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回答いただいた施設のリストは、当日のインタビュー対応を確約するものではございません
昼食予約・体験予約・土産購入など、消費者となり具体的なインタビューを試みてください

日頃お付き合いのある施設方に、京都探究BOOKの周知とアンケートを実施しました。

京都で暮らす人が日々どのように感じ、取り組んでいるか、
インタビューを考える際の参考にしてみてください。

思う １ ５ 思わない
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1.業種 2.施設名・業者名 3.京都らしい街並みを維持するための工夫
食事施設 梅山堂 毎日一回店舗周辺の掃除

食事施設 神泉苑平八 派手な看板や掲示物は避ける 建物は和風にしている

食事施設 京料理鳥米 出来ることは全て取り組んでいます

食事施設 芹生 景観に配慮した外観と雰囲気づくり

土産施設 京つけもの西利 毎朝の清掃、京都らしい店内のディスプレイ

交通・運送業 帝産京都自動車 弊社の玄関の壁に松の絵を描きました

自治体、その他団体 キザクラカッパカントリー 蔵を改装してレストランとショップを営業している

食事施設 ゆどうふ竹仙 店舗周りの塀や柵は竹を使用し、野点や赤いもうせんを敷いた床机（しょうぎ）を置いて京都らしく演出しております。

食事施設 泉仙大慈院店 建物高さ、高層ビルを建てない。神社仏閣が近いと家を建てる時の外壁の色が町内によって制限される。屋根も瓦屋根にしないといけないとか。

見学施設 東映太泰映画村 京都の街並みに溶け込んだ施設作り。営業には極力公共交通機関を利用。周辺の掃除

体験施設 八つ橋庵とししゅうやかた 建物の外観の色調に京都らしさを演出するように努めています。施設周辺の清掃を定期的に行っています。

食事施設 京都嵯峨料理 良弥 建物や看板など、和を感じさせるものにしている。嵐山の風景に溶け込む建物にしている。

食事施設 京料理 六盛
お店のある岡崎地域全体で京都市、京都市観光協会と協力して琵琶湖疏水を中心に桜並木などを整理、アピール。平安神宮、南禅寺など名所旧跡の紹介。京都市美術館(京セラ)、ロームシアターな
ど文化発信地としてアピールして集客UPを図っている。

食事施設 ザソウドウヒガシヤマキョウト 周りの景観に合わせた建物、騒音の防止

食事施設 長楽館 当館では明治の洋館を投じのままご利用いただける動態保存をしております。京都の街並みの中に昔からある洋館の雰囲気・風合いをそのままに都度メンテナンスを行っております。

体験施設 人力車えびす屋嵐山總本店 毎朝のごみ拾い、嵐山・嵯峨野エリアの景観保護、地域住民との連携、こども110番

食事施設 ザソウドウヒガシヤマキョウト 周りの景観に合わせた建物、騒音の防止

体験施設 KIMONO-PRO(キモノプロ) 地元の方と仲良くする

体験施設 お茶のかんばやし 康風庵 伝統的な日本建築の建物

体験施設 京都着物レンタル夢館 毎朝の水まきと掃除

自治体、その他団体 公益社団法人宇治市観光協会 「クリーン宇治」活動（市内一斉清掃）を年4回実施しています。

体験施設 街着レンタル 京裳庵 ゴミ拾い・掃除

見学施設 龍谷大学 龍谷ミュージアム 「街に開かれたミュージアム」として、建物正面の外壁には、約4000本のセラミックルーバーによる簾を設け、歴史ある街並みと調和のとれた端正なデザインとしている。

体験施設 きものレンタル夢京都 祇園店 外観に限らず内観も京都らしくモダンなインテリアで統一

見学施設 黄桜 伏水蔵 建物は周囲に違和感を与えないよう、白を基調とした静かなイメージにしている

体験施設 京ごころ(和文化体験)
ゴミを捨てないなどはもちろんであるが、バスの乗るとき、並んで待つことや出入口などが押しあわないようにするなど秩序を守った行動をすることが京都らしい、落ち着いた景観の一つに含まれると感じて行動し
ている

