TAKE FREE

利用期間 Valid Period

2022

ミュージアム

周遊パス

8 /1 ▲ 2023 1/31

長崎歴史文化博物館

Nagasaki Museum of History
and Culture

大分県立美術館

Oita Prefectural Art Museum

188施設の特典クーポン付！

Museum
Excursion Pass
It comes with special coupons
you can use at 188 premises!

熊本県立美術館

Kumamoto Prefectural Museum of Art

九州国立博物館

Kyushu National Museum

鹿児島県奄美パーク

Kagoshima Prefectural Amami Park

宮崎県立美術館

Miyazaki Prefectural Art Museum

山口県立美術館

Yamaguchi Prefectural
Art Museum

沖縄県立博物館・美術館

Okinawa Prefectural Museum
& Art Museum

吉野ヶ里歴史公園

Yoshinogari Historical Park

ミュージアム周遊パス｜Museum Excursion Pass
福岡県及び九州・沖縄文化力推進会議では、
美術館・博物館等の文化施設で利用できる、
特典クーポン付
冊子を作成しました！ 利用期間中に、
この冊子に掲載している各施設でクーポンを提示すると、
入館料の割引や
記念品のプレゼントなどの特典を受けることができます。この機会にミュージアムめぐりをしてはいかがでしょうか？
Fukuoka Prefecture and the Kyushu/Okinawa Power of Culture Project have created a coupon
book you can use in cultural institutions, including art galleries and museums! For the period of
validity, you can enjoy benefits such as discount admission and commemorative gifts when you
present the coupon in the book at each facility. Why not take this chance to tour the museums?

特集 九州・沖縄の世界遺産
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YAMAGUCHI
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SAGA
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Saga prefecture… ……… P.36 〜39

NAGASAKI
42 長崎県

Nagasaki prefecture…… P.40 〜43

KUMAMOTO
43 熊本県

Kumamoto prefecture…
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OITA

44 大分県

Oita prefecture…………… P.46〜48
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45 宮崎県
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九州・沖縄 の世界遺産｜World Heritage Sites in Kyushu & Okinawa

「神宿る島」
宗 像・沖ノ島
と関連遺産群

[概要]
沖ノ島に宿る神を信仰する伝統が、日本と外国との交流が活発に行われた４世紀以降に発展し、約
1600年もの時を経て、今日まで受け継がれてきたことを示す貴重な遺産群です。

[ 構成資産名 ]
宗像大社沖津宮（沖ノ島、小屋島、御門柱、天狗岩）、宗像大社沖津宮遙拝所、宗像大社中津宮、宗像
大社辺津宮、新原・奴山古墳群
[ 所在地 ] 福岡県宗像市、福津市
[ 記載年月 ] 平成29年7月

The Sacred Island of
Okinoshima and
Associated Sites in
the Munakata Region

[Overview] The tradition of worshipping the sacred island of Okinoshima developed from the fourth
to the ninth century when the exchanges occured in Ancient East Asia, and the property indicates
how it has been passed through the generations over 1,600 years.
[Sites] Okitsu-miya, Munakata Taisha (Okinoshima, Koyajima, Mikadobashira, Tenguiwa) / Okitsumiya Yohaisho, Munakata Taisha / Nakatsu-miya, Munakata Taisha / Hetsu-miya, Munakata Taisha
/ Shimbaru-Nuyama Mounded Tomb Group
[Location] Munakata and Fukutsu cities, Fukuoka Prefecture.
[Date of Inscription] July 2017

A 宗像大社沖津宮（沖ノ島、小屋島、御門柱、天狗岩） B 宗像大社中津宮
古代祭祀遺跡を起源とした、
今日も信仰の対象で
大島における宗像三女神への信仰の場
ある神宿る島 ※宗像大社の神職以外は原則立入禁止 【所在地】福岡県宗像市大島1811

【所在地】福岡県宗像市大島

Okitsu-miya, Munakata Taisha (Okinoshima,
Koyajima, Mikadobashira, Tenguiwa)
The sacred island where the goddess dwell has
its origins in an ancient ritual site. *Generally off

Okitsu-miya Yohaisho, Munakata Taisha
A place of worship from which people
worship Okinoshima.
【Address】Oshima, Munakata City.

