をご提供
致します。 ※本パンフレット持参の方のみ

住所  新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル48F　 アクセス  ●都営大江戸線「都
庁前駅」A6出口直結●JR「新宿駅」西口徒歩10分　お問合せ  03-3346-2531
URL  http://www.minokichi.co.jp/

59

※ 百貨店の営業時間に準ずる

京つけもの 西利 ★
2月4日（土）〜3月5日（日）

限定商品の販売＆粗品プレゼント

61

※ イベント開催期間に準じます。　※ 営業時間・定休日は百貨店に準じます。

●東京コレド室町店　中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1 1F／東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前駅」A6出口直結
●髙島屋日本橋店　中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋B1F／東京メトロ銀座線・東西線

「日本橋駅」B2出口直結／都営浅草線「日本橋駅」徒歩4分
●小田急百貨店新宿店　新宿区西新宿1-1-3 小田急百貨店新宿店B2F／JR「新宿駅」
西口徒歩3分
●新宿髙島屋　東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目２４－２／JR「新宿駅」ミライナタワー口出口徒歩２分
●東武池袋、玉川高島屋、小田急町田
お問合せ  075-361-8181　 URL  https://www.nishiri.co.jp

茶寮 都路里 大丸東京店
2月4日（土）〜3月5日（日）
[月〜水／土日] 10：00〜2

(L.O.19:30)
0：00 [木金] 10：00〜2

(L.O.20:30)
1：00

ミニデザートサービス
喫茶ご利用のお客様に、ミニデザートサービス(抹茶ゼリー・ほうじ
茶ゼリー・玄米茶ゼリー、抹茶ホイップの盛り合わせ)

住所  千代田区丸ノ内1-9-1 大丸東京店10F　 アクセス  JR「東京駅」八重洲
北口徒歩1分　お問合せ  03-3214-3322

63銀座 林屋新兵衛
2月4日（土）〜3月5日（日）
[平日･土] 11：30〜21：00 [日･祝日] 11：30〜21：00
創業宝暦3年（1753年）の老舗茶舗「京はやしや」がプロデュース
する茶カフェバー。店内でご飲食頂いたお客様に、自家製どら焼き
のお土産をプレゼント。 ※ 本パンフレット持参の方のみ

定休日  無休　 住所  中央区銀座7-4-5 銀座745ビル1F　 アクセス  ●東京メト
ロ日比谷線「銀座駅」B5出口徒歩5分●JR「有楽町駅」中央口徒歩7分　
お問合せ  03-6280-6767　 URL  http://www.kyo-hayashiya.com

62

京佃煮 野村 ★

●京佃煮 野村 根津店　文京区根津1-22-12／03-5815-8837／東京メトロ千代田線「根津
駅」徒歩5分／毎週火曜日定休
●京佃煮 野村 巣鴨店　豊島区巣鴨3-16-13 山浦ビル1F／03-5961-4366／JR「巣鴨駅」
徒歩8分／都営三田線「巣鴨駅」徒歩7分／開催期間中無休。但し2月22日（水）のみ休み。

特別販売・10％割引(一部商品を除く)
イベント期間中、東京では通常取り扱っていない商品を販売します。

58

2月4日（土）〜3月5日（日） 10：00〜18：00 
※ 各店舗により異なる

永楽屋 東京店 ★57

スタンプラリー対象事業…★

京風おばんざいの店 おかみ丼々和田
2月6日（月）〜3月3日（金） 18：00〜22：30

お食事をお召し上がりのお客様に、京都伏見の日本酒（冷酒グラス）
プレゼント ※本パンフレット持参の方のみ

定休日  土・日・祝日　 住所  中央区築地2-14-14　 アクセス  ●東京メトロ日比谷
線「築地駅」2番出口徒歩2分●都営地下鉄浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」5番
出口徒歩5分　お問合せ  03-5565-0035　 URL  http://www.okamidon.jp/

60

※ 土曜日は、コースのご予約、貸切のみ17：00～20：00

京都御苑
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ふれんち茶懐石 京都 福寿園茶寮 ★
2月4日（土）〜3月5日（日）11：00〜14：00/17：00〜21：00
ふれんち茶懐石（コースメニュー）をオーダーして頂いた方全員に 
１ドリンクをサービス（ドリンク内容は店舗スタッフへお尋ねください） 
※ 本パンフレット持参の方のみ