食事施設 京料理 いそべ 店舗周辺の水撒きや掃除など。軒先につなぎ団子の赤い提灯を飾り、祇園らしさを出している

体験施設 舞扇堂 祇園店 毎朝路上のゴミ拾い。京都市の指針に従った看板の設置

体験施設 岡崎茶寮 建物の色、隣までのごみ拾い

交通・運送業 京都サイクリングツアープロジェクト 日常の移動手段は専ら自転車を利用しています

土産施設 京つけものもり 本社三条店 毎週月曜日に本社まわり近隣の清掃、建物・店舗・装飾品などの色合いや和物の使用

体験施設 漢検感じ博物館・図書館 メイン通り（四条通）に面する当館正門の前庭エリアにおいては、景観を損ねないようポスター等掲示物に配慮している
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2.施設名・業者名 4.伝統産業が若者にも人気の秘訣

梅山堂 （食事・土産・体験） 京都らしいメニューの紹介

神泉苑平八 純粋に自国の文化に興味があるから それだけに本物をみていただく必要があると思う

京料理鳥米 秘密と成り立ち、歴史背景と体験しやすさ

芹生 手にとる可愛さや写真映え

京つけもの西利 歴史、伝統に触れる事への興味。京都ならではの体験、京都に来たと実感出来る物事の体験や、思い出づくり(写真撮り)をする目的で来られている方が多いのではないかと思います。

帝産京都自動車 SNSなどの宣伝効果

キザクラカッパカントリー 着物のレンタルが手軽にかつ安価でできる

ゆどうふ竹仙 当店では朱塗りのお膳にお料理を並べており、お客様にはきれいとお喜び頂きお写真も撮って頂いております。

泉仙大慈院店 こだわりであったり、個性を表現できるから。人とは違う何かをと考える若者が増えた

東映太泰映画村 千年の歴史の中で伝えられた手仕事を直接見学できる醍醐味がある。また歴史の授業で学んだそのものが実際に体感出来る。身近では味わうことの出来ない唯一無二な産業の為人気があるように思う。

八つ橋庵とししゅうやかた
京都を創り出した伝統文化技術を見て触れて創りあげるという体感がいまの観光・レジャーかと承知しています。当店ではししゅう美術館の充実、生八つ橋と手入れ、京菓子作りだけでなく食事作り体験も手掛ける
ようにしています。なにより各施設が工夫して手軽な料理で爽やかな恩動お持ち帰りいただくことが大切かと承知しています。

京都嵯峨料理 良弥 比較的安価で着付け体験や陶芸体験が出来るから

京料理 六盛
SNSなどの普及によりグローバル化が急速化する中、世界にアピールできる漫画文化やゲームなどで日本文化の良さを改めて認識している。また外国人観光客が着物を着たり日本食(抹茶を飲む)を高く評価し、
スイーツなど新しい食文化として取り入れた事が日本人の若者にもお洒落なものとして再認識されている。

長楽館
当館でもレンタル着物を着たお客様には多くご利用いただいております。館内で写真をたくさん撮られますので、写真映えするスイーツ・ドリンクを数多くご用意しております。日本の中でも京都にしかない、京都の中で
も長楽館にしかない唯一無二の歴史・館（建物）、サービス、スイーツをお楽しみいただいています。

Fortune Garden Kyoto 着物を着ての街歩き。インスタにあげられるコンテンツ

人力車えびす屋嵐山總本店 きっかけや取っ掛かりが今風（SNS等）であったり強制的であったりしても、その本質や本物を知る事で人気（本気）になっているのではないでしょうか。

