
京 都 市 キ ャ ン パ ス 文 化 パ ー ト ナ ー ズ 制 度京 都 市 キ ャ ン パ ス 文 化 パ ー ト ナ ー ズ 制 度京 都 市 キ ャ ン パ ス 文 化 パ ー ト ナ ー ズ 制 度京 都 市 キ ャ ン パ ス 文 化 パ ー ト ナ ー ズ 制 度    
京都市では，公益財団法人大学コンソーシアム京都に加盟する大学及び短期大学の学生を対象に，京都の多

彩な文化芸術に親しむ機会を提供するとともに，文化芸術活動への参画を通じて地域社会との接点を構築し，

学生の文化芸術に対する理解を深め，学生生活をより豊かなものとするため，「京都市キャンパス文化パート

ナーズ制度」を設けています。 

                                     

優待優待優待優待特典特典特典特典    

市関係施設市関係施設市関係施設市関係施設    

京都市美術館京都市美術館京都市美術館京都市美術館（京展，コレクション展，所蔵品展に限る）（京展，コレクション展，所蔵品展に限る）（京展，コレクション展，所蔵品展に限る）（京展，コレクション展，所蔵品展に限る）    

住京都市左京区岡崎円勝寺町１２４ 
電０７５-７７１-４１０７ 
営９：００～１７：００（入館～１６：３０） 
休月（祝日の場合は開館），年末年始 
交市バス「京都会館美術館前」地下鉄東西線「東山駅」 
 

入館料入館料入館料入館料    １００円１００円１００円１００円    
 

京都国際マンガミュージアム京都国際マンガミュージアム京都国際マンガミュージアム京都国際マンガミュージアム（特別展（特別展（特別展（特別展は対象外）は対象外）は対象外）は対象外）    
住京都市中京区烏丸御池上る 
電０７５-２５４-７４１４ 
営１０：００～１８：００（入館～１７：３０） 
休水（祝日の場合は翌平日），年末年始 
交市バス「烏丸御池」地下鉄「烏丸御池駅」 
 

入場料入場料入場料入場料    ８００円８００円８００円８００円    ⇒⇒⇒⇒    ６４０円６４０円６４０円６４０円    
 

京都市動物園京都市動物園京都市動物園京都市動物園    
住京都市左京区岡崎法勝寺町 
電０７５-７７１-０２１０ 
営３～１１月９：００～１７：００（入園～１６：３０） 
１２～２月９：００～１６：３０（入園～１６：００） 

休月（祝日の場合は翌平日），年末年始  
交市バス「動物園前」地下鉄東西線「蹴上駅」 

入園料入園料入園料入園料    ６００円６００円６００円６００円    ⇒⇒⇒⇒    １００円１００円１００円１００円    
 

京都市青少年科学センター京都市青少年科学センター京都市青少年科学センター京都市青少年科学センター    

住京都市伏見区深草池ノ内町１３ 
電０７５-６４２-１６０１ 
営９：００～１７：００（入館～１６：３０） 
休木（祝日の場合は翌平日，春・夏・冬休みは開館），
１２／２８～１／３ 

交市バス「青少年科学センター前」京阪「藤森駅」 

入場入場入場入場料料料料    ５５５５００円００円００円００円    ⇒⇒⇒⇒    ２２２２５５５５０円０円０円０円    

    プラネタリウム観覧料プラネタリウム観覧料プラネタリウム観覧料プラネタリウム観覧料    ５００円５００円５００円５００円    ⇒⇒⇒⇒    ２５０円２５０円２５０円２５０円    
 

元離宮二条城元離宮二条城元離宮二条城元離宮二条城（ライトアップ，お正月庭園公開を除く）（ライトアップ，お正月庭園公開を除く）（ライトアップ，お正月庭園公開を除く）（ライトアップ，お正月庭園公開を除く）    

住京都市中京区二条通堀川西入二条城町５４１ 
電０７５-８４１-００９６ 
営８：４５～１７：００（入城～１６：００） 
休１２╱２６～１╱４，毎年７・８・１２・１月の毎週火 
交市バス「二条城前」地下鉄東西線「二条城前駅」 
 

入城料入城料入城料入城料    ６００円６００円６００円６００円    ⇒⇒⇒⇒    １００円１００円１００円１００円    
 

市民狂言会（年４回開催）市民狂言会（年４回開催）市民狂言会（年４回開催）市民狂言会（年４回開催）    
住京都観世会館 京都市左京区岡崎円勝寺町４４ 
電０７５-２１３-１０００（京都芸術センター） 
交市バス「京都会館美術館前」地下鉄東西線「東山駅」 
 

