
No プレゼント名 商品御提供者様 個数 景品概要 景品写真（写真はイメージです）

1 北山杉と京くみひものオリジナルネームタグ － 50
京都一周トレイルと京都の伝統がコラボしたオリジナルネームタグ。緑香る山々をイメー
ジした組紐は，職人がひとつひとつ手組みした今回だけの特別な逸品。お名前を刻印し
てお届けします。

2
三条名店街オリジナル「三条と～り保冷トー
トバッグ」

三条名店街商店街振興組合 100
三条名店街商店街の公式キャラクター”三条と～り”がデザインされた保冷トートバッグ
です。チャック付きでマチも深めに設計されているため，日常のお買い物に大活躍！非
売品ですのでこの機会にぜひゲットしてみてください。

3
寺町京極商店街「“てらぼん”グッズ」詰め合
わせ

寺町京極商店街振興組合 10
寺町京極商店街の公式キャラクター”てらぼん”のオリジナルグッズの詰め合わせ。どれ
も可愛くて使うほどに愛着が湧くこと間違いなし！
全て非売品です♪　バッチは数種類あるのでどれが当たるかお楽しみに～

4
天使のガーゼフェイスタオル3枚箱入（ミルク
ハートギフト）（日本製）

株式会社寺村牡丹堂
（寺町京極商店街振興組合）

10
（ピンク5，ブルー
5）
※色の選択はで
きません。

触れたその時の柔らかさ，心地よさ，やさしさ。天使のような赤ちゃんの肌に触れ，自然
と笑顔がこぼれる時と同じ感覚が得られます。天使のガーゼフェイスタオルは綿の繊細
さ，やさしさを極めたタオルです。「おもてなしセレクション」受賞商品です。

5
大丸松坂屋フリーチョイスグルメカタログ
美味リクエスト便 Ａコース 5,500 円

株式会社大丸松坂屋百貨店
大丸京都店
（四条繁栄会商店街振興組
合）

5

お好きな商品を自由に選べる，グルメ専門のカタログギフト。
全国各地のブランド肉や季節のフルーツ， 人気店の鍋や料理 など ，大丸・松坂屋のバ
イヤーが選び抜いた美味を 御用意。掲載点数 68 点の中から 1 点，御希望の日にお届
けいたします。

6
京都河原町ガーデンFOODHALLで利用可能
なお食事券3,000円分（500円券を6枚）

住友不動産株式会社
京都河原町ガーデン
（四条繁栄会商店街振興組
合）

100

京都河原町ガーデンFOODHALL全店(14店舗：2021年9月22日現在）で利用可能なお食
事券。
　各店舗で御精算時，クーポンをお渡し下さい。
　 ①本券は換金およびつり銭は出ませんので御了承ください。返品・返金はお断りいた
します。
　 ② 本券を額面以上御利用いただいた場合，差額は現金を足してください。
   ③ 本券の盗難・紛失または焼失などに対してその責を負いません。
   ④ 期限を過ぎての御使用はできませんので御注意ください。
   ⑤ 本券はホリーズカフェ（6F）では御使用できません。

7
「伏見大手筋商店街 お買い物券（500円券）」
１枚

伏見大手筋商店街振興組合 100

・伏見大手筋商店街（アーケードの中のみ）の商品券取扱店舗で使えます。
・大手筋商店街　商品券の取扱店舗は，大手筋商店街のホームページで，御確認くださ
い。
・おつりは出ませんので，500円以上のお買い物に，お使いください。
・有効期間はありませんので，いつでも御利用していただけます。