料金  コースメニュー3,024円（税込）～　 住所  千代田区丸の内1-9-1 東京
駅グランルーフ3F　 アクセス  JR「東京駅」八重洲南口徒歩2分　
お問合せ  03-6268-0290　 URL  www.tokyo-fukujuen.com/

67

たん熊北店 大丸東京店 ★
2月1日（水）〜2月28日（火）
[平日] 11：00〜16：00（L.O.14：30） /17：30〜23：00（L.O.22：00）
[祝祭日] 11：00〜23：00（L.O.22：00）
特別メニュー
期間限定で普段はご用意のない松花堂弁当を5000円(税込)でご
提供させていただきます。季節の料理を詰め合わせたお弁当をお
楽しみください。

料金  5,000円　 住所  千代田区丸ノ内1-9-1 大丸東京店12F　
アクセス  JR「東京駅」八重洲北口徒歩1分　お問合せ  03-6895-2885
URL  http://www.tankumakita.jp/daimarutokyo/

64 とらや65

2月4日（土）〜3月5日（日）※ 店舗により営業時間が異なります

● とらや銀座店　10：00～20：00（日祝 19：00まで）／中央区銀座7-8-6／東京メ
トロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」A2出口徒歩4分　
● とらや東京ミッドタウン店　11：00～21：00／港区赤坂9-7-4 D-B117 東京ミッ
ドタウン ガレリア地下1F／東京メトロ日比谷線「六本木駅」地下通路直結／都営大
江戸線「六本木駅」8番出口直結／東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口徒歩4分
● TORAYA TOKYO　10：00～21：00（日祝 20：00まで）／千代田区丸の内
1-9-1　東京ステーションホテル2F／JR「東京駅」丸の内南口徒歩1分
● とらや東急プラザ赤坂店、とらや日本橋店、とらや帝国ホテル店
お問合せ  とらや銀座店 03-3571-3679　 URL  www.toraya-group.co.jp

福寿園 大丸東京店､松屋銀座店､松坂屋上野店 ★
2月4日（土）〜3月5日（日）
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京都限定商品　特別販売（数量限定）
● 福寿園 大丸東京店
千代田区丸ノ内1-9-1 大丸東京店B1F／JR「東京駅」八重洲北口徒歩1分
● 福寿園 松屋銀座店
中央区銀座3-6-1 松屋銀座店B1F／東京メトロ銀座線「銀座駅」直結
● 福寿園 松坂屋上野店
台東区上野3-29-5 松坂屋上野店B1F／東京メトロ銀座線「上野広小路駅」直結
お問合せ  福寿園関東事業部 042-484-2910　 URL  http://www.fukujuen.com

2月4日（土）〜3月5日（日）
[平日] 11：00〜1

(L.O.17:00)
7：30 [土日祝] 11：00〜1

(L.O.17:30)
8：00

紫野和久傳 丸の内茶菓 ★

「京あるきin東京2017」のパンフレットをご持参のうえ、お食事また
は菓子セットご注文のお客様に、スタンプラリーのスタンプを押印し
ます。また、ひと口菓子をサービスでご提供いたします。
住所  千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1F　 アクセス  ●JR「有楽町駅」東京

フォーラム口徒歩3分●東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D5出口徒歩2分●東京メト
ロ千代田線「二重橋前駅」1番出口徒歩3分●東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A3出
口徒歩6分　お問合せ  紫野和久傳 丸の内茶菓 03-3210-0020
URL  http://www.wakuden.jp/
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ランチ、又は、ディナーをご注文の方にワンドリンクサービス(ビール，
烏龍茶，ジンジャーエール，コカコーラのいずれか)。 
※本パンフレット持参の方のみ
住所  千代田区丸の内2-4-1 丸ビル35F　 アクセス  ●JR「東京駅」南口徒

歩3分●東京メトロ丸ノ内線「東京駅」徒歩2分　お問合せ  03-5220-0029　
URL  http://www.moritaya-net.com/

2月4日（土）〜3月5日（日）
11：00〜1

(L.O.14:00)
5：00/17：00〜2

(L.O.21:30)
3：00 [日祝] 17：00〜2

(L.O.20:30)
2：00

モリタ屋 東京丸の内店　★72

名代とんかつ かつくら
新宿高島屋店、アトレ上野店 ★

● かつくら新宿高島屋店　渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タカシマヤタイムズスクエア
14F／JR「新宿駅」新南口出口徒歩3分
● かつくらアトレ上野店　台東区上野7-1-1 アトレ上野EAST 2F／JR「上野駅」
中央出口徒歩1分
お問合せ  株式会社フクナガ 075-221-0593　 URL  www.fukunaga-tf.com

