
   

「京都検定合格証」提示でホテル宿泊・レストランのご利用優待!! 

京都・観光文化検定試験 合格者優待が受けられる施設一覧 
 

 

◆◇◆ 優待利用方法 ◆◇◆ 

これまでに京都検定に合格した方であれば、どなたでもご利用いただけます。 

【宿泊をご利用の場合】 

あらかじめご予約の上、チェックイン時に「京都検定合格証」をフロントにご提示ください。 

【レストランをご利用の場合】 

ご予約時（予約なしの場合は入店時）に「京都検定合格証」をお持ちの旨をお伝えいただき、 

精算時にご提示ください。 

※いずれも他の割引やサービス券、特典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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京都】 ★京都新阪急ホテル ★京都センチュリーホテル 

 ★京都タワーホテル ★京都ブライトンホテル 

 ★京都ホテルオークラ ★京都ロイヤルホテル＆スパ 

 ★グランドプリンスホテル京都   ★新・都ホテル 

 ★ホテルギンモンド京都 ★ホテルグランヴィア京都 

 ★ホテル日航プリンセス京都 ★リーガロイヤルホテル京都 

 ★ウィークリー・マンスリーマンション フラットエージェンシー（マンスリー京都） 

【滋賀】 ★北ビワコホテルグラツィエ 

 

＜ご協力：社団法人日本ホテル協会京都支部 京滋奈ホテル懇談会＞ 

京都・観光文化検定試験 合格証 合格者優待ご利用の際にご提示が必要となります。 

【１級】 【２級】 【３級】 

   

 

★ ご優待ホテル一覧 ★ 

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 http://kyotokentei.ne.jp/ 



※他の割引やサービス券、特典等との併用はできません。 

 

京都新阪急ホテル 

 

♠宿    泊 通常料金から１０％割引 

♠レストラン 通常料金から１０％割引 ※一部メニュー、ビアガーデン、美濃吉を除く 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月１日～12月 31日 

※レストラン除外日：8 月 16 日 
 

〒600-8216 京都市下京区塩小路通新町東入ル東塩小路町 579 

◎JR 京都駅(烏丸中央口)正面 

TEL 075-343-5300  FAX 075-343-5324 

京都センチュリーホテル 

 

♠宿    泊 通常料金から１０％割引 

♠レストラン 通常料金から１０％割引 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月１日～12月 30日 
 

〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 680 

◎JR 京都駅 烏丸口より徒歩 2分 

TEL 075-351-0111  FAX 075-343-3721 

京都タワーホテル 

 

♠宿    泊 通常料金から１０％割引 

♠レストラン 通常料金から１０％割引または優待価格でご提供 ※一部メニューを除く 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月１日～12月 31日 
 

〒600-8216 京都市下京区烏丸七条下ル 

◎ＪＲ京都駅 烏丸口より徒歩 2 分 

TEL 075-361-3212  FAX 075-343-5645 

 

京都ブライトンホテル 

 

♠宿    泊 通常料金から１０％割引 

♠レストラン 通常ランチ・ディナーコース料金から１０％割引 
※フェア商品、一部メニューを除く、最大 10 名様まで 

 

ご利用有効期間：201６年 2 月１日～12月 30日 

※宿泊除外日： 3 月26 日～4 月16 日、4 月29 日～5 月４日、8 月16 日、 

11 月1 日～12 月４日、12 月 26 日～30 日 

※レストラン除外日：5 月 2 日～6 日、8 月 14 日～16 日 

〒602-8071 京都市上京区新町通中立売 （御所西）   ◎地下鉄 今出川駅から徒歩8分 

TEL 075-441-4411  FAX 075-431-2360  

京都ホテルオークラ 

 

♠宿    泊 通常料金から１０％割引 

♠館内レストラン 通常料金から１０％割引 ※一部特別メニュー、テナントを除く 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月１日～12月 30日 

※宿泊除外日：4 月29 日～5 月７日、7 月16 日・23 日、8 月16 日 

※レストラン除外日：7 月16 日・17 日、8 月 16 日、12 月 23 日～25 日 
 

〒604-8558 京都市中京区河原町御池  

◎地下鉄東西線 京都市役所前駅から徒歩１分 

TEL 075-211-5111  FAX 075-254-2529   



※他の割引やサービス券、特典等との併用はできません。 

 

京都ロイヤルホテル＆スパ 

 

♠レストラン ランチビュッフェ、ディナービュッフェを通常料金から１０％割引  

※「プランディア」のみ利用可能 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月 1 日～12 月 30日 

※除外日：４月 26 日～５月 5 日、7 月 17 日、8 月 16 日、 

12 月 19 日～25 日 
 

〒604-8005 京都市中京区河原町三条上ル  

◎地下鉄東西線 京都市役所前駅から徒歩１分 

TEL 075-223-8973  FAX 075-223-1702 

グランドプリンスホテル京都  

 

