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平成30年12月8日（土）～17日（月） 点灯時間／午後5時～8時30分

京都・嵐山花灯路－2018
平成31年3月8日（金）～17日（日） 点灯時間／午後6時～9時30分

京都・東山花灯路－2019



2018
2018

渡月橋周辺のライトアップ

嵯峨・嵐山地域の水辺や竹林などの自然景観や、歴史的文化遺産などを生かし、日本情緒豊かな陰
影のある露地行灯の「灯り」と、ボリューム感のあるいけばな作品の「花」で演出。露地行灯による、
あたたかみのある灯りの散策路を創出しました。 

渡月橋と山裾、水辺など周辺をライトアップし、雄大で美しい夜の自然景観を演出しました。

灯りと花の路沿いの9箇所に大型花器によるボリューム感のある
いけばな作品を展示しました。　

嵯峨・嵐山地域で活躍する、
ご当地キャラたちのスタン
プと「嵐」「山」の必須スタン
プとあわせて３つ以上集め
て応募いただいた方に抽選
で嵐山ゆかりの賞品をプレ
ゼントしました。

嵐山ご当地キャラスタンプラリー
嵐山のユニークなキャラクターたちを集めよう！



2018
主催事業

ライトアップされた竹林の中を散策していただきな
がら、人力車に乗って、えびす屋のゆるキャラ「えび
すけ」と一緒に記念撮影していただきました。

記念撮影スポット人力車・えび
すけと撮ろう! 

大河内山荘庭園から常寂光寺にいたる道のりの
途中にあり、山々に囲まれた小倉池。ライトアッ
プされた木々が水面に映り込む幻想的な雰囲気
をお楽しみいただきました。

小倉池ライトアップ

二尊院等の北エリアから公共交通機関エリアへの
アクセスの改善を図り、二尊院→JR嵯峨嵐山駅→
市営駐車場（清滝道三条）のルートで運行しました。

「花咲想」嵐山花灯路 de

おもてなしと感謝の気持ちを
込めて、期間中「コスモスの種」
をプレゼントしました。

嵐山花灯路の会場を巡り、インスタグラム上で「＃嵐
山花灯路2018」を付けて、投稿していただくキャン
ペーンを行いました。

インスタグラム投稿キャンペーン

嵐山花灯路へのメッセージなどを紅葉型のシー
ルに書いて大型行灯を彩っていただきました。

一次審査を通過した作品をパネル展示し、来場
者による投票を実施しました。また、過去の最優
秀作品を会場内に展示しました。

会場で用紙にイラストを描いてオリジナルの行
灯を作成いただき、中之島公園に展示しまし
た。描いたイラストは、その場で縮小し、手のひ
らサイズの行灯にして記念にお持ち帰りいただ
きました。（各日先着100名）