2月4日（土）〜3月5日（日） 11：00〜22：00
お食事代金の20％特別割引 ※ 本パンフレット持参の方のみ

71

● 風呂敷専門店 唐草屋 江戸の匠　11:00～18:00(火水祝定休)／中央区日本橋
富沢町7-2 森本ビル1階／都営浅草線・日比谷線「人形町駅」Ａ４出口徒歩５分
● とらや銀座店　10：00～20：00（日祝 19：00まで）／中央区銀座7-8-6／東京メ
トロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」A2出口徒歩4分
● とらや東京ミッドタウン店　11：00～21：00／港区赤坂9-7-4 D-B117 東京ミッ
ドタウン ガレリア地下1F／東京メトロ日比谷線「六本木駅」地下通路直結／都営大
江戸線「六本木駅」8番出口直結／東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口徒歩4分
● TORAYA TOKYO　10：00～21：00（日祝 20：00まで）／千代田区丸の内
1-9-1　東京ステーションホテル2F／JR「東京駅」丸の内南口徒歩1分
● とらや東急プラザ赤坂店、とらや日本橋店、とらや帝国ホテル店
お問合せ  風呂敷専門店 唐草屋 江戸の匠 03-3661-3938
URL  www.karakusaya.co.jp
お問合せ  とらや銀座店 03-3571-3679　 URL  www.toraya-group.co.jp

宮井×とらや ★

京都限定「小形羊羹はんかち風呂敷包み」特別販売（数量限定）
各1包み（2本入）930円（税抜）
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2月4日（土）〜3月5日（日）※ 店舗により営業時間が異なります

※風呂敷専門店 唐草屋 江戸の匠のみ
スタンプラリー実施

※ 店舗により営業時間が異なります2月4日（土）〜3月5日（日）

美濃吉 京王新宿店、池袋東武店 ★

お食事をお召し上がりのお客様に、『美濃吉オリジナルアイス』をご
提供致します。 ※本パンフレット持参の方のみ
● 美濃吉 京王新宿店　１１:00～2２:00(L.O. 21:30 ※懐石は20:30)　新宿区西新
宿1-1-4 京王百貨店8F／03-5321-5969／京王線｢新宿駅｣京王百貨店口徒歩1分／
JR｢新宿駅｣中央西口徒歩1分
● 美濃吉 池袋東武店　１１:00～23:00(L.O. 21:30) 日曜11:00～22:00(L.O. 2０:30)　
豊島区西池袋1-1-25 スパイス池袋東武15F／03-3980-8855／東武・JR「池袋駅」西口
徒歩3分　
URL  http://www.minokichi.co.jp/
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池袋東武店京王新宿店

京都限定 小形羊羹「白味噌」「黒豆黄粉」特別販売（数量限定）
各1本240円（税抜）

※ 店舗により営業時間が異なります

寄付金のご案内
京都市

「だいすきっ！京都。寄付金」
2月4日～3月5日の間に1万
円以上寄付された方に、も
れなく特製ポストカードセッ
トをプレゼントします。更に、
「京あるきin東京2017」スタ
ンプラリーのスペシャルコー
スにご応募いただけます。

http://www2.city.kyoto.lg.jp/
rizai/furusatoouen/

世界遺産・二条城
一口城主募金

世界共通の財産である世
界遺産・二条城を次代へ
保存、継承していくため
に、多くの皆様の温かいご
支援をお願いします。

http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/nijojo/

京町家まちづくりファンド
京町家を保全・再
生することにより、京
都固有の文化を継
承し、町並み景観を
維持向上させるた
めの基金です。皆
様のご寄附をお待
ちしております。

写真/水野秀比古
http://kyoto-machisen.jp/fund/

だいすきっ！京都詳しくは 検索 二条城詳しくは 検索 京町家まちづくりファンド詳しくは 検索



京料理 伊勢長 帝国ホテル店 ★
2月４日（土）〜3月５日（日） 11：00〜17：00
期間中、御食事をお召し上がりのお客様に、京あるき記念品を
プレゼント致します。
※本パンフレット持参の方のみ

会場  千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー地下1F　 アクセス  ●JR「有楽
町駅」日比谷口徒歩8分●東京メトロ日比谷線・千代田線「日比谷駅」A13出口徒歩
3分　お問合せ  03-3503-1800　 URL  http://www.isecho.com
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お食事をお召し上がりのお客様に、京野菜飴プレゼント
※ 本パンフレット持参の方のみ