鑑賞料金鑑賞料金鑑賞料金鑑賞料金        

当日券３，０００円当日券３，０００円当日券３，０００円当日券３，０００円    ⇒⇒⇒⇒    １，５００円１，５００円１，５００円１，５００円    
 

無鄰菴無鄰菴無鄰菴無鄰菴    
住京都市左京区南禅寺草川町３１番地 
電０７５-７７１-３９０９ 
営９：００～１７：００（入場～１６：３０） 
休年末年始 
交市バス「京都会館美術館前」地下鉄東西線「蹴上駅」 
 

入場入場入場入場料料料料    ４００円４００円４００円４００円    ⇒⇒⇒⇒    １００円１００円１００円１００円    
 

京都伝統産業ふれあい館京都伝統産業ふれあい館京都伝統産業ふれあい館京都伝統産業ふれあい館（体験は土・日・祝日に限る）（体験は土・日・祝日に限る）（体験は土・日・祝日に限る）（体験は土・日・祝日に限る）    
住京都市左京区岡崎成勝寺町９-１（京都市勧業館内Ｂ１Ｆ） 
電０７５-７６２-２６７０ 
営９：００～１７：００（入館～１６：３０） 
 ※体験受付９：３０～１６：００ 
休年末年始，夏季メンテナンス期間 
交市バス「京都会館美術館前」地下鉄東西線「東山駅」 

摺型友禅染体験全種類１００円引摺型友禅染体験全種類１００円引摺型友禅染体験全種類１００円引摺型友禅染体験全種類１００円引    
 

岩倉具視幽棲旧宅岩倉具視幽棲旧宅岩倉具視幽棲旧宅岩倉具視幽棲旧宅    
住京都市左京区岩倉上蔵町１００番地 
電０７５-７８１-７９８４ 
営９：００～１７：００（入場～１６：３０） 
休月（祝日の場合は翌日休館），年末年始 
交京都バス「岩倉実相院」 
 

入園料入園料入園料入園料    ３３３３００円００円００円００円    ⇒⇒⇒⇒    １００円１００円１００円１００円    

京都市京都市京都市京都市学校歴史博物館学校歴史博物館学校歴史博物館学校歴史博物館    
住京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４３７ 
電０７５-３４４-１３０５ 
営９：００～１７：００（入館～１６：３０） 
休水（祝日の場合は翌平日），１２／２８～１／４ 
交市バス「四条河原町」 
 

入館料入館料入館料入館料    ２００円２００円２００円２００円    ⇒⇒⇒⇒    １１１１０００００円０円０円０円    
 

京都万華鏡ミュージアム姉小路館京都万華鏡ミュージアム姉小路館京都万華鏡ミュージアム姉小路館京都万華鏡ミュージアム姉小路館    
住京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町 706-3 
電０７５-２５４-７９０２ 
営１０：００～１８：００（入館～１７：３０） 
休月（祝日の場合は翌平日） 
交市バス「烏丸御池」地下鉄「烏丸御池駅」 
 

ポストカードポストカードポストカードポストカード╱３枚セット進呈╱３枚セット進呈╱３枚セット進呈╱３枚セット進呈    
 

登録は QRコードから 

空メールを送信→→→→ 

http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/kmma/
https://www.kyotomm.jp/
http://www5.city.kyoto.jp/zoo/
http://www.edu.city.kyoto.jp/science/
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/nijojo/
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000142555.html
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunka/murin_an/about/index.html
https://kmtc.jp/
https://iwakura-tomomi.jp/
http://k-kaleido.org/
http://kyo-gakurehaku.jp/


大学ミュージアム大学ミュージアム大学ミュージアム大学ミュージアム    

京都工芸繊維大学美術工芸資料館京都工芸繊維大学美術工芸資料館京都工芸繊維大学美術工芸資料館京都工芸繊維大学美術工芸資料館    
住京都市左京区松ヶ崎橋上町 
電０７５-７２４-７９２４ 
営１０：００～１７：００（入館～１６：３０） 
休日・祝日，年末年始，展示替え期間，入学試験日等 
交地下鉄烏丸線「松ヶ崎駅」 
 

入館料入館料入館料入館料    １５０円１５０円１５０円１５０円    ⇒⇒⇒⇒    無料無料無料無料 
 

    