お絵かき行灯

北エリアの長神の杜をライトアップ。コトノハ行
灯、「いけばな」でも美しく演出。またストーブを
設置し、カイロも配布しました。

長神の杜ライトアップ第11回創作行灯デザインコンペ来場者投票
佐川急便特別協賛事業 佐川急便特別協賛事業

あったかスポットでおもてなし
あったか長神の杜：ストーブの設置、カイロの配布

トロッコ嵐山駅屋台：屋台での温かい食べ物の提供（有料）

嵐電嵐山駅 駅の足湯：足湯 料金200円（タオル付）温かい食べ物の提供（有料）

あったかおもてなし嵐山昇龍苑：ストーブ設置、フリース膝掛け貸出し、あったかメニュー（有料）

阪急嵐山駅あったかおもてなし※土日のみ：キッチンカーでの温かい飲食の提供（有料）、カイロの配布

嵐山通船冬鵜飼※土日のみ：暖房船による鵜飼見物（有料）

レストラン嵐山 和Cafeひゅーめ（足湯カフェ）：足湯がマップ提示で料金200円（タオル付）など割引あり

嵐山温泉 日帰り温泉 風風の湯：散策マップ提示で割引きあり（有料）

あったか「ペレットストーブ」：間伐材を使ったエコなストーブの展示など

法輪寺 嵐電によるホットアップルティーのふるまい：ホットアップルティーを提供

嵐山OMOKAGEテラス：温かい食べ物の提供（有料）



2018

嵐山通船 冬鵜飼

阪急嵐山駅 あったかおもてなし

デジタルカケジク in 嵐山・法輪寺

600本の京友禅のポール“キモノフォレスト”が、
駅構内を幻想的な光で包みました。また嵐山駅
には、嵐山温泉「駅の足湯」があり、あたたまって
いただきました。

灯りの風物詩、巨大行灯が今回も嵐山花灯路
に登場しました。ユニークな和製行灯が落柿舎
周辺を幻想的に照らしました。

デザイン学科の学生による作品である顔出し看板が中之
島公園で展示されました。

嵯峨中学校の生徒が製作した露地行灯を中之
島公園などに展示。阪急嵐山駅では嵯峨小学
校、嵐山小学校、広沢小学校の児童が描いた絵
を行灯にして展示し、嵐山東小学校の児童が製
作した絵画を展示しました。

嵐山南エリアの玄関口である阪急嵐山駅にお
いて、キッチンカーによる暖かい食べ物・飲み
物の提供(有料)やカイロの配布を行いました。

京都伝統工芸大学校出身の若手職人による、伝
統工芸品（漆芸、竹工芸等）の製作実演及び展
示が行われました。

法輪寺の本堂、多宝塔においてデジタルカケジクが
実施されました。※デジタルカケジク…デジタルアー
ティスト・長谷川章氏が考案・創作した光のアート
D-K（デジタル掛軸）。約100万枚の抽象画を組み合
わせた映像を大型プロジェクターによって建物に投
影しました。また、日替りで音楽ライブを実施。ホット
アップルティーも無料でふるまわれました。

暖房船による鵜飼見物を実施。暖かい船の上で
冬鵜飼の雰囲気を味わいつつ、ライトアップさ
れた嵐山や渡月橋をお楽しみいただきました。

／ 竹工芸

キモノフォレスト&駅の足湯

美大生の本気顔出し看板 （中之島公園）



2018

の

嵯峨嵐山文華館 夜間特別開館

期間中に開館特別企画展「いまもむかしも 胸きゅ
ん！嵐山」を、土曜日には学芸員による展示解説トー
クショーも開催しました。また、小倉百人一首に関す
る常設展「百人一首ヒストリー」も開催しました。併設
カフェ「嵐山OMOKAGEテラス」も期間中のみ午後8
時30分まで延長し、多くの方に利用いただきました。

臨時列車運転

花灯路期間中に、トロッコ嵯峨駅～トロッコ亀
岡駅で臨時列車を運転しました（12月12日は運
休。）。また、この臨時列車の保津峡駅到着時刻
にあわせて保津峡駅をイルミネーションで装飾
しました。

レストラン嵐山 和Cafeひゅーめ（足湯カフェ）

足湯につかってあたたまりながら、大堰川や渡月
橋などの絶景をお楽しみいただきました。散策マッ
プを持参された方には割り引きいたしました。

京都ペレットのぬくもりが感じられる木質ペ
レットストーブを設置しました。

嵐山モンキーパークいわたやまで、夜間特別公
開とライトアップを実施。猿がいる昼間のいわた
やまとは違った顔が見られ、山の頂上からの夜
景は圧巻でした。

あったか「ペレットストーブ」 夜景鑑賞と光の森嵐山モンキー
パークいわたやま

和傘のライトアップ＆あったかおもてなし

嵐山昇龍苑の入口から奥庭まで、色とりどりの
和傘にて幻想的でフォトジェニックな光景を演
出しました。ストーブやあったかメニューも提供
しました。

温かい食べ物を提供する屋台が登場。トイレも
あり、休憩スポットとしてご利用いただきました。

渡月橋のミニ水力発電によるライトアップ

渡月橋の夜を彩ろうと、桂川の流れを利用した
水力発電による常夜灯の照明設備を平成17年
12月に設置。橋を渡る人々の足元を照らすだけ
でなく、地球温暖化防止の道しるべとして明る
い光を灯しました。

きもの姿で協力施設を利用
する際、アプリの京都きもの
パスポート画面を呈示する
と、美術館・博物館、レストラ
ンなどで入館料金や飲食料
の割引、あるいは記念品の進
呈などを受けられました。