岡崎茶寮 伝統（京都らしさ）

KIMONO-PRO(キモノプロ) メディアの影響

お茶のかんばやし 康風庵 抹茶スイーツ人気で、抹茶本来の魅力に気づきもあり、写真映えするメニューをインスタ等で拡散する方が増えた

京都着物レンタル夢館
着物レンタルが人気なのはやはり非日常感の体験を行うという部分 京都観光の定番になっているから 京都の町並みに合うから 茶道やその他文化体験なども京都＝日本といったオリジンを感じるものを体験し
たいから 古の日本を感じたいから

漢検漢字博物館・図書館 古風なもの、古き良き雰囲気がかえって今の若者にとっては新鮮に映っているのではないか

街着レンタル 京裳庵 着物で行くと良い場所(オススメ場所)をお知らせ。

龍谷大学 龍谷ミュージアム 写真映えするスポットを用意する。人気のキャラクターとのコラボ商品を作っている。

きものレンタル夢京都 祇園店
SNSの普及により主にインスタをはじめとする映える事への興味やリア充アピールに繋がる投稿をすることへのステータスで非日常的な着物を着ることでより映えるアカウントへの近道にもなる１つのスタイルではないかと
思います。

黄桜 伏水蔵 伝統工芸を継承していく若い後継者の発信が若者に受け入れられているのでは。着物を洋装にアレンジする、扇子の柄にキャラクターを取り入れるなど

京ごころ(和文化体験) 和装の着物レンタル体験は京都の町に融合して多くの若者を惹きつけるアイテムの一つとして人気があり、それに付随して由緒ある建築物や食文化をより一層魅力的なものにしていると思われる

京料理 いそべ デザインが可愛い。SNSを使う事が多い世代なので写真で伝統産業の良さや体験を共有したくなるものが多いから

舞扇堂 祇園店 弊社の扱っている扇子は伝統工芸でありながら時代に合わせたスタイルを取り入れ新しいものを取り入れながらも受け継がれていること

京あるき 着物パスポートがご利用いただけます

京都サイクリングツアープロジェクト 文化体験施設が充実している

京つけものもり 本社三条店 当社の場合は体に良いもの＝美容に良いで若い人に見なおして頂いてます
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2.施設名・業者名 5.外国の方とのコミュニケーションにおいて工夫や取組
梅山堂 （食事・土産・体験） 外国語を話せるスタッフが常駐

神泉苑平八 ハード面ではなくソフト面だと思う 英語が話せなくても身振り手振りで案内しようとする等

京料理鳥米 文化の違いがわかる

芹生 英語でのコミュニケーションときめ細かい配慮

京つけもの西利
おもてなしの心を持っている。外国人の方も多いので、英語メニューは必須になっているのでどこの店舗も取り入れている。
市バス、電車、タクシーもたくさん走っている為、各観光地への交通の便が良い。

帝産京都自動車 金銭対価を越えたおもてなしがある。英語対応表の作成

漢検漢字博物館・図書館 京都のサービスが特段優れているとは思わない。日本人としての国民性、精神性だと思う

ゆどうふ竹仙 当店でも英語メニューもございますし、ポケトークも完備し出来るだけ意思の疎通が捗る様に努めております。奥ゆかしいおもてなしにも心掛けております。

泉仙大慈院店 人をもてなそうとする気持ちを持つ様に心掛けている。京都の人は京都がとても好きだからいろんな人に京都の良いところを多く知ってほしい、伝えたい気持ちが強い

東映太泰映画村
いずれも古くから観光客をお迎えしていた都。おもてなしの心が京都の人には根付いていると思われる。道案内やちょっとした会話の対応に独特な心遣いがある。道標や看板も充実しており、また古い歴史を損な
わない様に工夫している。外国の方や観光客の方々に参加頂けるイベントを絶えず催している。

八つ橋庵とししゅうやかた にこやかな微笑み。清潔感。ノーチップ。

京都嵯峨料理 良弥 英語メニュー。イングリッシュスピーカーの配置。食べ方や作法を教える。ハラールやグルテンフリーなど多様性のあるメニューを揃えたりプレーヤールームを完備。