龍谷ミュージアム龍谷ミュージアム龍谷ミュージアム龍谷ミュージアム    
住京都市下京区堀川通正面下る（西本願寺前） 
電０７５-３５１-２５００ 
営１０：００～１７：００（入館～１６：３０） 
休月（祝日の場合は翌平日） 
交市バス「西本願寺前」地下鉄烏丸線「五条駅」 

平常展平常展平常展平常展    大学生入館料大学生入館料大学生入館料大学生入館料    ４００円⇒３００円４００円⇒３００円４００円⇒３００円４００円⇒３００円    

※特別展・企画展は窓口でご確認下さい※特別展・企画展は窓口でご確認下さい※特別展・企画展は窓口でご確認下さい※特別展・企画展は窓口でご確認下さい    
 

大谷大学博物館大谷大学博物館大谷大学博物館大谷大学博物館    
住京都市北区小山上総町 
電０７５-４１１-８４８３ 
営１０：００～１７：００ 
休日・月，授業開催日以外の祝日 
交地下鉄烏丸線「北大路駅」 
 

企画展企画展企画展企画展    ２００円２００円２００円２００円    ⇒⇒⇒⇒    無料無料無料無料    

特別展特別展特別展特別展    ５００円５００円５００円５００円    ⇒⇒⇒⇒    無料無料無料無料    
 

立命館大学国際平和立命館大学国際平和立命館大学国際平和立命館大学国際平和ミュージアムミュージアムミュージアムミュージアム    
住京都市北区等持院北町５６－１ 
電０７５-４６５-８１５１ 
営９：３０～１６：３０（入館～１６：００） 
休月（祝日の場合は翌平日），年末年始，夏期休暇中の
一定期間 

交市バス「立命館大学前」「わら天神前」 

見学資料費見学資料費見学資料費見学資料費        ４００４００４００４００円⇒円⇒円⇒円⇒３５０３５０３５０３５０円円円円    
 

京都大学総合博物館京都大学総合博物館京都大学総合博物館京都大学総合博物館    
住京都市左京区吉田本町 
電０７５-７５３-３２７２ 
営９：３０～１６：３０（入館～１６：００） 
休月・火，年末年始 
交市バス「百万遍」 京阪本線「出町柳駅」 
 

入館料入館料入館料入館料    ３００円⇒３００円⇒３００円⇒３００円⇒    無料無料無料無料    
 

  
 

京都教育大学教育資料館京都教育大学教育資料館京都教育大学教育資料館京都教育大学教育資料館まなびの森ミュージアムまなびの森ミュージアムまなびの森ミュージアムまなびの森ミュージアム    

住京都市伏見区深草藤森町１番地 
電０７５-６４４-８１７５ 
営１３：３０～１７：００ 
休火・木・土・日，祝日，年末年始 
交地下鉄烏丸線「北大路駅」 
 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

嵯峨嵯峨嵯峨嵯峨美術美術美術美術大学大学大学大学・嵯峨美術短期大学・嵯峨美術短期大学・嵯峨美術短期大学・嵯峨美術短期大学附属附属附属附属博物館博物館博物館博物館    
住京都市右京区嵯峨五島町１番地 
電０７５-８６４-７８９８ 
営１０：００～１７：００ 
休日 
交市バス・京都バス「車折神社前」  
京福嵐山本線「車折神社駅」 

 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

京都市立芸術大学芸術資料館京都市立芸術大学芸術資料館京都市立芸術大学芸術資料館京都市立芸術大学芸術資料館    
住京都市西京区大枝沓掛町１３－６ 
電０７５-３３４－２２３２ 
営９：００～１７：００ 
休月（休日の場合は翌日） 
交京阪京都交通バス「芸大前」 
 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

京都精華大学ギャラリーフロール京都精華大学ギャラリーフロール京都精華大学ギャラリーフロール京都精華大学ギャラリーフロール    
住京都市左京区岩倉木野町１３７ 
電０７５-７０２-５２９１ 
営１０：３０～１８：３０ 
休日・祝日，大学が定めた日 
交叡山電鉄鞍馬線「京都精華大前」 
 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

京都造形芸術大学芸術館京都造形芸術大学芸術館京都造形芸術大学芸術館京都造形芸術大学芸術館    
住京都市左京区北白川瓜生山２－１１６ 
電０７５-７９１-９１８２ 
営１１：００～１８：００ 
休日・祝日 
交市バス「上終町京都造形芸大前」 
 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