8
納屋町商店街オリジナル”なやまっち”エコ
バッグ

納屋町商店街振興組合

10
（赤5，黒5）
※色の選択はで
きません。

軽量コンパクト，Ｂ４サイズ，耐荷重10Kｇ，洗える！
伏見，納屋町商店街の公式キャラクター”なやまっち”がプリントされ，とてもかわいく人
気のエコバッグです。

京都一周トレイルデジタルスタンプラリー　抽選プレゼント一覧



京都一周トレイルデジタルスタンプラリー　店頭特典　参加店舗一覧（10／6時点）　※新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休業等されている場合があります。最新情報は各店舗ＨＰから御確認ください。
No 店舗名 商店街名 郵便番号 行政区 住所 特典 個数 特典受取方法 店舗ＨＰ 定休日

1 カネマス　乾商店 堀川商店街協同組合 602-8243 上京区 西堀川下長者町上奈良物481 店内商品10％割引（※京都市指定ゴミ袋は対象外） 制限なし 店頭サービス http://d6.gmobb.jp/dcmds6m7aww7w/index.html 日
2 おがや時計店 602-0828 上京区 桝形出町西入二神170 店頭サービス http://masugata.demachi.jp/contents/tenpo/naka/ogaya/ogaya.html 木
3 マツヤ食料品店 602-0828 上京区 桝形出町西入二神165 店頭サービス http://masugata.demachi.jp/contents/tenpo/naka/matuya/matuya.html 火
4 セルフ岸本屋 602-0828 上京区 寺町通今出川上る表町25番地 店頭サービス http://masugata.demachi.jp/html/ni-kisimoto.html なし
5 LION KITCHEN 602-0828 上京区 表町23 枡形ビル１F 店頭サービス https://www.lionkitchen.com/ 火・第2水
6 DELTA 602-0828 上京区 三栄町62 店頭サービス https://www.facebook.com/delta.kyotographie/ 火・水

7 峯嵐堂平安神宮店 神宮道商店街組合 606-8344 左京区
岡崎円勝寺町140番地ポルト・ド岡崎
105

税込2,000円以上のお買上げ（店内飲食含む）で店舗
オリジナル油取り紙1冊プレゼント

制限なし 店頭サービス http://hourandou.net/wp/ 月

8 ザ・プリンス京都宝ヶ池 北山街協同組合 606-0015 左京区 岩倉幡枝町1092-2
3つのレストラン（※）でのワンドリンクサービス
※メインダイニングいと桜，中国料理 桃園，日本料理
宝ヶ池

制限なし 店頭サービス https://www.princehotels.co.jp/kyoto/ -

9 好日山荘河原町店 － 604-8505 中京区 河原町通四条上ル　河原町オーパB1F 京都京北杉の間伐材ウッドチップサシェ 100【先着順】 店頭サービス http://www.kojitusanso.jp/shop/kinki/kyoto/ -
10 井筒八ツ橋本舗　京極一番街 604-8043 中京区 寺町通錦下ル IZUTSU CAFEのドリンクを1杯半額 20【先着順】 店頭サービス http://yatsuhashi.co.jp/shop/shop03.html 火・水
11 寺村牡丹堂 604-8043 中京区 寺町通四条上ル チェック柄フェイスタオル プレゼント 100【先着順】 店頭サービス https://www.kyoto-teramachi.or.jp/shop/w080/ 年始
12 TOILO×TANITACAFE 600-8001 下京区 お食事御注文でタニタコーヒーICEorHOT1杯サービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_013/ なし

13
TOILO×TANITACAFE　ESPRESSO
BAR

600-8001 下京区 お食事御注文でコーヒーICEorHOT1杯サービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_013/ なし

14 東京純豆腐 600-8001 下京区 純豆腐御注文でトッピング100円サービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_002/ なし
15 京都拉麺信長 600-8001 下京区 ラーメン御注文で味玉1コサービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_003/ なし
16 京都丸だこ 600-8001 下京区 お食事御注文でソフトドリンク1本サービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_014/ なし
17 但馬屋 600-8001 下京区 食べ放題コース御注文で1,000円OFF 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_004/ なし

18 Braserie　AG 600-8001 下京区
カレー御注文でライス大盛無料もしくはおかわりナン1
枚サービス

店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_005/ 不定休

19 北極星 600-8001 下京区 オムライス御注文でソフトドリンク1杯サービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_006/ なし