京料理 六盛
人種や国籍に関わらず平等に提供する良質のサービスやおもてなしする気持ちを具現化する。各国言語メニューや案内看板又はパンフレットやSNSによる情報提供。非日常的かつ知的な志向を満たす日本文
化の体験

ザソウドウヒガシヤマキョウト 食事制限に対する配慮（ハラル、ベジタリアンなど）

Fortune Garden Kyoto 街並み。京都の歴史。京都の人。

人力車えびす屋嵐山總本店
国籍や人種、言語や宗教が違ってもその人を尊重しおもんばかる事は全ての人間が心地よくお互いの思いが通じる事になる、それこそが日本の京都のおもてなし（サービス）と思います。我々日本人（京都
人）にとって当たり前の事が一番ではないでしょうか。

ザソウドウヒガシヤマキョウト 食事制限に対する配慮（ハラル、ベジタリアンなど）

KIMONO-PRO(キモノプロ) 親切さかなと思います

お茶のかんばやし 康風庵 英語メニュー 多言語可能スタッフ

京都着物レンタル夢館 日本的なものを感じさせるから？

公益社団法人宇治市観光協会 観光案内所での多言語案内、コインロッカーの管理、免税店の充実など

長楽館
街のちょっとしたお店でも対等ではなく敬ったサービスを受けられるのは日本特有だと思います。その中でも京都のおもてなしの心、1人1人が京都を知って頂こう、楽しんで頂こうと準備・行動している事が素晴らし
いと思います。また、よく見かける観光案内所・歴史についての看板・地図が多くあるのは親切だと思います。

龍谷大学 龍谷ミュージアム おもてなしの精神が根付いており、外国語によるコミュニケーションができるスタッフや案内表示が多いため。

きものレンタル夢京都 祇園店
英語メニューなどの英語、中国語などによるアナウンスの充実。京都人が大切に守り続けてるおもてなしの心が奥ゆかしき中にも随所に感じることが出来るのではないでしょうか。
そういったところに気付いて頂けたときに満足度へと高まると思います。

黄桜 伏水蔵 外国語表記での案内が多いことはもちろん、楽しい時間を過ごして頂きたいというウェルカムの気持ちを持って接する事が、そのような評価に繋がっているのではないかと思います

京ごころ(和文化体験) 諸外国の友達に対し接し方自体が柔らかく親切、丁寧であること。案内板も多くわかりやすく掲示されているなど

京料理 いそべ 多各国語表記が多い。フリーWi-fiが多い。観光客が多い事。不慣れな方への対応に慣れている人が多い

舞扇堂 祇園店 丁寧なラッピングのサービスは実際に店頭で喜んでいただいているポイントです。英語案内表記の充実も喜んで頂いているのではないでしょうか

京あるき 英語、中国語、韓国語を話せるスタッフが対応。ご要望がありましたら団体様向けに着物のマナーレッスンを実施しております。

京都サイクリングツアープロジェクト 普通の市民においても観光情報を提供できる方が多い
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2.施設名・業者名 6.京都ならではのおもてなし
梅山堂 （食事・土産・体験） 案内を丁寧にする

神泉苑平八 京都でしか味わえない料理や体験(舞妓さん等)

京料理鳥米 色々ある

芹生 地元食材を積極的に活用

京つけもの西利 京都限定商品の販売。京都らしい言葉遣い。

帝産京都自動車 特にありません

キザクラカッパカントリー 京都産の牛肉や米、野菜を使っている。水は湧き水を使っている。京都産の酒米を使った日本酒を造っている。

ゆどうふ竹仙 当店では出来る限り旬の京野菜を使用しその他京ゆば、京生麩なども取り入れ地産地消を心掛けております。

泉仙大慈院店 お客様には「おこしやす」「おおきに」など京言葉を使っている。季節の食材は京都産を使うことが多い

東映太泰映画村 お正月には白味噌のお雑煮を振舞っている。京都の酒をテーマにしたイベントを開催している。京都らしい料理を提供している。着物を手軽に楽しんで頂ける施設がある。京都での映画の歴史を学んで頂ける施設がある。

