○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。（例外あり★印）
・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。

全ての級でご利用頂けます！

◎ 通年のご優待（適用期間：２０２０年２月１日～２０２１年１月３１日）
名

称

優待内容

アサヒビール
大山崎山荘美術館

入館料の１００円引

井村美術館

入館料５００円の１００円引
※学生は 300 円の 60 円引

京都嵐山
オルゴール博物館
大西清右衛門美術館

10 時～17 時
(入館 16：30 まで)

11 時～17 時

休 業 日

075-957-3123(総合案内)

(水)、年末年始

京都市左京区下鴨松原町 29

年中無休

10 時～17 時

※大人料金

(入館 16：30 まで)

※ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等で
休館の場合あり

入館料９００円の１００円引

10 時～
16 時 30 分

(月)、年末年始、

オリジナル小物を
２０％割引で販売

10 時～17 時

所・電話番号

臨時休館日

※8 月は 1 か月間休館

(入館 16:00 まで)

住

(月)、年末年始、 京都府乙訓郡大山崎町銭原 5-3

入館料１０００円の５００円引

※展示期間につきましては、
必 ず ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを ご 確 認 く だ さ い

ギャラリー紫織庵

営業時間

展示替期間
不定休
※要予約

075-722-3300
京都市右京区嵯峨天龍寺
立石町 1-38
075-865-1020
京都府京都市中京区釜座町
18-1
075-221-2881
京都市上京区浄福寺通上立売上る
075-241-0215

２月・３月：入館料無料

京都市学校歴史博物館

京都酢屋 ギャラリー龍馬

４月～２０２1 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

入場料５００円の１００円引

9 時～17 時

京都清宗根付館

入館料１０００円の２００円引

京都市下京区御幸町通仏光寺
下る橘町 437

(入館 16：30 まで)

年末年始
(12/28～1/4)

10 時 30 分～

(水)、年末年始

京都市中京区河原町三条下ル龍馬通

※臨時休業あり

075-211-7700

17 時

２月・３月：入館料無料
４月～２０２１年１月：

(水)、

(月)、年末年始、
10 時～17 時
(入館 16:30 まで)

075-344-1305

※臨時休業あり

京都市中京区壬生賀陽御所町
46-1
075-802-7000

(火)･(水)･(祝)

京都市中京区三条上ル

夏季休暇

※小中高生は料金が変わります

京都伝統工芸館

入館料３００円の２００円引

10 時～
17 時 30 分
(入館 17：00 まで)

京都万華鏡ミュージアム
姉小路館
鞍馬寺内

オリジナルポストカード
プレゼント

鞍馬山霊宝殿

入館料２００円の１００円引

(鞍馬山博物館)

※別途鞍馬寺愛山費 300 円が必要

10 時～18 時
(受付 17：30 まで)

※イベント開催時は
祝日開館

(月)、年末年始

(月)
9 時～16 時

12/12～2/29 まで
冬季休館

075-229-1010
京都市中京区曇華院前町 706-3
075-254-7902
京都市左京区鞍馬本町 1074
075-741-2003

(水)、年末年始、

高麗美術館

オリジナルポストカード
プレゼント

10 時～17 時

展示替期間

(入館 16：30 まで)

12/11～3/31 まで
冬季休館

京都市北区紫竹上岸町 15
075-491-1192

★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
入館料を団体料金に

嵯峨嵐山文華館

（９００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
福田美術館
島津製作所
創業記念資料館

休 業 日

10 時～17 時

(火)、年末年始

(入館 16：30 まで)

展示替期間

10 時～17 時
(入館 16：30 まで)

(火)、年末年始
展示替期間

入館料３００円の２割引

9 時 30 分～
17 時

(水)・年末年始

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

茶道資料館
（ちゃどうしりょうかん）

八幡市立
松花堂庭園・美術館

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対象外）

特別展・企画展・シリーズ展
いずれも団体料金にて入館

龍谷大学
龍谷ミュージアム

★ご本人様含む 4 名まで

黎明教会資料研修館

オリジナル絵はがき
プレゼント

京都市右京区嵯峨天龍寺
芒ノ馬場町 11
京都市右京区嵯峨天龍寺
芒ノ馬場町 3-16

京都市中京区木屋町二条南
075-255-0980

(入館 16：30 まで)

10 時～17 時
(入館 16：30 まで)

9 時 30 分～
16 時 30 分
(入館 16:00 まで)

9 時～17 時
(入館 16：30 まで)

10 時～17 時
(入館 16：30 まで)

10 時～16 時

所・電話番号

075-863-0606

年末年始、
展示替期間

入館料を団体料金に
・通常展 700 円→600 円
・特別展 1000 円→900 円
※入館者には呈茶が付きます
（抹茶とお菓子/10 時～16 時）

住

075-882-1111

（１３００円の１００円引）
※小中高生は料金が変わります

★同伴者も同様

相国寺承天閣美術館

営業時間

(月)、年末年始
展示替期間

(月)、年末年始

原則(月)
※展示替等で

京都市上京区今出川通烏丸東入
相国寺門前町 701
075-241-0423
京都市上京区堀川通寺之内上る
裏千家センター内
075-431-6474
京都府八幡市八幡女郎花 43-1
075-981-0010
京都市下京区堀川通正面下る
（西本願寺前）

休館の場合あり

(火)・(水)
展示替期間

075-351-2500
京都市左京区吉田神楽岡町
3-6
075-751-0369

『ギア-GEAR-』チケット割引優待
優待内容：チケット代１０００円割引
※平日昼・夜公演に限る、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。

電話番号：０１２０－９３７－８８２(１０時～１９時)
所在地：京都市中京区三条御幸町東南角 1928 ビル３階

休館日：不定休

各施設の詳細はこちら
※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

＜お問合せ＞京都商工会議所

E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp

会員部

検定事業課

https://www.kyotokentei.ne.jp

ＴＥＬ．０７５－３４１－９７６５ （平日９：００～１７：００）

文化施設の期間限定ご優待、
ホテルの長期ご優待も実施中！ぜひご利用ください！
★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～)

