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京都府民限定！7 月末までの期間限定！ 

LIVING IN KYOTO LIMITED CAMPAIGN 

～京都タワー展望室＆京都タワーサンドを丸ごと楽しもう～ 

 

 

 京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長：

稲地利彦)が運営する京都タワーは、2020 年 6 月 22 日(月)～7 月 31 日

(金)の期間、まだまだ遠出がしにくい中、京都府民の方に地元京都を楽しんでい

ただくため、京都府民限定のお得なキャンペーンを実施いたします。                         

期間中、京都タワー展望室にて京都府民と分かる身分証明書をご提示いただくこ

とで、京都タワー展望室がワンコイン(大人 500 円)で入場できる入場割引を行い

ます。                                                             

また、京都タワービル内商業施設「京都タワーサンド」内の対象店舗にて京都府民

と分かる身分証明書をご提示いただくことで、お得な割引やノベルティをプレゼントの

特典も。                                           

さらに、6 月 26 日(金)～7 月 31 日(金)は、京都タワーサンド B1F 特設ブース

にて、「京都伝統産業ミュージアム presents 特別企画展 『継ぐもの -In 

between crafts-』プレ展示」が実施されます。                              

京都の文化と暮らしを彩ってきた伝統工芸を支える職人たちの伝統産業製品を展

示します。                                                  

この機会にぜひ、京都タワービルで夏の京都をお得に楽しんでみませんか。 

 

 

 

■「LIVING IN KYOTO LIMITED CAMPAIGN」 開催概要■ 
 

【日   程】 2020 年 6 月 22 日(月)～7 月 31 日(金) 

【場   所】 京都タワー展望室 (京都タワービル 11F/京都タワー展望室 1F) 

京都タワーサンド B1F～2F (京都タワービル B1F～2F) 

【内   容】  

・「京都タワー展望室 特別入場割引」 

・「京都に住んでてラッキー！京都タワーサンドをお得に楽しもう」 

・「京都伝統産業ミュージアム presents 特別企画展 『継ぐもの -In between crafts-』プレ展示」 

 

NEWS RELEASE 



 

_ 京都タワー展望室 特別入場割引                                                            

【内容】 

京都タワー展望室の入場券をご購入いただく際に「京都府在住の身分証明書」をご提示いただくことで、下記料金にて展望室に

ご入場いただけます。 

 

大人 800 円 ⇒ 500 円 

高校 650 円 ⇒ 450 円 

小中 550 円 ⇒ 350 円 

幼児          150 円 

 

【期間】 

6 月 22 日(月)～７月 31 日(金) 

 

【場所】 

京都タワービル 11F/京都タワー展望室 1F 

※展望室入場券は京都タワービル 11F にて販売しております。 

※営業状況につきましては、京都タワー公式 web ページにてご確認をお願いいたします。 

U  R  L：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/ 

 

_ 京都に住んでてラッキー！京都タワーサンドをお得に楽しもう                                        

【内容】 

 対象店舗(37 店舗)にて「京都府在住の身分証明書」をご提示いただくことで、お得なサービスを受けていただくことができます。 

 ※身分証明書は必ずお会計前にご提示ください。 

 

特典内容 ※37 店舗中一部抜粋。 写真はイメージです。 

【名代 とんかつ かつくら】 B1F 

 

ロースかつセット(100g) 

通常 1,280 円(税込) 

⇒1,000 円(税込) 

  でご提供！ 

【京都 中華料理 清華園】 B1F 

 

やかんビール(大)ご注文で 

餃子 10 個プレゼント！ 

【辻利】 1F 

500 円(税抜)以上購入で 

さくら抹茶ラテ 1 包プレゼント！ 

4,000 円(税抜)以上購入で 

宇治抹茶グリーンティースイート 

1 袋プレゼント！ 

【京都しゃぼんや】 1F 

1,000 円(税込)以上購入で 

お干菓子あろまプレゼント！ 

〈各 20 個限定〉舞妓クリーム・ゆ

ずりっぷ・ごまみんと・抹茶クリーム・

抹茶りっぷご購入の方 

50％引き！ 

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/


＜このリリースに関するお問い合わせ／ご掲載用お問い合わせ＞ 

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社／京都タワーホテル 

 企画部・広報担当／宗形・上野 

 TEL：075-371-3115 (平日 9:00～17:00)  FAX：075-371-3215 

Email：kt_press@keihanhotels-resorts.co.jp 

HP: https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/ 

   

【フルーツパンダ。by bekkaku】 1F 

 

1,000 円(税込)以上ご購入で

5%引き！ 

※6 月 4 日(木) 

  NEW OPEN 

【あかね屋】 2F 

絵付体験 

3 名以上のご参加で 

1 名無料！ 

※扇子体験は除く 

【期間】 

6 月 22 日(月)～７月 31 日(金) 

 

【場所】 

京都タワーサンド B1F～2F 

  ※営業状況につきましては京都タワーサンド公式 web ページにてご確認をお願いいたします。 

    U  R  L：http://kyoto-tower-sando.jp/ 

 

_ 京都伝統産業ミュージアム present 特別企画展 『継ぐもの-In between crafts-』プレ展示         

【内容】 

京都伝統産業ミュージアムで 8 月 22 日から開催される特別企画展 『継ぐもの -In between crafts-』に関連する伝統産業製

品等を京都タワーサンド B1F で展示します。 

特別企画展 『継ぐもの -In between crafts』は、伝統工芸における事業・技術の「継承」をテーマに、写真家の町田益宏氏が

撮影した 6 つの工房とそれぞれの職人たちの家族の姿を通して、未来へと受け継がれる伝統を見つめる写真展です。 

(特別企画展 『継ぐもの -In between crafts-』は、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭と連携した公募型アートフェスティバ

ル”KG+”の関連プログラムです。) 

 

【期間】 

6 月 26 日(金)～７月 31 日(金) 

 

【場所】 

  京都タワーサンド B1F 特設ブース 

  ※営業状況につきましては京都タワーサンド公式 web ページにてご確認をお願いいたします。 

    U  R  L：http://kyoto-tower-sando.jp/ 

  ※『継ぐもの -In between crafts』につきましては「京都伝統産業ミュージアム」へお問い合わせをお願いいたします。 

京都伝統産業ミュージアム (京都市勧業館みやこめっせ地下 1 階 TEL:075-762-2670) 
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