2018～2019
嵐山の日帰り温泉風風の湯が特別料金でお楽
しみいただけました。
※散策マップ提示で割引、プレゼント

嵐山温泉 日帰り温泉 風風の湯 
2人のアーティストが落柿
舎に呼応したインスタレー
ション作品展を行いました。

浮かぶ瀬-We were never meant to survive-



2018

平安遷都後、伊勢神宮の斎
宮に選ばれた皇女が1年間
ここに籠って精進潔斎をする
習わしがあった。付近に産す
る竹を「野宮竹」という。祭神
は天照大神。嵯峨野めぐりの
起点でもある。
建立：800年頃
期間中、雅楽や謡曲などの奉
納演奏が実施されました。

小倉山中腹の静寂な寺域は、天台
四土最勝の浄土である常寂光土
に遊ぶかのようであることから寺
号となった。山門から仁王門、本
堂、多宝塔へと続く参道は、秋には
紅葉のトンネルとなる。山腹からの
市内一円の夜景が見事である。
建立：1596年
期間中、夜間特別拝観が実
施されました。

蕉門十哲の江戸時代の俳
人、向井去来の草庵。庭に
あった40本の柿の実が一夜
のうちに落ちつくしたのが名
の由来。芭蕉が晩年当庵で
名作『嵯峨日記』を著した。玄
関には庵主の在宅を示す蓑
と笠が掲げられ、庭には去来
や芭蕉の句碑が立つ。

嵐山や京都の芸術・文化を
紹介する総合博物館として
2018年秋にリニューアル
オープン。嵐山にちなんだ日
本画を紹介する企画展「いま
もむかしも胸きゅん！嵐山」
が開催されました。

臨済宗天龍寺派の大本山。
1339年夢窓国師を開山とし
て創建。室町時代には京都
五山の第一位。日本で最初に
史跡・特別名勝に指定され
1994年世界文化遺産に登
録された。

天龍寺

落柿舎

常寂光寺

野宮神社

嵯峨嵐山文華館

和銅6年（713）に元明天皇の
勅願により、行基菩薩が創建
の古刹。日本随一の虚空蔵
菩薩の霊場。その霊験は『今
昔物語』などに記述される。
『十三まいり』の寺として知ら
れる。舞台から、京都市内が
一望できる。
期間中、境内においてデジタ
ルカケジクが実施されました。

大本山天龍寺の塔頭寺院。 
庭園「獅子吼の庭」は、嵐山
を借景とした広大な敷地の
回遊式庭園。春は桜や新緑、
秋は紅葉と自然をそのまま
活かした美しい景色が広が
る。特に秋には紅に染め上げ
る境内一帯をライトアップ。
期間中、夜間特別拝観が実
施されました。

宝厳院

法輪寺



2019
2019



清水寺「咲花ステージ」

清水寺前特設の「咲花ステージ」で京都を中心に活躍する若手アーティストや学生達が歌や
音楽、ダンスなどを披露し、華やかに盛り上げました。

2019

「なりきり行灯キャップ」を自由にかぶって、記念
撮影を楽しんでいただきました。

なりきり行灯キャップ



2019

用紙に自由にイラストやメッセージを描いてオリジナルデザイ
ンの行灯を製作し、会場に展示できるイベント。描いたイラスト
はその場で縮小し、手のひらサイズの行灯としてお持ち帰りい
ただきました。（各日先着100名）

第11回

全国から135点のご応募をいただいた第11回創作行灯デザインコンペ
の最優秀賞受賞作品「伏見」を高台寺公園に展示しました。また過去の
最優秀作品も会場内に展示しました。

香りのさんぽ路

オープニングイベントの鏡開きで使用し
たお酒（聚楽第／佐々木酒造提供）を、ミ
ス京都ファイナリストおよびミスなでしこ
日本ファイナリスト達が和装姿で来場者
に振る舞いました。

お絵かき行灯

会場内で草花のイメージを中心とした5種類の香りのお香をお楽しみいただきま
した。高台寺公園ではそのうちのひとつと同じお香をたいて、どこと同じ香りか当
てていただき、正解者には東山花灯路特製「香りのしおり」をプレゼントしました。
（各日先着100名）