♠宿    泊 ＜平日・日曜＞通常料金から３０％割引 

       ＜土曜・休前日＞通常料金から１０％割引 ※プランを除く 

♠レストラン 通常料金から１０％割引 
※茶寮、朝食、ルームサービス、一部特別メニューを除く 

ご利用有効期間：2016年 2 月 1 日～12 月 31日 

※宿泊除外日：３月 19日・20日、26日、 

４月 2日・９日・29 日・30 日、5月 3 日・4日、 

7 月 16日・17日、11月の休前日、12月 31日 
 

〒606-8505 京都市左京区宝ヶ池 ◎地下鉄 国際会館駅改札から徒歩 7 分 

TEL 075-712-1111  FAX 075-712-7677 

新･都ホテル 

 

♠宿   泊 通常料金から１０％割引 

♠レストラン 通常料金から１０％割引（土日祝は５％割引） 

※朝食、ビアガーデン、一部特別メニュー・プランを除く 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月 1 日～12 月 30日 

 

〒601-8412 京都市南区西九条院町 17   

◎ＪＲ京都駅八条口から徒歩 2分 

TEL 075-661-7111  FAX 075-661-7135   

ホテルギンモンド京都 

 

♠宿   泊 通常料金から２０％割引 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月 1 日～12 月 30日 

※満室の場合はお断りする場合がございます。 
 

〒604-8105 京都市中京区御池通高倉西入ル 
◎地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 3-1出口から徒歩 2分 

TEL 075-221-4111  FAX 075-221-8250 

ホテルグランヴィア京都 

 

♠宿   泊 通常料金から５％割引 ※プラン商品を除く 

♠レストラン 通常料金から５％割引 

※朝食・プラン商品を除く、直営レストランのみ適用 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月 1 日～12 月 30日 

※レストラン除外日：8 月 16 日、12 月 17 日～25 日 
 

〒600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル ＪＲ京都駅中央口 

◎ JR 京都駅直結  

TEL 075-344-8888  FAX 075-344-4400   



※他の割引やサービス券、特典等との併用はできません。 

 

ホテル日航プリンセス京都 

 

♠宿    泊 通常料金から２０％割引 ※プランを除く 

♠レストラン・バー 通常料金から１０％割引  
※割引対象外メニューを除く、合格者お一人様につき最大 10 名様まで 

 

ご利用有効期間：2016年 2 月 1 日～12 月 30日 

※宿泊除外日：4 月 29 日・30 日、5 月 3 日～    5 日、7 月 16 日、8 月 16 日 

※レストラン除外日：8 月 16 日 
 

〒600-8096 京都市下京区烏丸高辻東入ル  

◎地下鉄烏丸線四条駅 5番出口から徒歩約 3分 

TEL 075-342-2111 宿泊予約 TEL 075-361-5111 

リーガロイヤルホテル京都 

 

♠宿   泊 通常料金から１０％割引 

♠レストラン 通常料金から１０％割引 ※朝食、たん熊北店、特別メニューを除く 
 

ご利用有効期間：201６年 11 月 1 日～12 月 30 日 

        ※2016 年 2 月 1 日より大規模改修工事のため休業いたします 
 

〒600-8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町 1 

◎ＪＲ京都駅から西へ徒歩 7 分 

TEL 075-361-9149（受付時間：9:00～18:00） 

 FAX 075-341-3073 

北ビワコホテルグラツィエ 

 

♠宿   泊 通常料金から１０％割引 ※宿泊プランを除く 

♠レストラン 通常料金から５％割引 ※朝食を除く 
 

ご利用有効期間：2016年 2 月 1 日～12 月 31日 

※宿泊除外日：４月２９日～5月７日、8月４日、9 月 17 日・18 日、 

10 月 8日・9日、12月 31 日 
 

〒526-0067 滋賀県長浜市港町 4-17 ◎ＪＲ長浜駅より徒歩 7 分 
TEL 0749-62-7777  FAX 0749-62-2553  

ウィークリー・マンスリーマンション フラットエージェンシー（マンスリーKYOTO） 

 

♠賃   料 通常料金から１０％割引 

家具、家電付きマンション 市内 88 ヵ所  1K～ファミリータイプ、京町家まで 

※割引は有効期間中 1 回限り、２回目以降のご利用時は QUO カード進呈 
 

ご利用有効期間：2016年 12 月 31 日まで 
 

〒600-8216 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町 843－2 

日本生命京都ヤサカビル 7F 

TEL 0120-85-0669  FAX 075-341-0670 
 

◎文化施設の通年優待も実施中！ぜひご利用ください！ 

アサヒビール大山崎山荘美術館 ------- 優待内容／入館料 900円より 100 円引 ※ご本人様のみ 

京都市学校歴史博物館 ---------------------- 優待内容／2・3 月：入館料無料 

4 月～2017 年 1 月：入館料 200 円の２割引 

島津製作所 創業記念資料館 ------------ 優待内容／入館料 300円の 2 割引 ※同伴者も同様 

龍谷大学 龍谷ミュージアム ------------ 優待内容／団体料金にて入館 ※ご本人様含め 4名様まで 

小倉百人一首殿堂 時雨殿 --------------- 優待内容／高校生以上⇒500 円より 100 円引 

※２・３月限定の優待施設もございます。詳しくは京都検定 Web サイトをご覧ください。 