Nakatsu-miya, Munakata Taisha
A place for worshipping the three goddesses of
Munakata in Oshima.
【Address】1811, Oshima, Munakata City.

C 宗像大社沖津宮遙拝所
沖ノ島を神宿る島として遥拝する信仰の場

limits except for Shinto priests of the Munakata Taisha

釜山 Busan

世界遺産スマホガイド
「みちびき沖ノ島」

沖ノ島

Okinoshima Is.

天狗岩

㎞

5
14

60㎞

御門柱

World Heritage Okinoshima
Self-Guided Tour

Tenguiwa

Mikadobashira

対馬

Tsushima Is.

小屋島

Koyajima

沖ノ島

D 宗像大社辺津宮

Okinoshima Is.

遺産群の巡り方紹介
ムービー（全編英語）

A
㎞
49

玄界灘

Genkai Sea

大島

Oshima Is.

壱岐

Iki Is.

B
Fukuoka City 福岡

C
D F

九州本土における宗像三女神への信仰の場

【所在地】福岡県宗像市田島2331

Introduction to walking tours of Hetsu-miya, Munakata Taisha
Heritage Sites in the Munakata A place for worshipping the three goddesses
Region（English-language movie） of Munakata in the main island of Kyushu.
【Address】2331, Tashima, Munakata City.

E 福岡県

Fukuoka Pref.

F 世界遺産ガイダンス施設 海の道むなかた館

世界遺産や宗像の歴史を学ぶ・体感する

【住所】宗像市深田588
【TEL】0940-62-2600
【営業時間】9：00～18：00
Uminomichi Munakatakan Museum
Learn and experience the world heritage
sites and the history of Munakata.
【Address】588, Fukata, Munakata City.
【TEL】0940-62-2600
【Hours】9：00-18：00

E 新原・奴山古墳群

沖ノ島祭祀を行った古代豪族宗像氏の存在の物証

【所在地】福岡県福津市奴山679（展望所）
Shimbaru-Nuyama Mounded Tomb Group
The evidence of the existence of the ancient Munakata
clan, who performed the Okinoshima rituals.
【Address】679Nuyuma,Fukutsu City.
（address
of observation deck）

【このページに関する連絡先】092-643-3162 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会事務局（福岡県九州国立博物館・世界遺産室）
【Contact regarding this page】092-643-3162 Preservation and Utilization Council of the Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in

the Munakata Region (Fukuoka Prefectural Office for Kyushu National Museum and World Heritage)
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明治日本の
産業革命遺産
製鉄・製鋼、
…
造船、石炭産業

Sites of Japan’s
Meiji Industrial
Revolution:
Iron and Steel,
Shipbuilding and
Coal Mining.

