京都鉄道博物館・京都水族館・京都サンガF.C.のチケットを下記店舗にて入店時またはオーダー時にご提示ください。

葵 茶 屋〈せいろ料理〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス

和

幸〈とんかつ〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス

京都 和久傳〈京料理〉

モレット〈たまご料理〉

京都鉄道博物館・京都水族館・京都サンガF.C.の
チケットを見せるとお得なサービスや割引が
受けられるよ！

ラバロック グリル テルメ キョウト〈スパニッシュ&イタリアングリル〉
ブラウニーズクラブ〈喫茶〉
カントリーハウス 英國屋〈喫茶〉
ご飲食代5％割引

B1F

ご飲食された方にワンドリンクサービス

対象店舗

ご飲食代5％割引

ご飲食された方にワンドリンクサービス

アンティカフェ PRODUCE キャピタル東洋亭〈イタリア料理〉

加 賀 屋〈和食〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス

3F

ご飲食された方にワンドリンクサービス

京都駅ビルお得なグルメガイド

ご飲食された方にワンドリンクサービス

5F

グルメガイド

11

［お問い合わせ］Tel. 075-352-1111（大代表）

7F

まで

ジェイアール京都伊勢丹

8F

9月30日

F イートパラダイス

お得な

2020年

點心茶室〈中国料理〉

メゾンカイザー〈ベーカリー・カフェ〉

Ⓒ2006 KYOTO.P.S.

京都鉄道博物館・京都水族館・京都サンガF.C.の
チケットをご提示ください。

このステッカーが目印！

ベーカリーにて1,080円以上（税込）お買い上げの方にクロワッサンを1点プレゼント ※品切れの際はご容赦願います。

ラ・メゾン・ジュヴォー〈パティスリー・カフェ〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス

対象施設は中面をご覧ください。

店内でケーキセットご注文の方はショコラドリンク
（ショットグラス）
をサービス

美 々 卯〈うどん・そば〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス

天

一〈てんぷら〉

西 櫻 亭〈洋食〉

3F

ご飲食された方にウーロン茶サービス

ジェイアール京都伊勢丹 レストラン街 [JR西口改札前 イートパラダイス]

ご飲食された方にワンドリンクサービス

1,080 円（税込）以上ご飲食の方に、
プチドルチェをサービス

神戸カプチーノ倶楽部〈オープンカフェ〉

はしたて〈和食〉

ご飲食代5%割引

美菜

京都鉄道博物館の入館券 または
京都水族館の年間パスポート・入場券 または
京都サンガF.C.のホームゲーム観戦チケットをご提示ください。

1,080円（税込）以上ご飲食の方に、
ひとくちお菓子をサービス

莉〈韓国家庭料理〉

NANZAN ギューテロワール〈牛肉料理〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス

京豆冨

オステリア サクラ〈イタリア料理〉

入店時またはオーダー時に

ご飲食代5%割引 ※ランチは除く ※現金でのお支払いのみ

不二乃〈とうふ料理〉

京都鉄道博物館
入館券

京都水族館
年間パスポート

京都水族館
入場券

パティスリー&カフェ デリーモ京都〈パティスリー・カフェ〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス

お食事（スイーツ・フード）
ご注文の方にセットドリンク無料

築地 寿司清〈寿司〉

ご飲食された方にアイスｏｒわらび餅のいずれか1品サービス

モリタ屋〈すき焼き・しゃぶしゃぶ・オイル焼き〉
松 山 閣〈ゆばと京旬菜〉

2F

ご飲食された方にウーロン茶1杯サービス

京都劇場 和食小路

F

10

が ん こ〈和食・宴会〉

ザ キッチン サルヴァトーレ・クオモ〈イタリア料理〉

ご飲食代10％割引

ご飲食された方にファーストドリンクサービス ※デザートのみの利用不可 ※12/20（金）‑25（水）は除く

そば酒房 徳兵衛〈そば・釜飯・和食〉

炭火串焼 こけこっこ〈炭火串焼料理〉

ご飲食代10％割引

ご飲食された方にワンドリンクサービス

9F

対象施設は中面をご覧ください。

市場小路〈創作和食〉

ご飲食された方にワンドリンクサービス ※１5時まで

1F

柿安 三尺三寸箸〈ビュッフェ〉

ご飲食された方にお土産プレゼント

京やさい料理 接方来〈京野菜料理・和食〉

ご飲食代10％割引

ご飲食された方にワンドリンクサービス

京都 木村屋本店〈京御膳 創作和食 芋焼酎〉

ご飲食代10％割引 ※上限3,000円まで
※他のサービス券との併用不可、各種カードとの併用不可
掲載内容が、一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

2016.

