
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【通年優待】 適用期間：２０２１年 2 月 1 日 ～ ２０２２年 1 月３１日 

名称（連絡先） 優待内容 名称（連絡先） 優待内容 

アサヒビール大山崎山荘美術館 

（075-957-3123 総合案内） 
入館料の 100 円引 

黎明教会資料研修館 

(075-751-0369) 
オリジナル絵はがきプレゼント  

京都万華鏡ミュージアム姉小路館 

(075-254-7902) 
オリジナルポストカードプレゼント 

福田美術館 

(075-863-0606) 

入館料を団体料金に 

（1,300 円の 100 円引） 
※小中高生は料金が変わります 

京都嵐山オルゴール博物館  

(075-865-1020) 

入館料 1,000 円の 500 円引 

※大人料金 

嵯峨嵐山文華館 

(075-882-1111) 

入館料を団体料金に 

（900 円の 100 円引） 
※小中高生は料金が変わります 

京都清宗根付館 

(075-802-7000) 

入館料 1,000 円の 200 円引 

※小中高生は料金が変わります 

相国寺承天閣美術館 

(075-241-0423) 

拝観料を団体料金に 

（800 円の 100 円引） 
※65 歳以上の方、小中高生、 

大学生は料金が変わります 

ギャラリー紫織庵 

(075-241-0215) 

オリジナル小物を 

20％割引で販売 
茶道
ちゃどう

資料館
しりょうかん

 

(075-431-6474) 

入館料を団体料金に 

・通常展 700 円→600 円 

・特別展 1000 円→900 円 

鞍馬寺内 鞍馬山霊宝殿 

(鞍馬山博物館) 
(075-741-2003) 

入館料 200 円の 100 円引 

※別途鞍馬寺愛山費 300 円が必要 

八幡市立松花堂庭園・美術館 

(075-981-0010) 

美術館入館料を団体料金に 

★ご本人様含む１グループ 

※美術館展覧会がない期間は対象外 

京都酢屋 ギャラリー龍馬 

(075-211-7700) 
入場料 500 円の 100 円引 島津製作所 創業記念資料館 

(075-255-0980) 

入館料 300 円の 2 割引 

★同伴者も同様 

京都伝統工芸館 

(075-229-1010) 
入館料 300 円の 200 円引 

龍谷大学 龍谷ミュージアム 

(075-351-2500) 

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 

京都市学校歴史博物館 

(075-344-1305) 

4 月～2022 年１月：団体料金適用 
※入館料 200 円の 2 割引 

(期間中入館料改定の可能性有) 
※小中高生は料金が変わります 

ノンバーバルシアター 

『ギア-GEAR-』 

 

電話番号 0120－937－882 

(10 時～19 時)  

チケット代 1,000 円割引 

※他の割引との併用不可 

※公演当日、受付にてキャッシュバ
ックいたします 

※公演日・公演時間などの詳細は

施設ホームページをご確認ください  高麗美術館 

(075-491-1192) 
オリジナルポストカードプレゼント 

 

 

 

 

 

 
 

京都検定 合格者優待のご紹介 2021 年 

全ての級でご利用頂けます！ 

○ご入館時、またはご予約時に「京都検定合格証」または「準 1 級認定証」を 
ご提示下さい。 

 
○優待のご利用は合格者ご本人様のみとなります。 
 
○新型コロナ感染症拡大の影響により、施設営業日・時間の変更や臨時休業、内容変更の可能性がござい

ます。ご利用前には、必ず各施設の公式 HP でご確認いただくか、直接各施設へ問合せください。 
※上記変更に伴う優待期間の延長はございません。あしからずご了承ください。 

 
○優待協力施設の追加や優待内容の変更をする場合がございます。 

最新情報を京都検定公式 HP でご確認の上、優待をご利用ください。 
 
・合格証・認定証を紛失、お忘れの場合はご利用頂けません。 

・休館日については施設ホームページをご確認ください。 

・記念品等の進呈は、該当施設の入館者(入場者)に限らせていただきます。 

・他の割引券等との併用はできません。 

・過去の京都検定合格者もご利用いただけます。 

京都検定 HP 

(優待ページ)はこちら 

◎ 優待サービス利用可能ホテル（通年利用可） ◎ 
 

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 都ホテル 京都八条  ザ・プリンス 京都宝ヶ池 ホテルグランヴィア京都 