み ち

お茶の京都ＤＭＯが山城地域の魅力と一
緒に温かい宇治茶（ほうじ茶）をふるまい
ました。

宇治茶（ほうじ茶）のふるまい

佐川急便特別協賛事業

佐川急便特別協賛事業

ミス京都ファイナリストおよび
ミスなでしこ日本ファイナリスト達による
振る舞い酒

東山花灯路へのメッセージや願いなどを桜
型のシールに書いて、大型行灯を彩っていた
だきました。

地元の小学生が、火の用心の標語と京のわらべ歌を
唄い、拍子木、鉦、太鼓を交えたお囃子を奏でながら
「灯りと花の路」を練り歩きました。

東山花灯路スタンプラリー

東山地域の道や坂をもっと知っていただき、親し
んでいただくスタンプラリーを実施。12ヶ所のス
タンプポイントの中から必須ポイント3つを含む5
つ以上を集めて応募いただいた方に抽選で賞品
をプレゼントしました。

東山花灯路めぐり帖

はやし



2019

❶東山花灯路めぐり帖
　（各1,700円）

❷花灯路キューピー
　（650円）

❸記念絵はがき
　（3枚組 300円）

「東山花灯路めぐり帖」や大人気の花灯路キュピーを高台寺公園で販売しました。

市バス東山花灯路号
開催期間中、京都駅と会場とを結ぶ臨時バス 東山花灯
路号を毎日運行。ライトアップ時間帯は、臨時バスのほ
か206系統などをあわせて、概ね５～10分間隔で運行。
行きも帰りも、便利に市バスを利用いただきました。
運賃／大人230円、小児120円

ヤサカタクシー 京都・花灯路号　
2月16日より市内でヤサカタク
シー「京都・花灯路号」が走行。
運よくご乗車のお客様には、
東山花灯路記念グッズ（マス
ク）を1枚プレゼントしました。

京都ゆかりの芸術大学の学生によるユニークな作品の数 を々展示しました。
場所／大谷祖廟 参道

清水寺前の咲花ステージ付近に無料の記念撮
影スポットが今年も登場。ゆるキャラのえびすけ
と一緒に記念撮影していただきました。

えびすけと写そっ！ 
記念撮影スポット

おもてなしと感謝の気持ちを込め
て、期間中「ひまわりの種」をプレゼ
ントしました。

「花咲想」東山花灯路 de京都五花街“舞妓さんの舞”

八坂神社にて五花街の舞妓による舞踊が奉納され
ました。華やかな舞踊をお楽しみいただきました。
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長楽館 万華鏡 光と音のファンタジー

明治42年（1909年）完成の京都市有形指定文化
財旧村井別邸「長楽館」と華やかな万華鏡映像
の共演をお楽しみいただきました。正面玄関前
では、屋外パフォーマンスが開催され、長楽館オ
リジナルホットワイン等の販売も行われました。

古典舞踊を大切にした日本舞踊「春乃流」が京
都らしい初春のはんなりした風情を盛り込んだ
踊りを奉納しました。本年は、八坂神社奉納10回
目を記念し、家元による奉納がありました。

古来より縁起がいいとされている「狐の嫁入り巡
行」が人力車と提灯行列で厳かに再現されました。

八坂神社舞殿での祇園囃子の奉納。三十余人
の女性囃子方が奏でる祇園囃子は迫力満点
でした。

2020年に向けたオール京都による文化と芸術の祭
典「京都文化力プロジェクト」の野外インスタレー
ション展示を回ってスタンプを集めて、抽選で日本
画グッズなど素敵な景品が当たるキャンペーンを
行いました。

5

京都文化力プロジェクト×東山花灯路
連携スタンプラリー～アートで感じる京都のまち～

夢二が描くセノオ楽譜展
2019年リニューア
ル特別展「威信の夜
明け 幕末の英傑た
ち」第１期を開催。新
収蔵品となった横浜
市・武渓文庫の資料
や当館の逸品で展示
を構成。倒幕や佐幕
を問わず国のためや
民のために尽力し、

力強く維新への扉を開いた英傑たちの資料も豊
富に展示しました。

東山花灯路開催期間
中、夜間特別拝観を
実施。境内には坂本
龍馬ら維新の志士た
ちの眠る墓があるほ
か、市内が一望でき
る夜景スポットとし
ても見ごたえがあり
ました。