会場  新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店新宿店8F　 アクセス  ●京王線「新宿駅」京
王百貨店口徒歩1分●JR「新宿駅」中央西口徒歩1分　お問合せ  03-5321-5971

京料理 田ごと光悦舗 ★80

2月4日（土）〜3月5日（日） 11：00〜22：00

24 25

協賛
プログラム

期間中、夜のコースでお食事をされたお客様に、粗品をプレゼント。
※本パンフレット持参の方のみです。 ※御予約時にその旨お伝え下さい

商品お買い上げのお客様に、粗品プレゼント（先着100名様）
※本パンフレット持参の方のみ

定休日  日曜、第1・3月曜　 住所  港区赤坂6-13-8　 アクセス  東京メトロ千代田線
「赤坂駅」6番出口徒歩5分　お問合せ  03-3568-6055　 URL  http://kikunoi.jp

住所  千代田区丸の内3-1-1丸の内仲通り国際ビル1F　 アクセス  ●JR「有楽
町駅」国際フォーラム口徒歩5分●東京メトロ日比谷線「日比谷駅」D1出口徒歩5分　
お問合せ  03-6212-0202

～プレゼント～

赤坂 菊乃井 ★73 一保堂茶舗 東京丸の内店 ★74

2月4日（土）〜3月4日（土） 17：00〜20：30
※ 夜のみのお客様の企画です。

商品お買い上げのお客様に、粗品プレゼント。 ※本パンフレット持参の方のみ
● 京王百貨店 新宿店　新宿区西新宿1-1-4 中地階／JR「新宿駅」中央西口徒歩
1分、京王線「新宿駅」京王百貨店口徒歩1分、都営新宿線・都営大江戸線「新宿駅」
JR新宿駅寄り出口徒歩1分、小田急線「新宿駅」地下西口改札徒歩1分
● 西武池袋本店　豊島区南池袋1-28-1 B1F／JR「池袋駅」南改札・東口徒歩3分、
西武池袋線「池袋駅」地下出口徒歩3分　お問合せ  川勝總本家本店 075-841-0131　
URL  https://www.kawakatu.com/

京漬もの 川勝總本家 ★75

2月4日（土）〜3月5日（日）※ 各百貨店の営業時間に準ずる

2月4日（土）〜3月5日（日）※ なくなり次第終了

商品お買い上げのお客様に、粗品プレゼント
50年以上ご愛顧いただいております代表銘菓「千寿せんべい」
など、オリジナリティに溢れたお菓子を取り揃えております。
● 京菓子處 鼓月 東京本店
千代田区麹町3-1-7／東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線

「半蔵門駅」徒歩2分／日曜日定休／03-5211-5110
● 神楽坂鼓月
新宿区神楽坂6-8／東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩3分、都営大江戸線「牛込
神楽坂駅」徒歩3分／03-3235-5033
URL  http://www.kogetsu.com

京菓子處 鼓月 東京本店 ★77

2月4日（土）〜3月5日（日）※ 各店舗により異なる

[平日] 10：00〜21：00 [土日祝日] 10：00〜20：00
粗品プレゼント
期間中、商品をお買い上げのお客様に京つけものミニパックをプレ
ゼントします。 ※本パンフレット持参の方のみ

住所  千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店B1F　 アクセス  JR「東京駅」八重洲
北口徒歩1分　お問合せ  京つけもの 大安 075-602-3622
URL  http://www.daiyasu.co.jp/

京つけもの 大安 大丸東京店 ★76

2月4日（土）〜3月5日（日）※ 百貨店の営業時間に準ずる

商品2,160円（税込）以上お買い上げのお客様に、粗品プレゼント
※ 本パンフレット持参の方のみ／粗品は2F売場にてお渡しいたします

東京鳩居堂 銀座本店78

[平日・土] 10：00〜19：00 [日祝] 11：00〜19：00
2月4日（土）〜3月5日（日）

定休日  2月28日は棚卸しのため休　 住所  中央区銀座5-7-4　 アクセス  東京
メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A2出口徒歩1分　お問合せ  京都鳩居堂 
075-231-0510

