
★掲載の休館日はご優待期間中のものです。詳しくは施設ホームページをご確認下さい。(H30.1～) 

・ご入館時に「京都検定合格証」をご提示下さい。 
・他の割引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、予めご了承下さい。 
 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。 
・過去の京都検定合格者もご利用いただけます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 称 優待内容 営業時間 休 業 日 住 所 電話番号 

岩倉具視幽棲(ゆうせい)旧宅 入場料免除 9 時～17 時 
(入場 16：30まで) 

水曜日 

（祝日の場合は開館、翌日が休館） 
京都市左京区岩倉上蔵町 100 075-781-7984 

宇治市源氏物語 
ミュージアム 

観覧料免除 9 時～17 時 
(入館 16：30 まで) 

月曜日 

（祝日の場合は開館、翌日が休館） 宇治市宇治東内 45-26 0774-39-9300 

旧三井家下鴨別邸 団体料金にて入場 
（一般４１０円の５０円引） 

9 時～17 時 
(入場 16：30 まで) 

水曜日 

（祝日の場合は開館、翌日が休館） 
京都市左京区下鴨宮河町 58-2 075-366-4321 

主屋三階望楼特別公開 

２月１５日～３月６日（水曜日を除く） 

団体料金にて入場 
（一般８００円の８０円引） 

※見学整理券要。当日現地にて8:40～配布 

京都国際 
マンガミュージアム 

常設展入場料無料 10 時～18時 
(入館 17：30まで) 

2 月 7・14・21・28日 

3 月 7・14・22・28日 
(休館日、開館時間は変更する場合が 

ありますので予めお問合せ下さい） 

京都市中京区烏丸通御池上ル 075-254-7414 

京都大学総合博物館 入館料無料 
9 時 30 分～16 時 30分 

(入館 16：00 まで) 月曜日・火曜日 京都市左京区吉田本町 075-753-3272 

ＫＣＩギャラリー 
（京都服飾文化研究財団） 

図録「ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ:ﾌｧｯｼｮﾝの

欲望」展を１冊プレゼント 
※ご本人様のみ 

9 時 30 分～17 時 
(入館 16：30 まで) 土曜日・日曜日・祝日 

京都市下京区七条御所ノ内 

南町 103 
075-321-9221 

京都府立植物園 入園料無料 
※温室は別途観覧料が必要 

9 時～17 時 
(入園 16：00 まで) 優待期間内無休 京都市左京区下鴨半木町 075-701-0141 

京都府立陶板名画の庭 入園料無料 
9 時～17 時 

(入園 16：30 まで) 優待期間内無休 京都市左京区下鴨半木町 075-724-2188 

京都文化博物館 総合展示入場料無料 
※特別展は別途料金が必要 

総合展示： 
10 時～19時 30 分 
(入場 19：00 まで) 

月曜日 

（祝日の場合は開館、翌日が休館） 
京都市中京区三条高倉 075-222-0888 

月桂冠大倉記念館 
オリジナル絵はがき 

プレゼント 
9 時 30 分～16 時 30分 

(受付 16：15 まで) 
無休 京都市伏見区南浜町 247 075-623-2056 

★平成３０年２月１日から３月３１日までの期間限定ご優待 

http://www.bunpaku.or.jp/


★掲載の休館日はご優待期間中のものです。詳しくは施設ホームページをご確認下さい。(H30.1～) 

琵琶湖疏水記念館 

先着で「琵琶湖疏水記念館

常設展示図録」をプレゼント 
※お一人様１冊限り、定員に達し
次第終了します。 

2 月：9 時～16 時 30 分 

3 月：9 時～17 時 

(入館は閉館時間の30分前まで) 

月曜日 

（祝日の場合は開館、翌日が休館） 

※入館料はどなたでも年中無料です。 

京都市左京区南禅寺草川町 17 075-752-2530 

無鄰菴（むりんあん） 入場料免除 
優待期間内： 

8 時 30 分～17 時 
(入場 16：30 まで) 

優待期間内無休 京都市左京区南禅寺草川町 31 075-771-3909 

元離宮二条城 入城料無料 
※二条城夜間ライトアップを除く 

8 時 45 分～17 時 
（入城 16 時まで） 

優待期間内無休 
京都市中京区二条通堀川西入

二条城町 541 
075-841-0096 

 
 
 

名 称 優待内容 営業時間 休 業 日 住 所 電話番号 

アサヒビール 
大山崎山荘美術館 

入館料の１００円引 
※ご本人様のみ 

10 時～17時 

(入館 16：30 まで) 

月曜日 

（祝日の場合は開館、翌日が休館） 

年末年始、臨時休館日 

京都府乙訓郡大山崎町銭原

5-3 

075-957-3123 

(総合案内) 

京都嵐山 
オルゴール博物館 

入館料１０００円の５００円引 

※大人料金 

10 時～18時 
※1 月･2 月は 17 時閉館 
(入館は閉館時間の30分前まで) 

原則火曜日・年末年始 
※春・夏・秋の季節は火曜日開館日あり。 

※メンテナンス等で休館の場合あり。 
詳しくは施設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご確認下さい。 

京都市右京区嵯峨天龍寺 

立石町 1-38 
075-865-1020 

京都市学校歴史博物館 

２月・３月：入館料無料 
9 時～17 時 

(入館 16：30 まで) 
水曜日 

（祝日の場合は開館、翌平日が休館） 
京都市下京区御幸町通仏光寺

下ル橘町 437 
075-344-1305 ４月～Ｈ３１年１月： 

入館料２００円の２割引 

京のじゅばん＆町家の美術館 

紫織庵 
入場料８００円の３００円引 10 時～17時 

不定休 

※要予約 
京都市中京区新町通六角上ル 

三条町 340 
075-241-0215  

鞍馬寺内 鞍馬山霊宝殿 
    (鞍馬山博物館) 

入館料２００円の１００円引 
※別途鞍馬寺愛山費 300円が必要 

9 時～16 時 
月曜日 

12 月 12 日～2 月末日 
（祝日の場合は開館、翌日が休館） 

京都市左京区鞍馬本町 1074 075-741-2003 

島津製作所  

創業記念資料館 

入館料３００円の２割引 

※同伴者も同様 
9 時 30 分～17 時 

(入館 16：30 まで) 

水曜日・年末年始 

（祝日の場合は開館） 
京都市中京区木屋町二条南 075-255-0980 

八幡市立 
松花堂庭園・美術館 

庭園入園料・美術館入館料

を団体料金に 

※ご本人様含む１グループ 
(美術館展示がない期間は庭園のみ) 

9 時～17 時 

(入園・入館 16：30まで) 

月曜日 

（祝日の場合はその翌平日） 

年末年始 

京都府八幡市八幡女郎花 43-1 075-981-0010 

龍谷大学  
龍谷ミュージアム 

特別展・企画展・シリーズ展 

いずれも団体料金にて入館 

※ご本人様含む 4 名まで 

10 時～17時 

(入館 16：30 まで) 

原則月曜日  

※展示替等で休館の場合あり。 

詳しくは施設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご確認下さい。 

京都市下京区堀川通正面下る

（西本願寺前） 
075-351-2500 

   

★通年のご優待 

＜お問合せ＞京都商工会議所 京都検定事務センター TEL.075-211-2010 FAX. 075-222-2612 http://www.kyotokentei.ne.jp 

 

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007524.html

