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2021 年 3 月 29 日 

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社 

 

 

GODZILLA 上洛！「ゴジラ VS 京都」 
2021 年 4 月 16 日(金)～2021 年 6 月 30 日(水) 

スタンプラリーや展示会など京都コラボイベントを開催 

 

 

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、2021 年 4 月 16 日(金)～ 

2021 年 6 月 30 日(水)まで、京都市内にて開催されるゴジラと京都の 

コラボイベント「ゴジラ VS 京都」イベントに参画いたします。 

 イラストレーターの中村佑介氏による本イベントのキービジュアルには、京都タワー 

も描かれております。 

京都タワーでは、東寺や京都タワーを含む 6 箇所のアナログスタンプラリー 

ポイントのほか、限定オリジナルグッズを含むゴジラグッズの販売や、展望室 

での「ゴジラ魂展」の開催、京都タワー塔体の特別カラーライトアップなどを 

行います。 

 

イラスト/中村佑介 TM & © TOHO CO., LTD. 

 

■■■「ゴジラ VS 京都」京都タワー 内容■■■ 

 

 「ゴジラ VS 京都」アナログスタンプラリー  

京都タワーを含む、京都市内計 6 箇所を巡るアナログスタンプラリーを実施いたします。 

スタンプ 6 種類が全て揃った台紙を京都タワーもしくは烏丸御池駅 市バス・地下鉄案内所で提示すると、「ゴジラ VS 京都」 

のキービジュアルがあしらわれたオリジナルポストカードを 1 枚進呈いたします。 

また、アンケート回答者の中から抽選で 3 名さまに映画『ゴジラ vs コング』の特選グッズが当たるキャンペーンもあわせて実施 

いたします。 

【スタンプポイント】 京都タワー展望室 1 階(京都タワービル 11 階)、東寺、京都駅ビル、京都市営地下鉄(二条城前駅 

改札前、京都市役所前駅改札前、烏丸御池駅改札前) 

【参 加 料 金】 無料 

【景品交換場所】 京都タワー展望室 1 階(京都タワービル 11 階)、烏丸御池駅 市バス・地下鉄案内所 

※オリジナルポストカードはお一人さま 1 枚のお渡しとなります。 

※スタンプラリーの台紙は、各スタンプポイントに設置しております。 

NEWS RELEASE 

 



＜スタンプ台デザイン＞        ＜スタンプデザイン＞           ＜オリジナルポストカード＞ 
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 「ゴジラ VS 京都」限定 POP アップショップ  

「ゴジラ VS 京都」イベントの限定オリジナルグッズを含む、「ゴジラ」コラボグッズを販売いたします。 

【販売場所】 京都タワー展望室 1 階(京都タワービル 11 階)グッズショップ 

※グッズショップへは無料でお入りいただけます。 

 

 

 

 

 

 

▲ゴジラ用あぶらとり紙 \1,650(税込)        ▲ゴジラご朱印帳・京都タワー(西陣織) \3,300(税込) 

 

 ゴジラ魂展  

「ゴジラ魂展 in 京都タワー」としてゴジラ画イラスト原画のべ 9 点や、映画ポスター、4 月 1 日(木)から KBS 京都で放送の 

テレビアニメ『ゴジラ S.P』、5 月 14 日(金)公開予定のハリウッド映画『ゴジラ vs コング』などの展示を京都タワー展望室にて 

行います。 

【展示場所】 京都タワー展望室 1 階(京都タワービル 11 階) 

【料   金】 無料 

 

 映画『ゴジラ vs コング』予告動画放映  

京都タワー展望室 5 階に設置されている観光モニター4 台にて、映画『ゴジラ vs コング』の予告動画を放映いたします。 

【放映場所】 京都タワー展望室 5 階 

【料   金】 有料(展望室入場券の購入が必要です) 

 

 京都タワー展望室入場者向けノベルティ配布                    ＜ノベルティ＞ 

イベント開催期間中は、京都タワー展望室入場のお客さま 

毎日先着 50 名さまを対象に、オリジナルのノベルティを配布いたします。 

【配布場所】 京都タワー展望室 1 階(京都タワービル 11 階) 

【料   金】 有料(展望室入場券の購入が必要です) 

※ノベルティはお一人さま 1 枚のお渡しとなります。 

※配布は各日無くなり次第終了となります。 

※ご招待券での入場や3歳未満のお客さまは対象外となります。                 イラスト/中村佑介 TM & © TOHO CO., LTD. 

 

 京都タワー塔体特別カラーライトアップ  

イベント開催を記念し、京都タワー塔体を特別カラーにライトアップいたします。 

【開催日時】 2021 年 5 月 14 日(金) 日没～24:00 



＜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 

 企画・広報担当／森本・上野 

 TEL：075-351-0186 (平日 9:00～18:00)  FAX：075-343-3722 

Email：kt_press@ml.keihanhotels-resorts.co.jp 

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

   

■「ゴジラ VS 京都」京都タワー 概要■ 

【開催場所】  京都タワー展望室 

【開催期間】  2021 年 4 月 16 日(金)～2021 年 6 月 30 日(水) 

【営業時間】  11:00～19:00(最終入場 18:30) ※営業時間を変更する場合がございます。 

【展望料金】  大人:800 円、高校生:650 円、小・中学生:550 円、幼児(3 歳以上):150 円 

【お問い合わせ】 京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社 タワー事業部 075-361-3215(10:00～17:00) 

【イベント URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/event/2021/03/godzilla2021.html 

 

■「ゴジラ VS 京都」 開催概要■ 

【開催場所】   京都市の各施設 

【開催期間】   2021 年 4 月 16 日(金)～2021 年 6 月 30 日(水) 

【営業時間】   各施設の営業時間に準ずる ※施設によっては定休日がございますのでお気を付けください。 

【内   容】   １．アナログスタンプラリー(ポイント 6 箇所) 

２．コラボ商品の販売(京都ハンディクラフトセンター/京都タワー展望室 1 階(京都タワービル 11 階)/ 

京都国際マンガミュージアム) 

３．ゴジラのイラスト展示会(京都市美術館別館第 1 展示室/京都ハンディクラフトセンター) 

４．歴代ゴジラ映画上映館(京都みなみ会館) 

５．その他 

【イベント URL】 https://gvskyoto.jp 

【主    催】 ゴジラ VS 京都プロジェクト実行委員会 

【協    力】 東宝株式会社・ユニバーサル ミュージック合同会社・京都駅ビル開発株式会社・ 

京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社(京都タワー) 

【協    賛】 ポノス株式会社・株式会社アートブリッジ・株式会社ミングアップ・株式会社スイッチ.ティフ・ 

有限会社修美社・富士印刷株式会社・宮川印刷株式会社・三浦シール印刷株式会社・ 

伸光洋紙株式会社 

【後    援】 京都市・京都市交通局・京都市観光協会・京都芸術大学 

【お問い合わせ】 日新ドレスト株式会社 075-323-7020 terao@ns-dresst.co.jp 
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※画像はすべてイメージです。 

 

■新型コロナウイルス感染症への安全対策について■ 

衛生ガイドラインに基づき、アルコール消毒液の設置、検温、入場制限、接客スタッフのマスク着用などを実施しております。 

新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン詳細についてはこちらをご覧ください。 

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/info/2020/05/policy20200601.html 

 