20 焼肉まる富 600-8001 下京区
お食事御注文で1ドリンクサービス　（ビール，ハイボー
ル，サワー）

店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_008/ なし

21 うなぎ･ひつまぶし　炭櫓 600-8001 下京区 お食事御注文できなこアイスサービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_010/ 不定休
22 美濃吉 600-8001 下京区 お食事御注文でドリンク1杯無料サービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_011/ なし
23 天ぷら門久 600-8001 下京区 お食事御注文でソフトドリンク1杯サービス 店頭サービス https://www.kyoto-kawaramachigarden.com/foodhall/shop_012/ なし
24 山国さきがけセンター － 601-0321 右京区 京北塔町宮ノ前23 ホットコーヒー1杯サービス 制限なし 店頭サービス https://keihoku-sakigake.net/ 土日祝

25 道の駅ウッディー京北 － 601-0251 右京区 京北周山町上寺田1-1
ソフトクリーム又はコーヒー50円引き
※ソフトクリームは10月～11月のみ

制限なし 店頭サービス https://fuw.jp/woody/ 年末年始

26 亀屋廣清（かめやひろきよ） － 601-0251 右京区 京北周山町西丁田10-2
800円以上のお買上げで焼き菓子又はミニアイスサー
ビス

制限なし 店頭サービス https://kameyahirokiyo.com/ 水

27 - － - 右京区 京北山国エリア 山国特製農産物（内容は時期により異なる） 時期により異なる

関係者連絡先まで御連絡ください。
京北自治振興会トレイル部　塔下部
長
０９０－７３５８－４５５７
※電話が通じにくい場合がございま
すので予め御了承ください。

- -

28 株式会社 プラッツ 616-8384 右京区 嵯峨天龍寺造路町5 低反発腰枕（店頭見本品）プレゼント 5【先着順】 https://www.kyoto-platz.jp/about/shop.html 木

29 株式会社 中嶋象嵌 616-8376 右京区 嵯峨天竜寺瀬戸川町10-3 純金象嵌ストラップ（店頭見本品）プレゼント 5【先着順】 https://www.nakajima-zougan.jp/index.php 水

30 株式会社 小松藤 616-8422 右京区 嵯峨釈迦堂大門町34
純米大吟醸「げっしょう」300ml（試飲用見本品）プレゼ
ント

5【先着順】 http://www.omatto.co.jp/ 木

31 株式会社 嵯峨養漁場田中商店 616-8366 右京区 嵯峨天龍寺今堀町4-1 炭焼うなぎ蒲焼500円引き 5【先着順】 https://www.arashiyama-tanaka.jp/ 火

32 株式会社 花芳 616-8373 右京区 嵯峨天龍寺車道町9-5 花と野菜の種セット プレゼント 5【先着順】 https://hanayosi62021.hanatown.net/ 木，1/1～1/3

33 Rickshaw cafe 616-8373 右京区 嵯峨天龍寺車道町26
ドリンク＆ソフトクリーム100円引き（他の割引と併用不
可）

制限なし 店頭サービス
https://www.instagram.com/rickshawcafe_arashiyama/?hl=ja
※インスタグラムから店舗名を検索ください。

土日

嵯峨商店街

御希望の方は以下の手順で御対応
ください。
①（株）ブラッツを訪問（※木曜定休
日）
②希望商品を選択し，引換券を収受
③希望商品の取扱い店舗で引換券
を提示し，商品を取得

※28については，引換券はなく，
（株）プラッツにてお渡しいたします。

寺町京極商店街振興組合

四条繁栄会商店街振興組合

桝形事業協同組合
「今日も元気だ！」出町桝形商店街オリジナル缶バッ
ジプレゼント

500【先着順】

真町68番地
京都河原町ガーデン7階，8階

制限なし
＜1画面提示で，
２名様までサービ
ス提供可能＞