同志社大学歴史資料館同志社大学歴史資料館同志社大学歴史資料館同志社大学歴史資料館    
住京田辺市多々羅都谷１－３（本館） 
電０７７４-６５-７２５５ 
営１０：００～１１：３０ １２：３０～１６：００ 
休土・日・祝日（ただし，夏期及び冬期休暇除く） 
交近鉄京都線「興戸駅」 JR 学研都市線「同志社前駅」 
 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

花園大学歴史花園大学歴史花園大学歴史花園大学歴史博物館博物館博物館博物館    
住京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１ 
電０７５-８１１-５１８１ 
営１０：００～１６：００（土曜は１４：００まで） 
休日，全学休講日 
交 JR 嵯峨野線「円町駅」 市バス「太子道」 
 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

佛教大学宗教文化ミュージアム佛教大学宗教文化ミュージアム佛教大学宗教文化ミュージアム佛教大学宗教文化ミュージアム    
住京都市右京区嵯峨広沢西裏町５－２６ 
電０７５-８７３-３１１５ 
営１０：００～１７：３０（入館～１７：００） 
休日・祝日，年末年始，大学が定める日他 
交市バス「広沢池・佛大広沢校地前」「山越」 
 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

立命館大学アート・リサーチセンター立命館大学アート・リサーチセンター立命館大学アート・リサーチセンター立命館大学アート・リサーチセンター    
住京都市北区等持院北町５６－１ 
電０７５-４６６-３４１１ 
営９：３０～１７：００※展覧会は不定期開催 
休土・日・祝日，年末年始，夏期一斉休業期間 
交市バス「立命館大学前」  
京福嵐山本線・北野線「竜安寺駅」「等持院駅」 

入館料入館料入館料入館料    無無無無    料料料料    
 

  
 

http://www.museum.kit.ac.jp/
http://museum.ryukoku.ac.jp/
http://www.otani.ac.jp/kyo_kikan/museum/
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/
http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/
http://manabinomori.kyokyo-u.ac.jp/manabinomori.html
http://www.kyoto-saga.ac.jp/about/museum/
http://w3.kcua.ac.jp/muse/
http://www.kyoto-seika.ac.jp/fleur/
http://geijutsu-kan.com/
http://hmuseum.doshisha.ac.jp/
https://www.hanazono.ac.jp/about/museum/
http://www.bukkyo-u.ac.jp/facilities/museum/
http://www.arc.ritsumei.ac.jp/


その他の優待施設その他の優待施設その他の優待施設その他の優待施設    

京都絞り工芸館京都絞り工芸館京都絞り工芸館京都絞り工芸館    

住京都市中京区油小路通御池南入 
電０７５-２２１-４２５２ 
営９：００～１７：００ 
休不定休 
交地下鉄東西線「二条城前」 
 

入館料入館料入館料入館料    ５００５００５００５００円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ４００４００４００４００円円円円    
 

    

島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所    創業記念資料館創業記念資料館創業記念資料館創業記念資料館    

住京都市中京区木屋町二条下ル 
電０７５-２５５-０９８０ 
営９：３０～１６：３０ 
休水（祝日を除く） 
交市バス「京都市役所前」地下鉄東西線「京都市役所前駅」 
 

入館料入館料入館料入館料    ３００３００３００３００円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ２４０２４０２４０２４０円円円円    
 

藤森神社藤森神社藤森神社藤森神社    宝物殿宝物殿宝物殿宝物殿    

住京都市伏見区深草鳥居崎町６０９ 
電０７５-６４１-１０４５ 
営９：００～１６：００ 
休５／１～５／５，神社諸行事時 
交京阪「墨染駅」 
 

志納金志納金志納金志納金    ⇒⇒⇒⇒    無料無料無料無料    
 

  
 

霊山歴史館（幕末維新ミュージアム）霊山歴史館（幕末維新ミュージアム）霊山歴史館（幕末維新ミュージアム）霊山歴史館（幕末維新ミュージアム）    

住京都市東山区清閑寺霊山町１ 
電０７５-５３１-３７７３ 
営１０：００～１６：００ 
休月（祝日の場合は翌平日），年末年始 
交市バス「東山安井」 
 

入館料入館料入館料入館料    ５０５０５０５００円０円０円０円    ⇒⇒⇒⇒    ４００円４００円４００円４００円（特別展示は別料金）（特別展示は別料金）（特別展示は別料金）（特別展示は別料金）    
 

 
  
 