4. 29

一般

1,200 円

General

1,200yen

京都サンガF.C.チケット

※各コンビニチケット、Jリーグチケット、LINEチケット、
シーズンシートでもご利用いただけます。
（ホームゲームのチケットのみ対象）
※入場券のデザインは一例です。
「大学・高校生」、
「中・小学生」、
「幼児」
のチケット及び、
旧デザインの年間パスポートもご優待の対象となります。
※入館券（チケット）
は当日、年間パスポート
（チケット）
は有効期間内のものに限ります。
※京都鉄道博物館内、
京都水族館内、
サンガスタジアム by KYOCERA内では
優待特典の内容についてはお答えできません。

（TEL.075-361-4401）
お問い 京都駅ビルインフォメーション
合わせ 営業時間／ 10：00〜19：00

京都鉄道博物館・京都水族館・京都サンガF.C.のチケットを下記店舗にて入店時またはオーダー時にご提示ください。
ホテルグランヴィア京都

宮崎酒場 ゑびす〈居酒屋〉

京料理 萬重〈京料理〉

ソフトドリンク1杯サービス

萬重弁当（華）
をご注文の方 お会計金額より300円引き

一風堂〈ラーメン〉

銀座ハゲ天〈天ぷら専門店〉

ご飲食代5％割引

麺類ご注文の方 卵１個サービス

ご飲食代5％割引

コトシエール〈ビュー&ダイニング〉

こ な な〈和ぱすた＆カフェ〉

北極星〈オムライス〉
お会計金額より10％OFF

サザンコート〈スカイダイニング&ラウンジ〉

冨 士 屋〈そば〉

お食事の方 ソフトドリンク1杯サービス

串かふぇ 凡凡屋〈串かつ〉

ウーロン茶1杯サービス ※ディナータイム
（17時以降）
に限る

ご飲食代5％割引

ご飲食代5%割引

ご飲食代50円引き

ご飲食代5％割引

6F

塩小路楽粋〈ゲストハウス〉

お食事の方、
ドリンク一杯サービス

ご飲食代5％割引
前日16：00まで要ご予約
M3F

浮

田 ご と〈そば・京料理〉

〈うどん・おやつ〉
めん、
色いろ。いつでも、
おやつ。

ご飲食代5％割引

ご飲食代5％割引

京林泉〈天婦羅処〉

洋麺屋五右衛門〈スパゲッティー専門店〉

ご飲食代5％割引
2F

ウェルカムドリンクサービス
（スパークリングワインorブラッドオレンジジュース）

FUKUNAGA901〈喫茶〉
ご飲食代５％割引

京都駅前地下街 ポルタ

［お問い合わせ］

屋〈手打うどん〉

麺屋はなび〈台湾まぜそば〉

京都 ますたに〈背脂しょうゆ〉

麺類ご注文の方、煮玉子1個 or 替え玉1人前サービス

麺類ご注文の方に温泉玉子サービス

大阪

マルモキッチン〈ジャパニーズボウルカフェ〉

徳島 ラーメン東大〈とんこつしょうゆ〉

麺類ご注文の方にネギ増量 or 味玉1つサービス

ヴィ・ド・フランス〈ベーカリー・カフェ〉

ご飲食代5%割引

テイクアウト・イートインご利用のお客様５％割引

ジェラート ピケ カフェ ビオ コンセプト〈カフェレストラン〉
ご飲食代５％割引

※2019年12月6日
（金）
〜2020年2月3日
（月）
は、優待特典対象外です。

博多一幸舎〈とんこつ〉
麺類ご注文の方にからあげ or 替玉サービス券をプレゼント

掲載内容が、一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

博多

ドトールコーヒーショップ〈カフェ〉

茶

ドリンク注文の方、50円引き
※セットメニューを除く ※対象のチケット1枚ご提示につき1杯

筅〈焼き釜スイーツ〉

ソフトドリンク100円引き ※ドリンクのみは不可

お食事の方、
セットドリンクサービス ※1名様1杯に限る

近江スエヒロ 京都茶屋〈牛肉専門店〉

プロント〈カフェ・バー〉

麺類ご注文の方に味玉1つサービス

お食事の方、
ソフトドリンク1杯サービス
※平日ランチタイム
（11：00〜15：00）
は使用不可

お重ご注文時にＡセット
（サラダ・味噌汁）
サービス

ご飲食代５％割引