大正時代爆発的に庶民
に近代音楽は広がりま
す。その一翼を担ったの
は妹尾幸陽が創刊した
『セノオ楽譜』表紙は新し
い技術である石版で刷り
上げられ、東西の名歌名
曲を紹介し、音楽文化の
大衆化に貢献しました。
特に夢二が描く表紙画は

モダンロマンチシズムにあふれ、音楽ファンのみなら
ず広く買い求められたと言われています。清水は夢二
が生涯最愛の彦乃と寓居した地、登録文化財五龍閣
で大正ロマンをお楽しみいただきました。



2019

京都きものパスポート2018～2019

きもの姿で協力施設を利用する際、アプリの「京都
きものパスポート」画面を呈示すると、美術館・博
物館、レストランなどで入館料金や飲食料金の割
引、あるいは記念品の進呈などが受けられました。

日本酒きき酒会・企画展

京都伝統産業青年会の協力により高台寺公
園において日本酒きき酒会や企画展を実施
しました。

京都市「伝統産業の日 2019」

市内各所で伝統産業にまつわるイベントが多
数実施されました。東山花灯路とも連携し、
相互PRを行いました。

会津若松市・新潟市による観光ＰＲ

京都市と相互交流を行っている会津若松市・新
潟市により、日本酒の振舞いや観光PRを実施し
ました 。

文化庁京都移転及び
ICOM京都大会2019のPR

文化庁地域文化創生本部と東山花灯路がタ
イアップし、「着物による文化庁京都移転PR
活動」を実施しました。当日は、京都国立博物
館の公式キャラクター「トラりん」も駆けつけ
ました。

京都伝統産業青年会企画
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本尊の熾盛光如来は「光」そのものであり、光と関係が深
い寺院。池泉回遊式庭園や境内全域が、大小1,000基の