スタンプラリー対象事業…★ 嵯峨野



26 27

ホテル京阪浅草 ★
2月4日（土）〜3月5日（日）
ご来場者に「京阪電車ノベルティグッズ」をプレゼントします。
※ 本パンフレット持参の方のみ、お一人様１回限り

住所  台東区浅草2-12-4　 アクセス  ●つくばエクスプレス「浅草駅」A１出口
すぐ●東京メトロ銀座線・都営浅草線「浅草駅」徒歩9分●東京メトロ銀座線「田原町
駅」徒歩7分　お問合せ  03-5830-0321　
URL  http://www.hotelkeihan.co.jp/asakusa/

86

龍善堂 銀座店 ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 11：00〜18：00
商品お買い上げのお客様に、粗品プレゼント ※ 本パンフレット持参の方のみ

(株)枻出版社、えびす屋、(株)ゑり善、(株)カランド、(株)京都産業振興センター、京都市物産懇話会、京都 つる家 花陽、
(公財)京都伝統伎芸振興財団、（公財）京都伝統産業交流センター、京都トラベラーズ・イン、京都府旅館ホテル生活衛生同業組合、
京阪ホールディングス(株)、サッポロホールディングス(株)、(有)チカソシキ、東京エムケイ(株)、(株)陶好堂、日本ホテル協会京都支部、
(株)ハースト婦人画報社、(株)ぱど、パナソニック汐留ミュージアム、(株)ホテルオークラ東京、(一社)ミス日本酒、村田機械(株)

住所  中央区銀座5-8-5　 アクセス  東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」徒歩2分　お問合せ  03-3571-4321
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●人形町店　中央区日本橋人形町2-12-2／東京メトロ日比谷線「人形町駅」A1
出口徒歩5分、東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」7番出口徒歩3分／営業時間
9:00～18:00／日曜日・祝日定休
●銀座店　中央区銀座8-2-8／東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座
駅」C2出口徒歩8分、東京メトロ銀座線「新橋駅」5番出口徒歩5分／営業時間
10:00～19:00 ※土・日・祝は18:00まで
●青山香房　渋谷区神宮前5-47-13パインビレッジ2F／東京メトロ銀座線・半蔵門
線・千代田線「表参道駅」B2出口徒歩5分／営業時間10:00～19:00／水曜日定休
お問合せ  香老舗 松栄堂 人形町店 03-3664-2307
URL  http://www.shoyeido.co.jp

香老舗 松栄堂 ★
2月4日（土）〜3月5日（日）
商品お買い上げのお客様に、記念品プレゼント
※ 本パンフレット持参の方のみ

83

2月4日（土）〜3月5日（日） 
9：00〜17：45
商品2,160円(税込)以上お買上げ
のお客様に、オリジナルグッズプレゼ
ント ※本パンフレット持参の方のみ
くろちくは「古きものを、今もなお大切に」
1200年の歴史を誇る京都の匠の技を
現代のライフスタイルにアレンジした、
心にやさしい和雑貨を提供しています。

くろちく ★82

定休日  日祝祭日、第2・4土曜日　
会場  くろちく 東京支社　
住所  台東区浅草橋3-1-9  金子ビル4F　
アクセス  ●JR「浅草橋駅」東口出口徒歩5分

●都営浅草線「浅草橋駅」A4番出口徒歩3分　
お問合せ  
株式会社くろちく 東京支社 03-5829-4081
URL  http://www.kurochiku.co.jp

鶴屋 信TOKYO MISE ★
2月4日（土）〜3月5日（日） 10：00〜21：00

1,080円以上お買い上げ、または喫茶ご利用のお客様にあぶら
取り紙プレゼント ※ 本パンフレット持参の方のみ

住所  中央区日本橋室町1-5-5 COREDO室町3 1F　 アクセス  東京メトロ
銀座線・半蔵門線「三越前駅」A4出口徒歩1分　お問合せ  鶴屋𠮷信 東京支店
03-3426-7155　 URL  http://www.turuya.co.jp/
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※ 喫茶の営業時間は10:30～20:00（L.O.19:30）

然花抄院 渋谷ヒカリエ ShinQs店 ★

伝統産業の日２０１７

京都・東山花灯路−２０１７

京の冬の旅 温泉キャンペーン

2月４日（土）〜3月５日（日） 10：00〜21：00

2月〜3月

3月3日（金）〜12日（日）

2月

然花抄院　粗品(お菓子)・喫茶券進呈
B2F菓壇 然花抄院で税込1,080円以上お買い上げのお客様へ、5F茶庭 
然花抄院でセットメニューを500円でご利用頂ける喫茶券を進呈。(1,000円
以上のメニューに限る) また、5F茶庭 然花抄院でセットメニューをご注文の
お客様へ、B2F菓壇 然花抄院で粗品を進呈。(レシート呈示＆当日に限る)

