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美術館名（都道府県順） 所在地／電話番号
優待内容（本人のみ）
＊以外は入館料割引

掬粋巧芸館 山形県東置賜郡川西町中小松2886／ 0238-42-3101 団体料金
本間美術館 山形県酒田市御成町7-7／ 0234-24-4311 100円割引
出羽桜美術館 山形県天童市一日町1-4-1／ 023-654-5050 団体料金
栗田美術館 栃木県足利市駒場町1542／ 0284-91-1026 団体料金
三井記念美術館 東京都中央区日本橋室町2-1-1-7F／ 03-5255-5866 *はがきセット進呈
松岡美術館 東京都港区白金台5-12-6／ 03-5449-0251 100円割引
五島美術館 東京都世田谷区上野毛3-9-25／ 03-3703-0661 団体料金
齋田記念館 東京都世田谷区代田3-23-35／ 03-3414-1006 100円割引
東京富士美術館 東京都八王子市谷野町492-1／ 042-691-4511 団体料金
箱根美術館 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300／ 0460-82-2623 100円割引
岡田美術館 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1／ 0460-87-3931 200円割引
敦井美術館 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23-1F／ 025-247-3311 団体料金
大樋美術館 石川県金沢市橋場町2-17／ 076-221-2397 団体料金
小松市立錦窯展示館 石川県小松市大文字町95-1／ 0761-23-2668 団体料金
能美市九谷焼美術館　
五彩館

石川県能美市泉台町南56／ 0761-58-6100 団体料金

越前古窯博物館 福井県丹生郡越前町小曽原107-1-169／ 0778-32-3262 団体料金
福井県陶芸館 福井県丹生郡越前町小曽原120-61／ 0778-32-2174 団体料金
サンリツ服部美術館 長野県諏訪市湖岸通り2-1-1／ 0266-57-3311 団体料金
MOA美術館 静岡県熱海市桃山町26-2／ 0557-84-2511 200円割引
佐野美術館 静岡県三島市中田町1-43／ 0559-75-7278 2割引
徳川美術館 愛知県名古屋市東区徳川町1017／ 052-935-6668 団体料金
INAXライブミュージアム 愛知県常滑市奥栄町1-130／ 0569-34-8282 団体料金
瀬戸蔵ミュージアム 愛知県瀬戸市蔵所町1-1／ 0561-84-1093 団体料金
メナード美術館 愛知県小牧市小牧5-250／ 0568-75-5787 団体料金
岐阜県現代陶芸美術館 岐阜県多治見市東町4-2-5／ 0572-28-3100 100円割引（企画展のみ）
多治見市モザイクタイル
ミュージアム

岐阜県多治見市笠原町2082-5／ 0572-43-5101 団体料金

野村美術館 京都府京都市左京区南禅寺下河原町61／ 075-751-0374 団体料金
高麗美術館 京都府京都市北区紫竹上ノ岸町15／ 075-491-1192 2割引（一般）
湯木美術館 大阪府大阪市中央区平野町3-3-9／ 06-6203-0188 100円割引
逸翁美術館 大阪府池田市栄本町12-27／ 0727-51-3865 団体料金
白鶴美術館 兵庫県神戸市東灘区住吉山手6-1-1／ 078-851-6001 2割引
兵庫陶芸美術館　 兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4／ 079-597-3961 団体料金
大和文華館 奈良県奈良市学園南1-11-6／ 0742-45-0544 団体料金
田部美術館 島根県松江市北堀町310-5／ 0852-26-2211 団体料金
大原美術館 岡山県倉敷市中央1-1-15／ 086-422-0005 団体料金
福岡東洋陶磁美術館 福岡県福岡市城南区七隈8-7-42／ 092-861-0054 団体料金
佐賀県立九州陶磁文化館 佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3100-1／ 0955-43-3681 *ポストカード進呈
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