八つ橋庵とししゅうやかた 和倉が世界遺産の指定を受けた時から、カツオと昆布の出汁などの世界で希少な調理法を教育旅行始め若い方に周知したいと考えてきました。それで個人、グループ、班別の体験にそのメニューを取り入れました。

京都嵯峨料理 良弥 京和食に基づいた多様性のあるメニューを用意している。

京料理 六盛 古来より京のしきたりや習慣、文化などを取り入れたお祝いお席(お食い初め、宮参り、七五三、婚礼)やお悔やみの席(法事)をご提供している。

長楽館 ホテルではウェルカムドリンクにお抹茶をお出ししたり、フレンチレストランでは丹波牛を使った料理や京都の地場野菜を使った料理を提供しております。

Fortune Garden Kyoto 京都の食材。舞妓などのエンタメ。

人力車えびす屋嵐山總本店 ご利用の有無を問わず全ての来場者をおもいやり親切にする事です。

岡崎茶寮 「地」「産」食材を使うようにしている

KIMONO-PRO(キモノプロ) 着物レンタル

お茶のかんばやし 康風庵 茶席の体験 製茶工場の見学 京都産の抹茶

漢検漢字博物館・図書館 特に京都を売りにしていない

公益社団法人宇治市観光協会 宇治抹茶を使用した料理やスイーツ、ご当地グルメ「宇治茶漬け」の開発、提供

京都サイクリングツアープロジェクト 自転車のフレームカラーを京都ならではのカラーとしている（無の朱、抹茶のグリーン、土堀のベージュ）

京つけものもり 本社三条店 京都産、自社農場で京都亀岡産の野菜を使用

きものレンタル夢京都 祇園店 着物を着て茶道体験や人力車による京都散策を楽しんでいただけています。

黄桜 伏水蔵 京都の湧き水(酒の仕込み水)を料理などすべてに使用。酒造メーカーならではの限定酒なども提供させて頂いております

京ごころ(和文化体験) 京都ならではというのもあるが、日本としての文化を国内外に向けて発信していきたいと常々考えており多くの文化体験メニューを考案している

京料理 いそべ 併設工房の新鮮な作りたて湯葉を使った料理を提供している。野菜も京野菜を使っている

舞扇堂 祇園店 京都の言葉での接客。国内外問わず地域の言葉での接客は喜んで頂けます。特に「おおきに」など京言葉として広くイメージされる言葉は積極的に使っています。

京あるき 個人のお客様から団体様までまたインバウンドのお客様まで丁寧に対応させて頂いております。着物はメンテナンス工場にて愛理、清潔な状態でプロの着付け師にて対応しております
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2.施設名・業者名 7.提供している付加価値

梅山堂 （食事・土産・体験） 京都ならではの土産を用意する

神泉苑平八 食事と体験をセットしたメニュー 珍しいお酒を用意

京料理鳥米 本物を提供

芹生 こだわりの食材や一手間かける献立の提供

京つけもの西利 京漬物、京野菜など京都らしい商品の品揃え。健康を気にされている方には健康漬物(ラブレ乳酸菌シリーズ)のご提案。

帝産京都自動車 人気のあるスポットだけでなく、西山観光などタクシーでないと行けない場所の案内をしている

キザクラカッパカントリー 直営店限定の日本酒を販売している。

ゆどうふ竹仙 お客様にご提示された金額に応じて特別な食材をご用意し、特別メニューとしてご提供しております。

泉仙大慈院店 このお店でしか食べれないものを提供する

東映太泰映画村 当施設のオリジナル商品を提供。殺陣教室など、映画会社ならではのサービスを提供。花魁との写真撮影等華やかな日本の伝統を観賞頂いている。

八つ橋庵とししゅうやかた 食体験を充実していきます。京都名物料理を気軽に体験し食す

京都嵯峨料理 良弥
和食を通じた食育。世界中の方に和食を楽しんで頂きたいとの想いから和食のハラール、ヴィーガン、グルテンフリー、アレルゲンフリー食を提供。お客様からリクエストがあればそれぞれ違いや特徴を説明し理解を深め
てめてもらっている。