冬の京都ならではの食材が揃う２月。京料
理をはじめ、寿司、天ぷら、そば、フランス料
理、イタリア料理、中国料理、肉料理、鶏料
理、そしてスイーツ・甘味に至るまで、様々
なジャンルの選りすぐりの名店約２００軒が
２月限定の「スペシャルメニュー」を特別料
金で提供します。

「伝統産業の日」（春分の日・３月２０日（月・祝））を中心
に、京都市内の各所で「匠の技」を感じられる多彩なイ
ベントを実施。メインイベントとして、人気の尺八演奏家
の藤原道山氏を迎え「きもの×京響 彩コンサート」を開
催します。 【対象】小学生以上の着物姿の方

【日時】3月20日（月・祝）開演14:00 【会場】京
都コンサートホール 【料金】2,000円 ※会場
内の販売会で利用できる金券（1,000円分）付 

【発売場所】京都コンサートホール（WEBサイ
ト、チケットカウンター）、ローソンチケット（Lコー
ド：53697）

白壁や木々にゆらめく陰影、石畳や門前町の店頭に彩りをそえるはんなりと
した灯りなど、東山地域の和の情緒豊かな町並みを生かし、露地行灯など
の「灯り」といけばな作品による

「花」の演出により、早春の季
節感を魅力的に演出します。
今年は、１５回記念のイベント
も開催します。

冬の京都観光は、温泉であったまろう！
２月を中心に、京都市内の１５の温泉施設に
おいて、温泉キャンペーンを実施します。施
設を利用する際には、スマートフォンやタブ
レット上でウェブサイトのキャンペーンページ
画面の提示により、オリジナルプレゼントや
割引などの特典を受けることができます。
施設によって、キャンペーン期間や受けら
れる特典も異なりますので、詳しくはホーム
ページをチェック！

● 菓壇 然花抄院　渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs店 B2F:ShinQs 
Food フロア／03-6434-1818
● 茶庭 然花抄院　渋谷ヒカリエ ShinQs店 5F:ShinQs Lifestyle フロア／
03-6434-1517
アクセス  東急東横線・田園都市線、東京メトロ副都心線、JR線、東京メトロ銀座

線、京王井の頭線「渋谷駅」直結　 URL  http://www.zen-kashoin.com/
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※ 渋谷ヒカリエ ShinQs店に準じる

※ただし、施設によって
　キャンペーン期間が異なります。

クレーム デ ラ クレーム
六本木ヒルズ店
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住所  港区六本木6-10 -1 
六本木ヒルズ ヒルサイド2F　
アクセス  東京メトロ日比谷線

「六本木駅」1C出口徒歩4分　
お問合せ  03-3408-4546

2月4日（土）〜3月5日（日）
商品1,080円（税込）以
上お買い上げのお客様
に、焼き菓子『ガトードゥ
京野菜（京野菜フィナン
シェ）』プレゼント
※ 本パンフレット持参の
方のみ

in
京都   2017年も、京都では魅力的なイベントが目白押しです。

京都レストランウインタースペシャル２０１７
詳しくは

検索

伝統産業の日２０１７詳しくは 検索

京都・東山花灯路−２０１７
詳しくは

検索

京都市温泉観光活性化協議会詳しくは 検索

2月1日（水）〜2月28日（火）

京都レストランウインタースペシャル２０１７

「京あるき in 東京 2017」にご協力いただいた企業・団体の皆様（敬称略・順不同）

〈藤原 道山〉

京都市交響楽団





電話番号

今後の催しのご案内等

ご希望の賞品 P30の商品番号または商品名をご記入ください。

※「見る」「参加する」「味わう」「プレゼント」の各ジャンルのスタンプを集められた方は、
   スペシャルコースの賞品をご記入いただけます。

※ご記入いただきました内容については、プレゼントの発送及び今後の催事のご案内
（上記「希望する」にチェックされた方のみ）に限り活用させていただきます。
※一部賞品については、協賛企業様から直接発送いたします。その際、協賛企業様に、ご記入いただいた内容