九州・沖縄 の世界遺産｜World Heritage Sites in Kyushu & Okinawa
[ 概 要 ] 江戸から明治期にかけて、日本は西洋諸国以外の国で初めて、かつ驚くべきスピードで産業革命を成し遂げ
ました。この世界に特筆すべき発展の経過を証明する鹿児島県から岩手県までの8県11市にまたがる遺産群です。
[構成資産名]（九州各県内）旧集成館（旧集成館反射炉跡、旧集成館機械工場、旧鹿児島紡績所技師館）
、
寺山炭窯
跡、
関吉の疎水溝、
三重津海軍所跡、
小菅修船場跡、
長崎造船所 第三船渠※、同 ジャイアント・カンチレバークレーン※、
※
同 旧木型場、同 占勝閣 、高島炭坑、端島炭坑、旧グラバー住宅、三池炭鉱（宮原坑、万田坑、専用鉄道敷跡）、三池港、
三角西港、官営八幡製鐵所※
（旧本事務所、修繕工場、旧鍛冶工場）、同 遠賀川水源地ポンプ室※
（※は非公開施設）
[ 所在地 ] 福岡県北九州市、大牟田市、中間市、佐賀県佐賀市、長崎県長崎市、熊本県荒尾市、宇城市、鹿児島県鹿児島市
[記載年月] 平成27年7月
[Overview] Between Edo to Meiji periods, Japan became the first non-western nation to achieve an industrial
revolution at an unprecedented pace. The legacies span across eight prefectures and eleven cities, from
Kagoshima to Iwate, and establish the highly significant course of progress for the world.
[Sites] (in Kyushu) Shuseikan, Shuseikan Machinery Factory, Former Kagoshima Foreign Engineer's residence,
Terayama Charcoal Kiln, Sekiyoshi Sluice Gate of Yoshino Leat, the site of the naval barracks in Tsu, Mie, site of the
Kosuge Slip Dock, Nagasaki Shipyard Dock 3* and the Mitsubishi Cantilever Crane*, Mitsubishi Former Pattern Shop,
and Mitsubishi Senshokaku Guest House*, Takashima Coal Mine, Hashima Coal Mine, Glover House and Office,
Miyanohara Pit and Manda Pit at the Miike Coal Mine and Coal Railway, Miike Port, Misumi Port, First Head office*,
Repair Shop*, Former Forge Shop*, and Onga River Pumping Station* (* mark denotes sites closed to the public.)
[Locations] Kitakyushu City, Omuta City, and Nakama City in Fukuoka Prefecture, Saga City in Saga Prefecture,
Nagasaki City in Nagasaki Prefecture, Arao City and Uki City in Kumamoto Prefecture, and Kagoshima City in
Kagoshima Prefecture.
[Date of Inscription] July 2015

■ 鹿児島エリア（鹿児島市） Kagoshima area（Kagoshima City）

特集
Feature

旧集成館
［反射炉跡］

鉄製大砲製造のために築造された反射炉の跡

日本に現存する最古の洋式工場の建物

旧鹿児島紡績所技師館
［異人館］

紡績技術の指導を行った英国人技師の宿舎

【所在地】鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1
【連絡先】099-247-1551（仙巌園）

【所在地】鹿児島県鹿児島市吉野町9698-1
【連絡先】099-247-1511（尚古集成館）

【所在地】鹿児島県鹿児島市吉野町9685-15
【連絡先】099-247-3401（異人館）

Shuseikan （
[ site of the）Reverberatory
Furnace]
The site of the reverberatory furnace
built for manufacturing iron cannons.
【Address】
9700-1, Yoshino-cho, Kagoshima
City, Kagoshima Prefecture.
【TEL】
099-247-1551 (Sengan-en)

Former Shuseikan Machinery Factory
Japan's oldest surviving western-style
factory.
【Address】9698-1, Yoshino-cho, Kagoshima
City, Kagoshima Prefecture.
【TEL】099-247-1511 (Shoko Shuseikan)

Former Kagoshima Foreign Engineer's
Residence [Ijinkan]
The residence of English engineers who
gave instructions on spinning
technology.
【Address】
9685-15, Yoshino-cho, Kagoshima
City, Kagoshima Prefecture.
【TEL】
099-247-3401 (Ijinkan)

寺山炭窯跡

反射炉の燃料となる白炭を製造した炭窯の跡
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旧集成館機械工場

※災害復旧事業中

関吉の疎水溝

集成館に動力
（水力）
を導いた水路の取水口跡

【所在地】鹿児島県鹿児島市吉野町10710-68
【連絡先】099-227-1940（鹿児島市教育委員会文化財課）

【所在地】鹿児島県鹿児島市下田町1263先
【連絡先】099-227-1940（鹿児島市教育委員会文化財課）

Terayama Charcoal Kiln
*Disaster recovery project is ongoing
The site of the kiln where charcoal for fueling the reverberatory
furnace was produced.
【Address】10710-68, Yoshino-cho, Kagoshima City, Kagoshima
Prefecture.
【TEL】
099-227-1940 (Kagoshima City, Education Committee,
Cultural Assets Department)

Sekiyoshi Sluice Gate of Yoshino Leat
The site of inlet of the sluice which provided power (hydraulic)
to Shuseikan.
【Address】1263, Shimota-cho, Kagoshima City, Kagoshima
Prefecture.
【TEL】
099-227-1940 (Kagoshima City Education Committee
Cultural Assets Department)

