京都検定

合格者優待のご紹介

2022 年

○ご入館時に「京都検定合格証」または「準 1 級認定証」をご提示ください。
○優待のご利用は合格者ご本人様のみとなります。
全ての級でご利用いただけます！

○新型コロナ感染拡大の影響により、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いただけません。
・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。

【通年優待】 適用期間：２０２２年 2 月 1 日
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）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

京都嵐山オルゴール博物館

黎明教会資料研修館

入館料の 100 円引

(075-751-0369)

入館料 1,000 円の 300 円引

(075-865-1020)

２０２３年 1 月３１日

名称（連絡先）

福田美術館

オリジナルポストカードプレゼント

(075-254-7902)

～

京都検定 HP
(優待ページ)はこちら

(075-863-0606)

嵯峨嵐山文華館

※大人料金

(075-882-1111)

京都清宗根付館

入館料 1,000 円の 200 円引

相国寺承天閣美術館

(075-802-7000)

※小中高生は料金が変わります

(075-241-0423)

オリジナル小物を

ちゃどうしりょうかん

ギャラリー紫織庵

茶道 資料 館

20％割引で販売

(075-241-0215)

鞍馬寺内 鞍馬山霊宝殿
(鞍馬山博物館)

(075-431-6474)

入館料 200 円の 100 円引

八幡市立松花堂庭園・美術館

※別途鞍馬寺愛山費 300 円が必要

(075-981-0010)

(075-741-2003)

京都酢屋 ギャラリー龍馬
(075-211-7700)

京都伝統工芸館
(075-229-1010)

京都市学校歴史博物館
(075-344-1305)

高麗美術館
(075-491-1192)

お問合せ

島津製作所 創業記念資料館

入場料の 100 円引

(075-255-0980)

龍谷大学 龍谷ミュージアム

入館料 300 円の 200 円引

(075-351-2500)

ノンバーバルシアター

2 月・3 月：入館料無料
4 月～2023 年1 月：
団体料金適用
（入館料の2割引き）

オリジナルポストカードプレゼント
※冬季休館日あり

京都商工会議所

『ギア-GEAR-』
（0120－937－882）
(10 時～19 時)

京都市京セラ美術館
（075-771-4334）

会員部

E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp

検定事業課

優待内容
オリジナル絵はがきプレゼント
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

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

オリジナルポストカードプレゼント
入館料を団体料金に
・通常展 700 円→600 円
・特別展 1000 円→900 円

庭園・美術館の共通券を
団体料金に
入館料 300 円の 2 割引
★同伴者も同様

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

チケット代 1,000 円割引
※B 席への適用不可・他の割引との
併用不可
※前売券ご購入の場合、ご来場当日
に受付でキャッシュバックします
※公演日時などの詳細は施設ホー
ムページをご確認ください

コレクションルーム
団体料金で観覧
※料金は施設 HP を確認

HP：https://www.kyotokentei.ne.jp

TEL：075-341-9765（平日 9：00～17：00）

【期間限定優待】
名称（連絡先）

適用期間：２０２２年 2 月 1 日
優待内容

岩倉具視幽棲旧宅

入場料 400 円の 100 円引

(075-781-7984)

宇治市源氏物語ミュージアム
(0774-39-9300)

旧三井家下鴨別邸

京都府立陶板名画の庭
(075-724-2188)

京都府立堂本印象美術館

観覧料免除

京菓子資料館

(075-463-0007)

京都工芸繊維大学 美術工芸資料館
京都市考古資料館
(075-432-3245)

※特別展は別途料金が必要

(075-623-2056)

高台寺掌美術館

オリジナルクリアファイルプレゼント

(075-561-1414)

入館料無料
京都大学総合博物館

琵琶湖疏水記念館

※事前予約 3 部制
（9:30～11:30、11:30～13:30、

(075-753-3272)

(075-752-2530)

13:30～15:30）

京都ｄｄｄギャラリー

お好きな gggBooks１冊を
プレゼント

香老舗 松栄堂 薫習館

※お一人様１冊限り､先着 30 名様
※在庫よりお選びください

(075-871-1480)

京都国際マンガミュージアム
(075-254-7414)

※温室は別途観覧料が必要

オリジナル絵はがき 1 枚プレゼント
オリジナル絵はがき 1 枚プレゼント
琵琶湖疏水記念館
オリジナルグッズをプレゼント
(先着 100 名様)※定員に達し次第終了

来館記念品をプレゼント

むりんあん

無鄰菴

入館料無料

(075-771-3909)

（075-841-0096）

※二条城夜間ライトアップを除く
※二の丸御殿観覧料及び展示
収蔵館入館料は別途必要

KCI ギャラリー
(京都服飾文化研究財団)

図録「ドレス・コード？」展

（075-321-9221）

入園料無料

(075-212-5590)

入城料無料

元離宮二条城

入館料無料

(075-222-0888)

月桂冠大倉記念館

入館料無料

入園料無料

総合展示入場料無料

(075-701-0141)

(075-724-7924)

優待内容

京都文化博物館

京都府立植物園

呈茶席 700 円の 100 円引

(075-432-3101)

３月３１日

名称（連絡先）

入場料 500 円の 50 円引

(075-366-4321)

～

六波羅蜜寺
(075-561-6980)

入場料 600 円の 100 円引
宝物館を団体料金にて入館
（大人 600 円の 50 円引）
※学生は料金が変わります

を 1 冊プレゼント

【期間限定優待】

上記以外の期間

名称

連絡先

優待内容

大西清右衛門美術館

075-221-2881

春季企画展・秋季企画展
入館料（呈茶付）1600 円の 100 円引き

大谷大学 博物館

075-411-8483

大将軍八神社 方徳殿

075-461-0694

―

優待適用期間

特別展を団体料金にて入館

2022 年 10 月～11 月

※内容は施設 HP をご確認ください

拝観料割引

5/1(土)～5/5(水・祝)10～16 時
11/1(月)～11/5(金)10～16 時

（一般 500 円の 100 円引）

優待サービス利用可能ホテル

2022 年 3 月初旬～６月中旬
2022 年 9 月初旬～12 月中旬

―

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

ホテルオークラ京都

ザ・プリンス 京都宝ヶ池

都ホテル 京都八条

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

からすま京都ホテル

リーガロイヤルホテル京都

京都タワーホテルアネックス

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。
2022 年 1 月現在