彩色ラーメン きんせい〈塩〉

ご飲食代5％割引 ※店内飲食に限る

お会計金額より5％OFF

パスタご注文のお客様にソフトドリンク1杯サービス

京都駅ビル専門店街

ザ・キューブ 南北自由通路

ミスタードーナツ〈カフェ〉

ご飲食代10％割引 ※優待対象外商品を除く、
他の割引との併用不可

※営業時間は各店舗により異なります。
詳
しくは各店にお問い合わせください。電
話番号の記載がないお店は、
駅ビルイン
フォメーションにお問い合わせください。
（075-361-4401・10：00〜19：00）
※他の割引、
各種優待、
特別料金とは併用
できません。

五条駅

杵

ご飲食代5％割引

麺家いろは〈しょうゆ〉

らーめん かんじん堂 熊五郎〈ラーメン〉

2F

ご飲食代5％割引

牛たん 伊之助〈牛たん〉

麺類ご注文の方に味玉1つサービス

グランディール〈ベーカリー〉

ご飲食代５％割引 ※その他割引券・サービスとの併用不可

坂内食堂〈しょうゆ〉
麺類ご注文の方に餃子3個サービス

名古屋

ご飲食代5％割引

味 彩 や〈おばんざい料理〉

キッチン ゴン〈洋食〉

先斗入ル〈スパゲッティー〉

麺類ご注文の方に水餃子3個サービス

ワイアードカフェ〈カフェ〉

ご飲食代20%割引

栄寿庵〈和食〉

綱取物語〈みそ〉
麺類ご注文の方に味玉1つサービス

京 阿 月〈京らーめん・甘味処〉

お好み焼き 町や。〈お好み焼き〉

京料理

梅小路京都西駅

ご飲食代10％割引

（ポルタインフォメーション）

串の坊〈串かつ専門店〉

おまかせコースご注文の方にワンドリンクサービス

丹波口駅

とんかつＫＹＫ〈とんかつ〉

Tel. 075-365-7528

八丁味處

札幌

富山

サー・トーマス・リプトン〈カフェ〉

大階段南側8Ｆ

ご飲食代５％割引

B2F

京都鉄道博物館または京都水族館入場引換券付特別プランもご用意しております。
※「京林泉」
「グランジュール」
「オルビット」除く

錦わらい〈お好み焼き・鉄板焼〉

京都ことこと〈おばんざい・和食〉

東池袋 大勝軒〈つけ麺〉
麺類ご注文の方に味付玉子をサービス

ご飲食代5％割引

ご飲食代5％割引

ご飲食代５％割引 ※その他割引券・サービスとの併用不可

グリルキャピタル東洋亭〈洋食〉

東京

四川餐館（しせんさんかん）〈中華料理〉

グランジュール〈ロビーラウンジ〉

京・四条 田ごと〈そば・京弁当〉

B1F

ご飲食代5％割引

ご飲食代5％割引

ご飲食代５％割引

ご飲食代５％割引

喜多方

コリアンキッチン シジャン〈韓国料理〉

オルビット〈メインバー〉

名代とんかつ かつくら〈とんかつ〉

京都

京都拉麺小路 10F

モンテロマーノ〈イタリア料理〉

ご飲食代5％割引

［お問い合わせ］Tel. 075-371-2134

ご飲食された方に「京湯元ハトヤ瑞鳳閣特製 京都温泉成分配合入浴剤」プレゼント

ハーフ＆ハーフセットにセットサラダサービス

ル・タン〈カフェレストラン〉

ザ・キューブ

京のカレーうどん 味味香〈うどん〉

飲食店の他、
ご利用可能な物販店がございます。館内設置の専用チラシもしくは
ポルタインフォメーション（TEL 075-365-7528 ／日〜木 10:00〜20:30、
金・土 10:00〜21:00）
までお問い合わせください。

ご飲食代5％割引

橋〈和食〉

11

グルメ街

五 山 望〈鉄板焼〉

京都駅ビル専門店街
F

F

15

［お問い合わせ］Tel. 075-344-8888（大代表）

京都鉄道博物館・京都水族館・京都サンガF.C.のチケットを下記店舗にて入店時またはオーダー時にご提示ください。

※対象店舗・特典内容は変更されることが
ございます。
予め店舗でご確認ください。
マークの入っている店舗では
ICOCA をご利用いただけます。

【京都水族館】梅小路京都西駅から徒歩7分
【京都鉄道博物館】梅小路京都西駅から徒歩約2分
2020.1

