
◆◇◆ 特典利用方法 ◆◇◆ 

  
 

  

 

 

 

・ご予約時（予約なしの場合は入店時）に合格証をお持ちの旨を必ずお伝えいただき、  

精算時（指定がある場合はご注文時）に「京都検定合格証」をご提示ください。  

・他の割引やサービス券等との併用はできません。  

・諸般の事情により、特典が変更になる場合もありますので、あらかじめご了解ください。  

なお、変更等がございましたら、京都検定ホームページにてお知らせいたします。  

■ゆば・みそ・とうふ 豆屋源蔵 
〒604-0923 京都市中京区木屋町御池上ル上樵木町 490-1  TEL 075-253-1155 
♣優待サービス 小鉢一品サービス ※4 名様まで 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日（※除外日 7 月 15 日～17 日、8 月 16 日） 

 

■京料理 竹島一期 
〒604-0923 京都市中京区木屋町通御池上ル東側アイル竹嶋 1F  TEL 075-256-2550 
♣優待サービス お食事代金 10％引き ※4 名様以上のグループのみ 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日（※除外日 7 月 13 日～17 日、8 月 14 日～16 日） 

 

■幾松 
〒604-0923京都市中京区木屋町通御池上ル上樵木町 497  TEL 075-231-1234 
♣優待サービス ドリンク（生ビール or ソフトドリンク）1 杯サービス  
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 ※完全予約制（前日 18 時までにご予約ください） 

 

■めん坊 木屋町本店 
〒604-0923京都市中京区木屋町通御池上ル上樵木町 500  TEL 075-231-2366 
♣優待サービス ドリンク(ﾐﾆ生ﾋﾞｰﾙ or日本酒 1合 or ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ)1杯サービス ※10名様まで 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日（※除外日 7 月 15 日～17 日、8 月 16 日） 

 

■サロン ド ロワイヤル京都 
〒604-0923京都市中京区木屋町通御池上ル上樵木町 502  TEL 075-211-4121 
♣優待サービス 1,000 円以上ご購入のお客様に、ボンボンショコラ１つプレゼント 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

 

■こま井亭 
〒604-8001京都市中京区木屋町通三条上ル上大阪町 532  TEL 075-251-0351 
♣優待サービス ドリンク（ミニビール or ソフトドリンク）1 杯サービス ※10 名様まで 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日（※除外日 8 月 16 日） 

 

■味がさね 
〒604-8011 京都市中京区先斗町通三条下ル若松町 141-4  TEL 075-256-1777 
♣優待サービス ドリンク 1 杯サービス 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

 

■京フレンチ きしもと 
〒604-8011京都市中京区先斗町通三条下ル若松町 141  TEL 075-221-7321 
♣優待サービス ドリンク（グラスワイン or ソフトドリンク）1 杯サービス 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

★上木屋町エリア★ 

★先斗町エリア★ 

「京都検定合格証」提示で京都鴨川納涼床のご利用優待!! 

京都・観光文化検定試験 合格者優待が受けられる店舗一覧 

 
京都商工会議所 京都検定事務センター TEL：075-212-6440 FAX：075-222-2612 

 



 

■侘家 洛中亭 
〒604-8013 京都市中京区先斗町通四条上ル東側（先斗町公園南３軒目）  TEL 075-241-1616 
♣優待サービス ドリンク１杯サービス 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

 

■すい月 先斗町店 
〒604-8015 京都市中京区先斗町通四条上ル鍋屋町 229  TEL 075-211-4800 
♣優待サービス グループ全員にデザートサービス 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

 

■京料理 大當両 
〒604-8015 京都市中京区先斗町通四条上ル鍋屋町 232-8  TEL 075-221-5663 
♣優待サービス ドリンク１杯サービス・小さなおみやげをプレゼント 

  ※ご本人様と同伴者 1 名様まで・ドリンク内容はスタッフにご確認ください 

・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日（※除外日 ７月 16 日～18 日・2３日・2４日） 
 

■洋風家庭料理 ふらいぱん 
〒604-8015 京都市中京区先斗町通四条上ル東側 8 軒目  TEL 075-221-6681 
♣優待サービス お食事代金５％引き ※現金でのお支払いのみ 
・ご利用有効期間：通年ご利用いただけます 

 

■呑食べ処 のん亭 
〒604-8015 京都市中京区先斗町通四条上ル東側 7 軒目鍋屋町  TEL 075-241-1636 
♣優待サービス お食事代金５％引き ※現金でのお支払いのみ 
・ご利用有効期間：通年ご利用いただけます 

 

■先斗町 いづもや 
〒604-8014 京都市中京区先斗町通四条上ル柏屋町 173-2  TEL 075-211-2501 
♣優待サービス お食事代金１０％引き 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

 

■京料理 ちもと 
〒600-8012 京都市下京区西石垣通四条下ル 四条大橋西詰南入ル  TEL 075-351-1846 
♣優待サービス ドリンク（ビール、日本酒、ソフトドリンク）１杯サービス 
・ご利用有効期間：2016 年６月 1 日～9月 30日 ※５月はご利用いただけません。 

 

■SENT JAMES CLUB 
〒600-8012 京都市下京区西石垣通四条下ル斎藤町 140-19  TEL 075-351-7571 
♣優待サービス 1 グループにつき、おつまみ盛り合わせプレゼント 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日  

 

 

■鳥初鴨川 
〒604-8014 京都市下京区木屋町通高辻上ル和泉屋町 169  TEL 075-351-1615 
♣優待サービス ドリンク１杯サービス or オリジナル団扇プレゼント ※5 名様まで 
・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

※2 名様以上でご予約頂いた方のみ、予約時に京都検定合格者サービスとお伝え下さい。 
 

■佛沙羅館 
〒600-8015 京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町 173-1  TEL 075-361-4535 
♣優待サービス ランチタイム   → タイアイスティー1 杯サービス 
        ディナータイム → ドリンク代金 10%引き 
                浴衣でご来店の上、夜コースをご注文の方にタイ or 納涼グッズプレゼント 
        ※現金でのお支払いのみ 

・ご利用有効期間：2016 年 5月 1 日～9月 30日 

＜ご協力：京都鴨川納涼床協同組合＞ 

★西石垣エリア★ 

★下木屋町エリア★ 