（お名前・おところ・電話番号）をお伝えしますので、予めご了承ください。

希望する 希望しない

「京あるき in 東京 2017」事務局 行

「京あるき in 東京 2017」スタンプラリー 賞品一覧

東京都千代田区内神田2-12-11
第5パークサイドビル5F
株式会社アクシズ内

郵 便 は が き

お名前

おところ 〒

年齢 性別 男・女歳

郵送の場合は
52円切手を

お貼りください

1 0 1 - 0 0 4 7

ホテル宿泊券をご応募いただく際の注意事項
招待券のご利用期間は平成29年7月1日～9月30日
とさせていただきます。（ただし、ホテルが指定する日を
除く。）
事前にご予約ください。
休前日など満室の際には、ご宿泊希望日の変更をお願
いすることがあります。

旅館施設利用券を
ご応募いただく際の注意事項

利用券のご利用期間は平成29年7月1日～9月30日とさ
せていただきます。（ただし，旅館が指定する日を除く。）
利用券に記載されている旅館においてご宿泊・お食事
代に金券として利用できます。なお、追加差額分は別途
直接旅館にお支払いください。
1名様での利用はできません。
事前に旅館まで直接ご予約ください。また、ご予約の際
に本券利用の旨をお伝えください。なお、ご希望の日が
満室などで予約をお受けできない場合がありますので、
引受け可能日のご利用とさせていただきます。
本券の換金及び利用額が額面に満たない場合の払い
戻しはできません。

31

「京あるきin東京2017」では、多くの皆様に京都の文化、
京都の魅力を知っていただくために、次のような催しも行っています。

（一般の方は参加いただけませんので、ご了承ください。）

世界の皆様に日本文化への理解を深めていただけるよう、2月3日に各国の駐日大使をはじめ国内外のメ
ディア関係者等を対象とした交流会を開催します。「生け花と能の会」の上演や京都の伝統工芸の技の紹
介など、多彩で奥深い京都の魅力を海外の皆様にＰＲします。

大使館レセプション

京都知恵産業フェア2017 ～New Style Selection By Kyoto～

通常コース

スペシャルコース

①川勝總本家／京漬物詰合せ「京の季寄せ」…10名様
②京都北山マールブランシュ／京遊記三段
   （茶の菓、かえでパイ、バームクーヘン・ジャポン）…10名様
③香老舗 松栄堂／源氏かおり抄 行幸（お香・香立）…10名様
④聖護院八ッ橋総本店／八ッ橋・霜の橋詰合せ（6袋入）…10名様
⑤スーベニール／「カランコロン京都」
   オリジナルグッズ詰合せ…10名様
⑥然花抄院／お菓子籠 慈…10名様

⑫ホテル宿泊招待券（ツインルーム1泊 朝食付）…各ホテル1組2名様×13ホテル  26名様
  《ご招待ホテル》※ホテルは指定できません。

⑬旅館施設利用券（1万円分）…各旅館1名様×2旅館　2名様
　《ご利用いただける旅館名》※旅館は指定できません。

⑭葵祭観覧席招待券（平成29年5月15日（月））…5組10名様
⑮祇園祭前祭山鉾巡行観覧席招待券
   （平成29年7月17日（月・祝））…5組10名様

(A)ウェスティン都ホテル京都
(B)京都新阪急ホテル
(C)京都タワーホテル
(D)京都東急ホテル

⑦鶴屋𠮷𠮷／京名菓𠮷（京菓子詰合せ）…10名様
⑧京つけもの 西利／京つけもの詰合せ…10名様
⑨宮井／エコちゃんふろしき（70cm幅）…3名様
⑩京都国立博物館／平成知新館
   名品ギャラリー招待券…
   10組20名様
⑪京都茶寮呈茶券…25組50名様
　※提供：京都駅ビル開発(株)

(E)京都ホテルオークラ
(F)京都ロイヤルホテル＆スパ
(G)グランドプリンスホテル京都
(H)新・都ホテル

( I )ハイアット リージェンシー 京都
(J)ホテルギンモンド京都
(K)ホテル日航プリンセス京都
(L)ホテルマイステイズ京都四条

(M)ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

(N)加茂川館         (P)祇をん 新門荘

京都の伝統や文化を背景に、独創性、先駆性、高品質性など知恵を活用した商品やサービスを、首都圏のバイヤーの皆様に提案する展示商
談会「京都知恵産業フェア2017」を2月23日、24日に渋谷ヒカリエにて開催します。新しいライフスタイルを提案する京ものを一堂に集め、京都
の魅力をお届けします。詳しくはホームページ（http://www.kyoto-conso.jp/kyoto_chiefair/）をご覧ください。