照明器具による青い光でライトアップされました。

豊臣秀吉の妻・北政所 ねね（高台院）が開創。重要文化
財の開山堂、霊屋、傘亭、時雨亭をはじめ、方丈前庭、臥

龍池、竹林がライトアップされました。

589年に聖徳太子が創建したと伝えられ、「八坂の塔」の
名で親しまれる東山のシンボル。高さ46mもの塔がライ

トアップされる姿は圧巻でした。

全国に三千社以上ある祇園社の総本社。西楼門のライト
アップのほか、境内108基の灯籠に灯りがともります。昼

間は、重要文化財本殿が特別拝観されました。

西国三十三ヶ所観音霊場の第十六番札所でもある名
所。国宝である舞台造の本堂をはじめ、見事な堂塔伽羅

が宵に浮かびました。

豊臣秀吉の妻・北政所 ねね（高台院）が余生を送った場
所。伏見城の化粧御殿前庭を移した石組み、国名勝指定

の北庭が照らされました。

親鸞聖人をはじめ、本願寺の歴代、全国各地の寺院、ご
門徒の方々のご遺骨が納められている地。祖廟へ向かう

参道の両脇が美しくライトアップされました。

大谷祖廟

織田信長・信忠親子の菩提を弔うために創建。本堂の背
後に山鉾を模した祇園閣がそびえ、ライトアップにより

夜景の中でうかびあがりました。

大 雲 院
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オムロン、宝酒造、フクナガ、ＪＴＢ京都支店、京阪ホールディングス、島津製作所、阪急電鉄、三菱ＵＦＪ銀行京都支社、村田製作所、ローム、京都駅観光デパート、京都駅ビル開発、淡交社、京セラ、清水寺門
前会、高台寺門前会、嵐山商店街、嵯峨商店街、嵐山十軒会、嵐山中之島会、嵐山西之会、京都銀行、京福電気鉄道、三洋化成工業、ワコールホールディングス、井筒八ッ橋本舗、福寿園、ウェスティン都ホテ
ル京都、京都中央信用金庫、京都市都市整備公社、聖護院八ッ橋総本店、大和学園、任天堂、ハトヤ観光、村田機械、彌榮自動車、朝日堂、しょうざん、福田金属箔粉工業、堀場製作所、ワタキューセイモア、ワ
タベウェディング、京都信用金庫、イノダコーヒ、京都商工会議所女性会、京都青果合同、京阪バス、裏千家 今日庵、ジーク、ジェイアール西日本ホテル開発、大和証券京都支店、地域企業振興協会、トーセ、西
陣織工業組合、NISSHA、日商社、日本システム工業、日本新薬、ファイブ・フォックス、表千家 不審菴、岡野組、小川珈琲、祇園辻利、サムコ、野村佃煮、野村證券 京都支店、植彌 加藤造園、ＳＧホールディン
グス、片岡製作所、京都合同会計、京都薬品工業、近建ビル管理、京華産業、ジーエス・ユアサコーポレーション、ジーケージャパンエージェンシー、大安、髙島屋京都店、たけびし、ニチコン、花豊造園、アイビー
インターナショナル、アサヒビール、石野味噌、イズミヤ京都店、イセトー、岩井商会、岩倉自動車教習所、植藤造園、英興、SMBC日興証券京都支店、河市水産、武者小路千家 官休庵、京都外国語大学、京都
機械工具、京都吉兆、京都宿泊所白河院、京都信用保証協会、京都ステーションセンター、京都製作所、京都電子計算、京都西川、京都バス、京都放送、京都リサーチパーク、京都リビング新聞社、キョーワズ
珈琲、近畿リサーチセンター、キング、きんでん京都支店、京阪ホテルズ＆リゾーツ、月桂冠、公益社、コトナ、嵯峨グレースホテル、シー・エム・エー、順正、炭屋旅館、全日本空輸 京都支店、長楽館、土井志ば漬
本舖、東映京都スタジオ、東海キヨスク関西支社、東京海上日動火災保険京都支店、東洋設計事務所、渡月亭、ナカライテスク、ナクシス、西田亀、日豊製作所、日本合繊工業、日本テレネット、白心堂、柊家、ブ
ロンズ、ホテルサンルート京都、ホテル日航プリンセス京都、本家八ッ橋西尾、先斗町 禊川、三井住友海上火災保険京都支店、三井住友銀行、美濃商事、村田興産、千鳥酢醸造元村山造酢、明成化学工業、よ
ーじや、ヨネ、龍谷大学、アーキエムズ、アート良幸、嵐山通船、伊東板金工業、今與、巖本金属、ウイングスマルコー、ＮＫＥ、尾池工業、大阪ガス、ギオン福住、京都観光旅館連盟、京都SKY観光ガイド協会、京
都府料理生活衛生同業組合、京都府旅館ホテル生活衛生同業組合、際コーポレーション、くろちく、京菓子處 鼓月、小林造園、嵯峨野観光鉄道、佐川印刷、佐々木酒造、サンコール、史跡 寺田屋、志津屋、写
真化学、松栄堂、新・都ホテル、ＳＣＲＥＥＮホールディングス、地域計画建築研究所、寺子屋、西日本電信電話 京都支店、西利、日本プラスチック製砥、日本旅館協会京都府支部、花園会館、ホテルモントレ京
都、みずほ銀行京都支店、三菱自動車工業 京都製作所、美濃清商工、モリカワ商事、リーガロイヤルホテル京都、リーフ・パブリケーションズ、ロマンス小杉、和研薬、アーバンホテルシステム、アサツーディ・ケ
イ、アビレット、嵐山辨慶、イープラス、生田産機工業、井澤屋、Izutsu Mother、IL GHIOTTONE、彩ユニオン、インテリックス、魚岩 旅館、有喜屋、福田美術館、恵光社、叡山電鉄、EXO Travel Japan、NTT
