
2023

関西50の「美術館・博物館」からの贈り物！

パス・ブック［入場証］＋ガイド・ブック［案内書］をセットで発売中。
お得で、便利で、価値ある2冊。

大好評につき参加施設の『展覧会年間全日程一覧』を一挙に掲載
〈スタンプラリー・プレゼント〉を応募者に抽選で進呈
期間限定「スタンプラリー完走もれなくプレゼント」を特別実施

参加施設の該当する年間約200の展覧会を有効期限内に無料または
割引料金で利用できるパス・ブック［入場証］と便利で楽しい
ガイド・ブック［案内書］がセット

●大阪エリア

●京都エリア

●滋賀エリア
　
　

●兵庫エリア

●奈良エリア

●和歌山エリア

公式サイトは
こちらから

関西50の「美術館・博物館」からの贈り物！

2023

只今、好評発売中！
「ミュージアムぐるっとパス・関西」実行委員会

電話070-1850-1414 （10：00～17：00　土・日・祝日を除く）1,100

パス・ブック［入場証］＋ガイド・ブック［案内書］をセットで発売中。
お得で、便利で、価値ある2冊。

2023感
謝とともに1

9年

利用有効期限 3ヵ月間

＊ぴあ、コンビニエンスストアでの扱いは引換券になります。

パス・ブック［入場証］
＋

ガイド・ブック［案内書］

●大阪エリア
国立国際美術館　
国立民族学博物館　
大阪日本民芸館
大阪歴史博物館　
あべのハルカス美術館
絹谷幸二 天空美術館
大阪企業家ミュージアム
上方浮世絵館
山王美術館
堺 アルフォンス・ミュシャ館
　（堺市立文化館）

小林美術館
和泉市久保惣記念美術館

●京都エリア
京都国立博物館
京都国立近代美術館
京都文化博物館
清水三年坂美術館
龍谷大学 龍谷ミュージアム　

茶道資料館
京都伝統工芸館
細辻伊兵衛美術館 ※
福田美術館
嵯峨嵐山文華館
京都市京セラ美術館

●滋賀エリア
滋賀県立美術館　
佐川美術館　

●兵庫エリア
兵庫県立美術館　
横尾忠則現代美術館
兵庫陶芸美術館
KOBEとんぼ玉ミュージアム
フェリシモ チョコレート ミュージアム ※
神戸市立小磯記念美術館
白鶴美術館
西宮市大谷記念美術館　
笹倉鉄平ちいさな絵画館

芦屋市立美術博物館
芦屋市谷崎潤一郎記念館

●奈良エリア
奈良国立博物館
奈良文化財研究所 飛鳥資料館
奈良県立美術館
奈良県立万葉文化館
奈良県立
　橿原考古学研究所附属博物館
入江泰𠮷記念奈良市写真美術館
入江泰𠮷旧居
名勝依水園・寧楽美術館
松伯美術館
大和文華館

●和歌山エリア
和歌山県立近代美術館
和歌山県立博物館
田辺市立美術館
熊野古道なかへち美術館
　　　  　　　　※印の施設は新規参加の施設です。

大好評につき参加施設の『展覧会年間全日程一覧』を一挙に掲載全国初

参加施設の該当する年間約200の展覧会を有効期限内に無料または
割引料金で利用できるパス・ブック［入場証］と便利で楽しい
ガイド・ブック［案内書］がセット

発売中

〈スタンプラリー・プレゼント〉を応募者に抽選で進呈実施中
期間限定「スタンプラリー完走もれなくプレゼント」を特別実施新企画

公式サイトは
こちらから

●発　売　期　間
●ご 利 用 期 間

●最終利用有効日

2024年 1月 31日（水）まで
2023年 4月 　1日（土）～
2024年 3月 31日（日）まで
2024年 3月 31日（日）

パス・ブック［入場証］

パス・ブック[入場証]
ガイド・ブック[案内書]
2冊セットで超お得

7館以上の観覧で
スタンプラリー
応募可能

関西地区の
魅力的な50館を
無料や割引で
利用可能

パス・ブック[入場証]
ガイド・ブック[案内書]
2冊セットで超お得

7館以上の観覧で
スタンプラリー
応募可能

関西地区の
魅力的な50館を
無料や割引で
利用可能

大好評

スタンプラリー

大集合

パス・ブック［入場証］  1,100円

有効期間　利用開始日を含む3ヶ月間有効
利用期間　2023年4月1日～2024年3月31日

2023感

謝とともに1
9年

2023

パス・ブック［入場証］

2023

パス・ブック［入場証］

ガイド・ブック［案内書］

ガイド・ブック[案内書]
パス・ブック[入場証]
2冊セットで大人気

お得情報
ものしり情報
おすすめ情報が満載

関西地区
50館の展覧会
年間全日程を
一挙掲載

ガイド・ブック[案内書]
パス・ブック[入場証]
2冊セットで大人気

お得情報
ものしり情報
おすすめ情報が満載

関西地区
50館の展覧会
年間全日程を
一挙掲載

大好評

楽しいガイド

全国初

ガイド・ブック［案内書］

利用期間　2023年4月1日～2024年3月31日

2023感

謝とともに1
9年

ガイド・ブック［案内書］

20232023

ガイド・ブック［案内書］

《販売窓口》
●「ミュージアムぐるっとパス・関西2023」参加の関西地区50施設　●ジュンク堂書店・丸善書店（関西の主要店）、大垣書店（主要店）、梅田 蔦屋書店
●チケットぴあ（Pコード686-426）　●ローソンチケット（Lコード53879）、ローソン・ミニストップ