長楽館
京都では文化の歴史が長く、どの時代も感じ取れる体験が多くできると思います。明治の館で上質のサービスを受ける事は、ファストフード、ファストファッションがあたりまえになった現代では特に付加価値として高く評価
頂けていると思います。

ザソウドウヒガシヤマキョウト
舞妓さんの手配 抹茶やお煎茶の講習
居合道体験の手配 など

Fortune Garden Kyoto 京都らしいエンタメ。こだわり抜いた京都の食材を使った料理。維持の難しい感動する建物とその内装。お庭。

人力車えびす屋嵐山總本店 ご利用者のご希望があるならば長時間のチャーターにて穴場のポイントや体験を加えてご案内しております。

ザソウドウヒガシヤマキョウト
舞妓さんの手配 抹茶やお煎茶の講習
居合道体験の手配 など

KIMONO-PRO(キモノプロ) 上質の着物レンタルと撮影

お茶のかんばやし 康風庵 店舗では実際の購入に至るまでに、煎茶の試飲サービスを提供しています。

京都着物レンタル夢館 プライベート対応 特別な体験

漢検漢字博物館・図書館 当館においてしか成立しないであろう展示体験や撮影スポットを提供するよう努めている（日本で初めての漢字をテーマにした登録博物館として）

街着レンタル 京裳庵 きものの所作・選び方をお教えしている。

龍谷大学 龍谷ミュージアム 展覧会の内容に応じて、記念講演会やワークショップを実施している。

きものレンタル夢京都 祇園店
着物レンタル店なので、タイムスケジュールがタイトになりがちな旅行者にも、気軽に尚且つ低予算でもお楽しみいただけるようにショートタイムプランからたっぷり楽しんで頂ける1日レンタルプランまで用意しております。夜
ご飯も着物で楽しめるホテルでの返却プランや翌日に返却して頂けるプランなど充実しています。

黄桜 伏水蔵 ここでしか味わえない非売品のお酒をレストランメニューとして出している

京ごころ(和文化体験) 特別体験メニューを作り、こだわりのお客様に対し時間や場所、予算、内容などご希望に合ったプランを各自にご提案させて頂いている

京料理 いそべ 湯葉と京野菜

舞扇堂 祇園店 弊社専属の扇面絵師による手描き扇子。職人による絵付けの店頭実演

京あるき 訪問着なども準備しております。また祇園店ではプロのカメラマンによるロケーションフォトプランもご利用いただけます

京都サイクリングツアープロジェクト ガイド付きサイクリングツアーにおいて、地元の方しか知らない道をルートに入れ、可能な限り地元の方とお客様がコミュニケーションにて結びつけるようにしている

京つけものもり 本社三条店 お漬物教室（ぬか漬け、京なす）の開催
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10.環境未来都市京都としておすすめスポットがあれば教えてください
農家

素晴らしい展望のレストラン

廃校した小学校の建物を改装して営業されている洋食屋さん
寺社仏閣の敷地内での飲食屋

統廃合により使われなくなった学校跡地の活用例（マンガミュージアム、漢字ミュージアム・図書館、The Hotel Seinyu Kyoto Kiyomizuなど）
神社、仏閣等

京都大原の野菜を使ったオーガニックの料理店 来隣（きりん）
東寺(ガラクタ市)、北野天満宮(天神市)、下鴨神社(古本市)、長楽館、美山、鞍馬、大原、鴨川、上賀茂の農家、深泥池