都市開発、エムケイ、近江屋ロープ、大塚製薬京都支店、おのみやす本舗、鍵善良房、影近設備工業、影近メンテ、加地金襴、要建設、上七軒お茶屋協同組合、亀屋良長、茶道体験カメリア、河北印刷、河原書
店、がんこフードサービス、祇園新地甲部組合、祇園東お茶屋組合、キッチャン、キャビック、九益、京銀証券、京都嵐山オルゴール博物館、京都オルゴール堂、京都花街組合連合会、京都木村家宝飾細工本店
「水と油」、京都協同食品プロダクト、京都御苑、京都国際観光レストラン協会、京都産業会館、京都市景観・まちづくりセンター、京都市交通局協力会、京都シティホテル、京都生活協同組合、京都第一ホテ
ル、京都宝製菓、京都伝統伎芸振興財団、京都東急ホテル、京都日野自動車、京都府総合見本市会館(京都パルスプラザ)、京都府タクシー協会、京都物産出品協会、京都府バス協会、京都府料理飲食業組合
連合会、京都プロパティーズ、京都料理組合、京のお菜、京町家 楽遊 堀川五条、京大和、清滝保勝会、清水順正 おかべ家、近畿日本ツーリスト、近畿日本鉄道、くらま辻井、グランドプリンスホテル京都、京阪
京都交通、工芸工房 鎚舞、交通新聞社 西日本支社、高津商会、コクヨマーケティング 関西支社京滋支店、御殿八ツ橋本舗、琴きき茶屋、こと京都、コンパイル、阪口製作所、嵯峨豆腐森嘉、佐川アドバンス、
The Sailing 京都幽玄、ザ・パレスサイドホテル、ザ・リッツ・カールトン京都、澤甚穀粉店、三幸会、サントリー酒類京都支店、三和化工、ジェイアール西日本デイリーサービスネット京都営業支店、ＪＲ西日本
レンタカー＆リース、清水建設関西支店 京都営業所、下鴨茶寮、ジュヴァンセル、筍亭、シライ電子工業、進々堂、翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都、須賀工業京都支店、スター 市場小路、住友生命
保険京都支社、清栄コーポレーション、関製菓本舗、総本家ゆどうふ奥丹 清水、曽根造園、大市、大成建設 京都支店、大徳寺一久、大松、大和ハウス工業 京都支社、ダイワロイネットホテルズ、TAKAMI 
HOLDINGS、タガヤ、たき川旅館本館、田ごと、たち吉、ＤＡＭ、丹波物産(喫茶洛匠)、ちもと、中央観光、鶴屋𠮷信、寺崎商事、デリブ、電通京都支社、東急ステイ京都両替町通、東邦電気産業、東洋捺染、トク
デン、渡月橋、都市居住文化研究所、富永製作所、とようけ屋、トヨタレンタリース京都、並河靖之七宝記念財団、西鉄ホテルズ、西日本ジェイアールバス、ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ ＲＹＯＫＡＮ、漢検 漢字博物館・図
書館、日本航空 京都支店、日本紙工、日本和装師会、ネッツトヨタヤサカ、ハイアット リージェンシー 京都、畑正、パックス・サワダ、ハトヤ瑞鳳閣、ハトヤフーズ、バリューマネジメント（アカガネリゾート 京都東
山 1925）、ビューティフルツアー、ヒロミ・アート、ファルコホールディングス、フェリーさんふらわあ、富国生命保険京都支社、フジヤ、普門庵、フランストラベルセンター、ブリックス、平八茶屋、保津川遊船企
業組合、グランバッハ京都、ホテル京阪京都グランデ、ホテルザセレスティン京都祇園、ホテルステーション京都、ホテル平安の森京都、本家尾張屋、マイナビ京都支社、前田珈琲、松井別館 花かんざし、松井本
館、松村、豆政、丸三証券京都支店、マルホ発條工業、三嶋亭、三井不動産レジデンシャルサービス関西、三越土地、光村推古書院、松竹 南座、美濃吉、宮川町お茶屋組合、ミラノ工務店、明光精器、
AKOGAREYA、杢兵衛、元奈古、もみぢ家、もり、森紙業、山口青旭堂、山梨製餡、ヤマト運輸、湯どうふ 竹むら、旅館 ゆはら、よしむら、洛西貨物自動車、洛西工業、落柿舎保存会、洛和会音羽病院、料理旅宿 
井筒安、旅館 こうろ、ザ ロイヤルパークホテル 京都四条、和光、和晃、和光製作所、綿善、渡文、ワン・ワールド、アクトみやこ、嵐山保養所花のいえ、エヌシー産業、ゑり善、かんでんエンジニアリング京都支店、
祇をん新門荘、ぎおん 畑中、木乃婦、京小宿・八坂 ゆとね、京煎堂、KYOSO、京都誂友禅工業協同組合、京都一の傳、京都商店連盟、京都新聞企画事業、京都全魚類卸協同組合、京都陶磁器協同組合連合
会、京町家旅館さくら 本願寺、清水焼団地協同組合、桐田機工、国立京都国際会館、国立京都国際会館食堂、左阿彌、笹屋伊織、ジェイアール東海関西開発、ＪＲ西日本テクシア、篠田商事、聖護院御殿荘、
第一工業製薬、玉半、たん熊北店、帝産京都自動車、登里多祢、日本旅行京都仕入誘客推進センター、農協観光 京都支店、ハートンホテル京都、美十、扶桑管工業、北斗プリント社、ホテルギンモンド京都、ホ
テル秀峰閣、ホテル東山閣、ホテルビスタプレミオ京都 和邸、ホテルビスタプレミオ京都[河原町通]、ホテルビナリオ嵯峨嵐山、舞扇堂、豆富本舗、丸久小山園 西洞院店、萬亀楼、みずほ証券京都支店、三谷
商事、京懐石美濃吉竹茂楼、メテック、ユーシン精機、夢館

