
★掲載の休館日はご優待期間中のものです。また休館日が祝日の場合は営業している施設もあります。詳細は施設ホームページをご確認下さい。(2020.2～) 

○ご入館時に「京都検定合格証」または「準 1 級認定証」をご提示下さい。 

紛失、お忘れの場合はご利用頂けません。 

○優待のご利用は合格者ご本人様のみとなります。 

・記念品等の進呈は、当該施設の入館者(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。 

・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。 
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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 

入館料４００円の１００円引 
9 時～17 時 

(入館 16：30 まで) 
(水) 

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) 

宇治市宇治東内 45-26 

0774-39-9300 

旧三井家下鴨別邸 入館料５００円の５０円引 9 時～17 時 

(入館 16：30 まで) 
(水) 

京都市左京区下鴨宮河町 58-2 

075-366-4321 

京菓子資料館 呈茶席 700 円の 100 円引 10 時～17 時 (水) 

展示替期間 

京都市上京区烏丸通上立売

上る柳図子町 331-2 

075-432-3101 

京都工芸繊維大学 

美術工芸資料館 
入館料無料 

10 時～17 時 

(入館 16：30 まで) 

(日)・(祝) 

展示替期間 
(2/23～3/22) 

京都市左京区松ヶ崎橋上町１ 

075-724-7924 

京都市考古資料館 
オリジナルクリアファイル 

プレゼント 
9 時～17 時 

(入館 16：30 まで) 
(月) 

京都市上京区今出川通 

大宮東入元伊佐町 265-1 

075-432-3245 

京都国際 

マンガミュージアム 
入館料無料 

10 時～18 時 

(入館 17：30 まで) 

(水)、2/6(木) 
(休館日、開館時間

は変更する場合有) 

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)・(火) 
京都市左京区吉田本町 

075-753-3272 

京都ｄｄｄギャラリー 
お好きな gggBooks１冊を 

プレゼント 
※お一人様１冊限り､先着 30名様 

11 時～19 時 

※(土)､3/15 は 18 時まで 

(日)・(祝) 

(3/15 は特別開館) 

京都市右京区太秦上刑部町 10 

075-871-1480 

京都 

ハンディクラフトセンター 

体験教室を優待価格に 
(通常価格より１０％OFF) 

※予約時に優待利用とお伝え下さい 

11 時～19 時 

(※体験予約は 

 11:00～16:30) 

期間中無休 
京都市左京区聖護院円頓美町 21  

075-761-8001 

ＫＣＩギャラリー 
（京都服飾文化研究財団） 

図録「future beauty」展を

１冊プレゼント 

9 時 30 分～ 

    17 時 

(入館 16:30 まで) 

(土)･(日)･(祝) 

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) 
期間中無休 

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) 
期間中無休 

京都市左京区下鴨半木町 

075-724-2188 

京都府立堂本印象美術館 入館料無料 
9 時 30 分～ 

   17 時 

(入館 16:30 まで) 

(月)、 

3/30・3/31 

京都市北区平野上柳町 26-3 

075-463-0007 

全ての級でご利用頂けます！ 

◎ 期間限定のご優待（適用期間：２０２０年２月１日～３月３１日） 



★掲載の休館日はご優待期間中のものです。また休館日が祝日の場合は営業している施設もあります。詳細は施設ホームページをご確認下さい。(2020.2～) 

名 称 優待内容 営業時間 休 業 日 住 所・電話番号 

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) 

(2/24 開館､2/25 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 

１枚プレゼント 

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 

高台寺掌美術館 オリジナル絵はがき 
１枚プレゼント 

9 時 30 分～ 

   18 時 
(夜間拝観期間は 

   22:00 まで) 

無休 

(展示替により休館の場合有) 

京都市東山区高台寺下河原町

530 京・洛市「ねね」2 階 

075-561-1414 

   香老舗 松栄堂 

   薫習館 
来館記念品をプレゼント 10 時～17 時 無休 

京都市中京区烏丸通 

二条上ル東側 

075-212-5590 

琵琶湖疏水記念館 

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します 

9 時～17 時 
(入館 16:30 まで) 

(月) 
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６００円の１００円引 
優待期間内： 
9 時～17 時 

 (入場 16：30 まで) 
期間中無休 

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 
※夜間ライトアップを除く 

※二の丸御殿観覧料、展示収蔵館入館料 

は別途必要 

8 時 45 分～ 

   17 時 
（入城 16:00 まで） 

期間中無休 

京都市中京区二条通 

堀川西入二条城町 541 

075-841-0096 

立命館大学 
国際平和ミュージアム 

入館料無料 
9 時 30 分～ 

 16 時 30 分 
(入館 16:00 まで) 

(日) 
※2/23 は開館 

2/12､2/24､ 

3/23～3/31 

京都市北区等持院北町 56-1 

075-465-8151 

六波羅蜜寺 
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 

8 時 30 分～ 

   17 時 
(受付 16:30 まで) 

無休 

京都市東山区五条通 

大和大路上ル東 

075-561-6980 
 
 
 
 
 

名 称 優 待 内 容 優待適用期間 住 所・電話番号 

京都市京セラ美術館 

（京都市美術館） 

京都市京セラ美術館開館記念展 

京都の美術 250 年の夢 
-最初の一歩 コレクションの原点-  

団体料金で入館 
（１０００円の２００円引） 

◎3/21(土) ～ 4/5(日) 

10 時～18 時(入館 17:30 まで) 
※休館日：(月) 

京都市左京区岡崎円勝寺町 

124  

075-771-4334 

大谷大学 博物館 特別展を団体料金にて入館 
※内容は施設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご確認ください  

◎10 月～11 月の開催を予定    

※休館日：(日)・(月) 

京都市北区小山上総町 

075-411-8483 

大将軍八神社 方徳殿 
拝観料割引 

（一般５００円の１００円引） 

◎5/1(金) ～ 5/5(火・祝) 
10 時～16 時 

◎11/1(日) ～ 11/5(木) 

10 時～16 時 

京都市上京区一条通御前西入

48 

075-461-0694 

大丸ミュージアム 
（大丸京都店６階） 

スヌーピー展 
入場無料 

※チケット売り場窓口にて合格証提示、 

 入場券と引換 

◎3/11(水) ～ 3/23(月) 

10 時～20 時（受付 19:30 まで） 

※最終日は 10 時～17 時 

（受付 16:30 まで） 

京都市下京区四条通高倉西入

立売西町 79 

075-211-8111(代表) 

 

 

 

 

 文化施設の通年ご優待、 

ホテルの長期ご優待も実施中！ぜひご利用ください！  

◎ 上記期間以外の期間限定ご優待 

E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp    https://www.kyotokentei.ne.jp 

ＴＥＬ．０７５－３４１－９７６５ （平日９：００～１７：００）  

＜お問合せ＞ 京都商工会議所 会員部 検定事業課  

※ご使用の携帯電話からご覧いただけない場合は 

以下よりご覧ください。 

 https://www.kyotokentei.ne.jp/privilege.html 

 

各施設の詳細はこちら 

 

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