宮井ふろしき・宮井ふろしき・宮井ふろしき・宮井ふろしき・袱紗ギャラリー袱紗ギャラリー袱紗ギャラリー袱紗ギャラリー    

住京都市中京区室町通六角下ル鯉山町５１０ 
電０７５-２２１-１０７６ 
営１０：００～１７：００ 
休土・日・祝日 
交地下鉄烏丸線「四条駅」 
 

入館料入館料入館料入館料    ５００円５００円５００円５００円    ⇒⇒⇒⇒    ３００円３００円３００円３００円    
 

高台寺掌美術館高台寺掌美術館高台寺掌美術館高台寺掌美術館        

住京都市東山区高台寺下河原町 530 
電０７５-５６１-１４１４ 
営９：３０～１８：００ 
休１２/３１休館 
交市バス「東山安井」 
 

ポストカード／１枚進呈ポストカード／１枚進呈ポストカード／１枚進呈ポストカード／１枚進呈    
 

西陣くらしの美術館西陣くらしの美術館西陣くらしの美術館西陣くらしの美術館    冨田屋冨田屋冨田屋冨田屋    

住京都市上京区大宮通一条上ル 
電０７５-４３２-６７０１ 
営１０：００～１７：００ 
休無休 
交市バス「一条戻り橋」「今出川大宮」 
 

写真のプレゼント写真のプレゼント写真のプレゼント写真のプレゼント（要事前予約）（要事前予約）（要事前予約）（要事前予約）    
 

大西清右衛門美術館大西清右衛門美術館大西清右衛門美術館大西清右衛門美術館（企画展・特別展のみ開館）（企画展・特別展のみ開館）（企画展・特別展のみ開館）（企画展・特別展のみ開館）    
住京都市中京区三条通新町西入釜座町１８－１ 
電０７５-２２１-２８８１ 
営１０：００～１６：００ 
休月（祝日の場合は翌平日） 
交地下鉄烏丸線╱東西線「烏丸御池」 
 

ポストカード／１枚進呈ポストカード／１枚進呈ポストカード／１枚進呈ポストカード／１枚進呈    
 

※※※※窓口で窓口で窓口で窓口で「京都市キャンパス文化パートナーズ制度会員証」及び「「京都市キャンパス文化パートナーズ制度会員証」及び「「京都市キャンパス文化パートナーズ制度会員証」及び「「京都市キャンパス文化パートナーズ制度会員証」及び「学生証学生証学生証学生証」」」」を提示ください。を提示ください。を提示ください。を提示ください。    

※特別展など，優待対象外の期間がある施設もあります。詳しくは各施設の※特別展など，優待対象外の期間がある施設もあります。詳しくは各施設の※特別展など，優待対象外の期間がある施設もあります。詳しくは各施設の※特別展など，優待対象外の期間がある施設もあります。詳しくは各施設の HPHPHPHP 等でご確認ください。等でご確認ください。等でご確認ください。等でご確認ください。    

    

＜対象大学＞公益財団法人大学コンソーシアム＜対象大学＞公益財団法人大学コンソーシアム＜対象大学＞公益財団法人大学コンソーシアム＜対象大学＞公益財団法人大学コンソーシアム京都加盟大学京都加盟大学京都加盟大学京都加盟大学    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ：京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 TEL：075-366-0033 FAX：075-213-3181 

京都大学 京都経済短期大学 種智院大学
京都教育大学 京都光華女子大学 成安造形大学
京都工芸繊維大学 京都光華女子大学短期大学部 同志社大学
京都市立芸術大学 京都産業大学 同志社女子大学
京都府立大学 京都女子大学 花園大学
京都府立医科大学 京都精華大学 佛教大学
福知山公立大学 京都西山短期大学 平安女学院大学
池坊短期大学 京都聖母女学院短期大学 平安女学院大学短期大学部
大谷大学 京都造形芸術大学 明治国際医療大学
大谷大学短期大学部 京都橘大学 立命館大学
京都医療科学大学 京都ノートルダム女子大学 龍谷大学
京都外国語大学 京都美術工芸大学 龍谷大学短期大学部
京都外国語短期大学 京都文教大学 大阪医科大学
京都学園大学 京都文教短期大学 京都情報大学院大学
京都華頂大学 京都薬科大学 放送大学　京都学習センター
華頂短期大学 嵯峨美術大学
京都看護大学 嵯峨美術短期大学

https://www.shibori.jp/
https://www.shimadzu.co.jp/visionary/memorial-hall/
http://www.fujinomorijinjya.or.jp/index.html
http://www.ryozen-museum.or.jp/
http://www.miyai-net.co.jp/gallery/kyoto.html
http://www.tondaya.co.jp/
http://www.seiwemon-museum.com/
http://www.kodaiji.com/museum/