ホテルギンモンド 京都 リーガロイヤルホテル京都 ホテル日航プリンセス京都 からすま京都ホテル 

北ビワコホテルＧRＡZIE ワコール「京の温所」（京町家一棟貸しの宿） 

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

→優待内容、利用条件等の詳細は、京都検定公式 HP をご覧ください 



【期間限定優待】 適用期間：２０２１年 9 月 1 日 ～ １１月３０日 

名称（連絡先） 優待内容 名称（連絡先） 優待内容 

宇治市源氏物語ミュージアム  

(0774-39-9300) 
観覧料免除 

京菓子資料館 

(075-432-3101) 
呈茶席 700 円の 100 円引 

京都工芸繊維大学 美術工芸資料館 

(075-724-7924) 
入館料無料 

京都市考古資料館 

(075-432-3245) 
オリジナルクリアファイルプレゼント 

月桂冠大倉記念館 

(075-623-2056) 
オリジナル絵はがき 1 枚プレゼント  

  

    

【期間限定優待】         上記以外の期間   

名称（連絡先） 連絡先 優待内容 優待適用期間 

大西清右衛門美術館 075-221-2881 秋季企画展 9 月初旬～12 月中旬 

京都国際マンガミュージアム  075-254-7414 入館料無料 10/1(金)～11/29(月) 

KCI ギャラリー 

(京都服飾文化研究財団) 
075-321-9221 図録「ドレス・コード？」展を 1 冊プレゼント  

9 月下旬頃～12 月(予定)  

※事前来館予約必須 

大谷大学 博物館 075-411-8483 特別展を団体料金にて入館 10 月～11 月 

大将軍八神社 方徳殿 075-461-0694 拝観料割引（一般500 円の100 円引） 11/1(月)～11/5(金) 10～16 時 

大丸ミュージアム 

(大丸京都店 6 階) 
075-211-8111(代表) 

「７人のミューズ展」 

※チケット売り場窓口にて合格証提示、入場券と引換 

9/8(水)～28(火)  

※最終日は 17 時閉場 

立命館大学国際平和ミュージアム 

（リニューアルのため休館中：会場は右記参照） 
075-465-8151 

「世界報道写真展 2021」の参観料無料 

滋賀会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス エポック立命 21 エポックホール 9/20(月･祝)~10/15(金)  
京都会場：立命館大学衣笠キャンパス 西園寺記念館 1 階カンファレンスルーム  10/18(月)~10/31(日)  

 

【鴨川納涼床優待】 適用期間：２０２１年６月２１日 ～ １０月３１日 

名称（連絡先） 優待内容 名称（連絡先） 優待内容 

がんこ 高瀬川二条苑 

（075-223-3456） 

食前のお抹茶サービス 

(合格者を含むグループ ※上限 20 名様) 

ゆば･みそ･とうふ 京料理 豆屋源蔵  

(075-253-1155) 

小鉢１品サービス 

（４名様まで） 

京料理  竹島一期 

(075-256-2550) 

お食事代金 10％引き 

（４名様まで） 

めん坊 木屋町本店 

(075-231-2366) 

ﾄﾞﾘﾝｸ１杯ｻｰﾋﾞｽ(10 名様まで) 

<ﾐﾆ生ﾋﾞｰﾙ/日本酒一合/ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ> 

サロンド ロワイヤル京都  
(075-211-4121) 

ボンボンショコラ１つ 

プレゼント 

こま井亭 

(075-251-0351) 

ﾄﾞﾘﾝｸ１杯ｻｰﾋﾞｽ(10 名様まで) 

<ミニビール／ソフトドリンク> 

京フレンチ きしもと 

(075-221-7321) 

ドリンク１杯サービス 

<グラスワイン／ソフトドリンク> 

洋風家庭料理 ふらいぱん  

(075-221-6681) 

お食事代金５％引き 

（通年ご利用いただけます） 

呑食べ処 のん亭 

(075-241-1636) 

お食事代金５％引き 

（通年ご利用いただけます） 

先斗町 いづもや 

（075-211-2501） 
お食事代金１０％引き 

京料理ちもと 

（075-351-1846） 

ドリンク１杯サービス 

<ビール／日本酒／ソフトドリンク> 
SENT JAMES CLUB 

（075-351-7571） 

おつまみ盛り合わせプレゼント 

(合格者を含むグループ) 

鳥初鴨川 

（075-351-1615） 
ドリンク１杯サービス 

※除外日等は京都検定 HP をご確認ください 

<ご協力：京都鴨川納涼床協同組合> 

※ご利用前に、各施設・各店舗の営業状況などを必ずご確認ください。 

※内容が変更になる可能性がございますので、最新情報を京都検定公式 HPで確認の上、ご利用ください。 

              京都商工会議所 会員部 検定事業課 
E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp TEL：075-341-9765（平日 9：00～17：00） 

お問合せ 