ししゅう美術館、館内での体験プラン
京町家や生活の中で古くから使われていた物(「足踏みミシン」「70年前から動く時計」「蔵戸をリノベーションしたテーブル」「屋根瓦を使った壁」を使用したレストラン「奥の庭」
動態保存に力を入れているFortune Garden Kyoto

竹林をはじめ山や川などのエリア内全体の歴史と自然
京都御苑

廃校になった学校の再活用。もっとしてもいいと思います。
手持ちの容器でテイクアウトが出来る店

「GOOD NATURE STUDIO」 夢館でもユーズド商品の販売などを定期的にしています

大阪屋マーケット、中宇治yorinなど

GOOD NATURE HOTEL KYOTO

さすてな京都

古民家をリノベーションした一棟貸しされた宿泊施設

祇園祭の山飾は毎年木を切り出すのではなく、各鉢町が代々継承し保持してきたものです

京都では多くの神社・お寺・美術館・博物館 様方が持続の為尽力していらっしゃいますので全ておすすめいたします



Tourism
for

Tomorrow 
Ｑ.インタビュー訪問しても良い時間帯 ※体験や昼食の予約は営業時間内対応OK

Copyright © 2021 NIPPON TRAVEL AGENCY CO.LTD., All Rights Reserved
9

1.業種 2.施設名・業者名 9.生徒がインタビューにお尋ねしても良い時間帯
食事施設 梅山堂 （食事・土産・体験） ケースバイケースで

食事施設 神泉苑平八 終日可

食事施設 京料理鳥米 終日可

食事施設 芹生 14-15時

土産施設 京つけもの西利 終日可, 現在コロナウイルスの影響により短縮営業のため、営業時間が11〜16時までとなっております。時間内であればいつでも対応可能でございます。

交通・運送業 帝産京都自動車 終日可

自治体、その他団体 キザクラカッパカントリー 終日可

食事施設 ゆどうふ竹仙 15〜17時

食事施設 泉仙大慈院店 13〜15時ころ（込み合ってたら難しい）

見学施設 東映太泰映画村 終日可

体験施設 八つ橋庵とししゅうやかた 終日可, 職人が仕事に集中している時は他のスタッフが対応します

食事施設 京都嵯峨料理 良弥 事前連絡があれば可

食事施設 京料理 六盛 終日可, 但し12〜14時の忙しい時はご遠慮ください

食事施設 ザソウドウヒガシヤマキョウト 時間や日付がはっきりわかっていて、事前連絡ありなら良い

食事施設 Fortune Garden Kyoto 9〜11時

体験施設 人力車えびす屋嵐山總本店 終日可

食事施設 ザソウドウヒガシヤマキョウト 時間や日付がはっきりわかっていて、事前連絡ありなら良い

体験施設 KIMONO-PRO(キモノプロ) 15〜17時

体験施設 お茶のかんばやし 康風庵 終日可

体験施設 京都着物レンタル夢館 対応は難しい

自治体、その他団体 公益社団法人宇治市観光協会 終日可

体験施設 街着レンタル 京裳庵 15〜17時

見学施設 龍谷大学 龍谷ミュージアム 展覧会会期中の10〜17時

体験施設 きものレンタル夢京都 祇園店 終日可, 営業時間内であればいつでも可能です（9：00〜17：30）

見学施設 黄桜 伏水蔵 その日の混雑状況による

体験施設 京ごころ(和文化体験) 混んでない時であれば可

食事施設 京料理 いそべ 要事前予約

体験施設 舞扇堂 祇園店 対応は難しい

体験施設 京あるき 10時から17時

交通・運送業 京都サイクリングツアープロジェクト 終日可

土産施設 京つけものもり 本社三条店 終日可

体験施設 漢検感じ博物館・図書館 終日可, 開館日時に限る

食事施設 岡崎茶寮 15〜17時, 対応は難しい

食事施設 長楽館 オープンの11時もしくは、ティータイム後の16時以降