チラシ表・B2ポスター　販促用2023チラシ表・B2ポスター　販促用2023



関西50の「美術館・博物館」からの贈り物！
「ミュージアムぐるっとパス・関西２０23」について

ぐるっとパスのご利用法

パス・ブック［入場証］＋ガイド・ブック[案内書]をセットで発売中。
お得で、便利で、価値ある2冊です。

●パス・ブック［入場証］を初回利用時に、各館入口で日付印を
押します。有効期限は押印表示された、その日までです。

●必ずご使用前にスタンプ押印面に署名をして下さい。署名
された本人のみ、有効期限内に利用できます。

●このパスは払い戻し、他の割引券との併用等はできません。

大好評につき参加施設の『展覧会年間全日程一覧』を一挙に掲載全 国初

期間限定「スタンプラリー完走もれなくプレゼント」を特別実施新 企画

参加施設の該当する展覧会を有効期限内に無料・割引等で利用できる
パス・ブック［入場証］と楽しいガイド・ブック［案内書］がセット

発 売中

〈スタンプラリー・プレゼント〉を応募者に　　  で進呈実 施中 抽選

2023.3.1現在
は無料でご入館いただけます。

※このパスは一般（大人）料金が対象です。　※館名のあとに※印のある施設は新参加です。　※都合により変更になる場合があります。事前にご確認ください。
はそれぞれの条件にて割引料金でご入館いただけますが、割引額は各館により異なります。詳しくは「パス・ブック［入場証］」をご覧ください。

「ミュージアムぐるっとパス・関西2023」　参加施設 ＆ 入場特典一覧
施設名 ＆ 入館特典

福田美術館 入館割

嵯峨嵐山文華館　　 入館割

大阪日本民芸館 入館割

あべのハルカス美術館 入館割

入館割絹谷幸二 天空美術館

上方浮世絵館 700円→無料

小林美術館 入館割

大阪企業家ミュージアム 300円→無料

京都伝統工芸館 300円→無料

堺 アルフォンス・ミュシャ館 510円→無料

京都国立近代美術館
企画展・特別展割コレクション展 430円→無料

横尾忠則現代美術館 入館割

KOBEとんぼ玉ミュージアム 入館割

フェリシモ チョコレート ミュージアム ※ 入館割

奈良国立博物館
名品展・特別陳列・特集展示 700円→無料

※特別展は利用対象外

入館割入江泰𠮷記念奈良市写真美術館

200円→無料入江泰𠮷旧居

和歌山県立近代美術館 入館割

松伯美術館 入館割

和歌山県立博物館 常設展・企画展・特別展割

名勝依水園・寧楽美術館 入館（園）割

笹倉鉄平ちいさな絵画館 企画展 400円→無料清水三年坂美術館 入館割

細辻伊兵衛美術館 ※ 入館割
（手ぬぐいのチケット付き）

奈良県立万葉文化館 館蔵品展・特別展割

奈良県立美術館 特別展・企画展割

奈良文化財研究所 飛鳥資料館
※特別展・企画展開催時は利用不可常設展 350円→無料

企画展・特別展割

茶道資料館 通常展・特別展割

滋賀県立美術館 常設展・企画展割

神戸市立小磯記念美術館 常設展・特別展割

※コレクションルーム以外は利用対象外
京都市京セラ美術館 コレクションルーム割

兵庫県立美術館 特別展・コレクション展割

白鶴美術館 入館割

大和文華館 平常展（特別企画展）・特別展割

国立国際美術館
特別展・企画展割コレクション展 430円→無料

和泉市久保惣記念美術館
特別展・特別陳列割常設展 500円→無料

田辺市立美術館 260円・600円→無料

入館割（4/1～12/13）佐川美術館
期間限定1,200円→無料（12/14～2024・2/25に利用可）

京都国立博物館
名品ギャラリー 700円→無料 特別展割

大阪歴史博物館
※特別展は利用対象外
常設展・特別企画展割

国立民族学博物館
常設展・企画展 580円→無料 特別展割

龍谷大学 龍谷ミュージアム
特別展割シリーズ展 550円→無料

京都文化博物館 特別展割

総合展示 500円→無料 フィルムシアター（3階）も入場可
熊野古道なかへち美術館
（田辺市立美術館 分館）

400円→無料

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
特別展割常設展割（特別展開催時は利用不可）

芦屋市立美術博物館 入館割

芦屋市谷崎潤一郎記念館 入館割

兵庫陶芸美術館 入館割

山王美術館 入館割

西宮市大谷記念美術館 入館割

販売窓口のご案内
●参加している「関西地区」の全50施設（下段に掲載の施設）
●ジュンク堂書店・丸善書店（関西地区の主要店）、大垣書店（主要店）、
　梅田 蔦屋書店 等
●チケットぴあ （Pコード 686-426）
●ローソンチケット （Lコード 53879）　ローソン・ミニストップ
（注）ぴあ、コンビニでの扱いは引換券となりますが参加各施設の窓口で交換いた
　　だき、交換後すぐにご利用できます。

チラシウラ　販促用　2023チラシウラ　販促用　2023