1

2 3 4 5 6

A B C D E

F G H I J

K L M N P

7 8 9 10 11
撮影：北嶋俊治

30



「京あるき in 東京 2017」
スタンプラリーに参加しよう！

京あるき in 東京 2017 スタンプラリー応募用紙

スタンプ押印欄

・スペシャルコース（各ジャンルから計4コ）
・通常コース（ジャンル不問 計3コ）

通常コース （商品番号①～⑪）

スペシャルコース （商品番号⑫～⑮）

東西線

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

八重洲通り

京都館

日本橋駅J
R
線

東
京
駅

京橋駅
八重洲
ブックセンター

▼
入口

京都館

2月4日（土）～3月5日（日）

3月6日（月）

営業時間：10:30～19:00  TEL：03-5204-2260

スタンプラリー
実施期間

応募方法

応募締切

応募要領

京都館

京都館

の応募BOXに投函 または

の応募BOXへの投函：当日午後7時まで※ への郵送：当日消印有効

事務局

事務局

事務局

に郵送

スタンプラリー対象事業は、P4～27のうちイベント名
の横に★がついている事業です。
通常コースは、スタンプラリー対象事業（★のついてい
る事業）のうち異なる3箇所のスタンプ（ジャンル不問）
を集めてください。
スペシャルコースは、スタンプラリー対象事業のうち、

「見る」「参加する」「味わう」「プレゼント」の各ジャンル
から1箇所ずつ、計4箇所のスタンプを集めてください。
応募はがきを切り取り、京都館の応募BOXに切手を
貼らずに投函いただくか、52円切手を貼って事務局へ
郵送してください。

京都市のアンテナショップ「京都館」は、京都の名産品販売
のほか、最新の京都情報を発信しています。さまざまなイベ
ントも行っていますので、ぜひお立ち寄りください！

スタンプラリー対象事業（P4～27のうちイベント名の横に★がついている事業）のうち異
なる3箇所のスタンプ（ジャンル不問）を集めるとご応募いただけます。

次のアンケートにご協力をお願いします。
●今回のイベントを何で知りましたか？
　ア．パンフレット（場所　                                    　　　　　   　　　　　　　　）
　イ．ホームページ・Facebook
　ウ．ダイレクトメール
　エ．テレビ番組・新聞・雑誌（　                                       　　　　　　　　　　）
　オ．知人・友人からの情報
　カ．その他（　　　                                　　　   　　　　　　　　　　　　　 ）
●どの催しがよかったですか？3つまでお答えください。
　（　　　　　           　　）（　　　         　   　　　）（　　　   　          　　　）
●「京都創生」の取組についてご理解いただけましたか？
　ア．よくわかった　　　イ．だいたいわかった
　ウ．あまりわからなかった　　　エ．全くわからなかった
●「京都」へのメッセージをお願いします。
　（　　　　　　　　　                                 　　　　　　　　　　　　　　　）

スタンプラリー対象事業のうち，「見る」「参加する」「味わう」「プレゼント」の各ジャンルか
ら1箇所ずつ、計4箇所のスタンプを集めるとご応募いただけます。
※各コースの賞品は、P30に記載しています。

「京あるき in 東京 2017」事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-11
第5パークサイドビル5F  株式会社アクシズ内

【TEL】  03-3526-2556 （受付時間：平日10:00～17:00）

【FAX】 03-3526-2863
【E-MAIL】 info@kyoaruki.jp
【URL】 http://kyoaruki.jp/

【住所】中央区八重洲2-1-1 ヤンマー東京ビル1F
【アクセス】●JR「東京駅」八重洲中央口徒歩1分●八重
洲地下街27番出口すぐ●東京メトロ「京橋駅」・「日本橋
駅」徒歩5分

ご応募いただいた方の中から厳正な抽選を行い、当選
者を決定いたします。なお、当選者の発表は、賞品の発送
をもってかえさせていただきます。
ご応募は、お一人様1回限りとさせていただきます。2回以
上ご応募された場合、2通目以降は無効とさせていただ
きますので、予めご了承ください。

「京あるき in 東京 2017」期間中に、「だいすきっ！京都。
寄付金」に1万円以上寄付された方は、スタンプを集める
ことなくスペシャルコースにご応募いただけます。

詳しくは だいすきっ！京都。寄付金 検索

検索京あるき

特設ページは
こちら！

特設ページは
こちら！
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