春光院、興正寺、眞福寺、京都いけばな協会、ローム、タキイ種苗、えびす屋東山店、佐々木酒造、京都花街組合連合会、京都伝統伎芸振興財団、三井不動産リアルティ、香老舗 松栄堂、東山ジュニア消
防団、東山「観光・交通・環境」協力会議、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、阪急電鉄、京福電気鉄道、叡山電鉄、京都市交通局、京都バス、ヤサカタクシー、大学のまち京都伝統の灯り展出展大学、京都府
旅館ホテル生活衛生同業組合、京都観光推進協議会、京都観光アシストパートナー、京都市まちの美化推進事業団、まみち園、花灯路サポーター、京都SKYセンター、スターバックスコーヒージャパン

京都いけばな協会、ローム、タキイ種苗、えびす屋嵐山總本店、佐々木酒造、嵐山モンキーパークいわたやま、三井不動産リアルティ、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、阪急電鉄、京福電気鉄道、嵯峨野観
光鉄道、叡山電鉄、京都市交通局、京都バス、京都府旅館ホテル生活衛生同業組合、京都観光推進協議会、京都観光アシストパートナー、京都外国語大学フリーガイドクラブ、全国手話研修センター
（コミュニティ嵯峨野）、花灯路サポーター、京都SKY観光ガイド協会、スターバックスコーヒージャパン

佐川急便、日本マクドナルド

［構成団体：京都府、京都市、京都商工会議所、京都仏教会、京都市観光協会、京都文化交流コンベンションビューロー］

［構成団体：京都・花灯路推進協議会、嵐山保勝会、嵯峨学区自治会連合会、嵐山東学区自治連合会、天龍寺、大覚寺、常寂光寺、二尊院、宝厳院、法輪寺、野宮神社、車折神社、大河内山荘庭園、落柿
舎、嵯峨嵐山文華館、西日本旅客鉄道京都支社、京都市交通局、京都市都市整備公社、京都市立芸術大学、嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学、右京区役所、西京区役所］

京都・嵐山花灯路実行委員会

京都・東山花灯路実行委員会

京都・花灯路推進協議会

国土交通省近畿地方整備局、国土交通省近畿運輸局、京都大阪森林管理事務所、文化庁、関西観光本部、歴史街道推進協議会、関西国際空港全体構想促進協議会、京都新聞、NHK京都放送局、
KBS京都、エフエム京都、MBS、朝日放送、関西テレビ放送、読売テレビ、朝日新聞京都総局、毎日新聞京都支局、読売新聞京都総局、産経新聞社京都総局、日本経済新聞社京都支社、中日新聞社

［構成団体：京都・花灯路推進協議会、東山区市政協力委員連絡協議会、東山区社会福祉協議会、東山保健協議会連合会、東山区体育振興会連合会、東山区シニアクラブ連合会、東山区地域女性連
合会、東山区民生児童委員会、東山区交通安全対策協議会、東山交通安全協会、東山少年補導委員会、東山消防団、青蓮院門跡、八坂神社、大谷祖廟、大雲院、高台寺、圓徳院、法観寺、清水寺、清
水寺門前会、高台寺門前会、清水繁栄会、茶わん坂繁栄会、古都に燃える会、祇園商店街振興組合、古川町商店街振興組合、東山区役所、東山消防署、南部まち美化事務所、京都市交通局、京都市上
下水道局東部営業所、京都市都市整備公社］

順不同（敬称略）