明治日本の産業革命遺産HP
Japan’s Meiji Industrial
Revolution

http://www.
japansmeijiindustrialrevolution.com

明治日本の産業革命遺産ガイドアプリ
パスポート
Japan’s Meiji Industrial Revolution
Guide Application Passport

ダウンロードは
こちらから
Download
from here

▶

iOS

Android

■ 長崎エリア（長崎市） Nagasaki area（Nagasaki City）

小菅修船場跡 蒸気機関を動力とする曳揚げ装置を備えた

■ 佐賀エリア（佐賀市） Saga area（Saga City）
三重津海軍所跡

日本近代造船の礎を築いた洋式海軍の拠点跡

【所在地】佐賀県佐賀市川副町、諸富町
【連絡先】0952-34-9455
（佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館）
Mietsu Naval Dock Former stronghold of the western-style
navy which built the foundation of Japan's modern shipbuilding.
【Address】 Kawasoe-machi and Morodomi-cho, Saga City,
Saga Prefecture.
【TEL】0952-34-9455 (SANO TSUNETAMI and the Mietsu Naval
Dock History Museum)

三菱長崎造船所 旧木型場 鋳型製造のための木型を製作

【所在地】長崎県長崎市小菅町5
【連絡先】095-829-1314（長崎市観光推進課）

【所在地】長崎県長崎市飽の浦町1-1
【連絡先】095-828-4134（長崎造船所史料館）

Kosuge Slip Dock
Equipped with steam-powered hauling machinery.
【Address】5,Kosuge-machi, NagasakiCity, Nagasaki Prefecture.
【TEL】095-829-1314 (Nagasaki City Tourism Promotion Department)

Nagasaki Shipyard Mitsubishi Former Pattern Shop
Wooden molds for producing casting molds were made.
【Address】1-1, Akunoura-machi, Nagasaki City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】095-828-4134 (Mitsubishi Heavy Industries Historical Museum)

高島炭坑 石炭産業に日本で初めて蒸気機関を導入

端島炭坑 世界有数の海洋炭坑

【所在地】長崎県長崎市高島町99-1
【所在地】長崎県長崎市高島町端島
【連絡先】095-896-3110（長崎市高島行政センター） 【連絡先】095-829-1314（長崎市観光推進課）
Takashima Coal Mine
Introduced Japan’s first steam engine to
the coal industry.
【Address】99-1, Takashima-machi, Nagasaki
City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】095-896-3110 (Nagasaki City Takashima
Administration Center)

Hashima Coal Line
One of the few marine collieries in the world.
【Address】Hashima, Takashima-machi, Nagasaki
City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】
095-829-1314 (Nagasaki City Tourism
Promotion Department)

旧グラバー住宅 トーマス・B・グラバーの活動拠点
【所在地】長崎県長崎市南山手町8-1
【連絡先】095-822-8223（グラバー園）
Glover House and Office
The house where Thomas B. Glover was
based.
【Address】8-1,Minami-Yamate-machi, Nagasaki
City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】
095-822-8223 (Glover Garden)
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■ 三池エリア（福岡県大牟田市、熊本県荒尾市・宇城市）

Miike area（Omuta City, Fukuoka Pref., Arao City, Uki City, Kumamoto Pref.）

宮原坑 日本の産業化を支えた炭鉱遺構

万田坑

竪坑関係施設が良好な状態で保存されている

【所在地】福岡県大牟田市宮原町1丁目86-3
【連絡先】0944-41-2515（大牟田市世界遺産・文化財室）

【所在地】熊本県荒尾市原万田200-2
【連絡先】0968-63-1274（荒尾市文化企画課）

Miyanohara Pit
The remains of a coal mine which supported Japan’
s industrialization.
【Address】1-86-3, Miyanohara-machi, Omuta City, Fukuoka Prefecture.
【TEL】0944-41-2515（Omuta City World Heritage and
Cultural Properties Office）

Manda Pit
The vertical pit has well preserved facilities.
【Address】200-2, Haramanda, Arao City, Kumamoto Prefecture.
【TEL】0968-63-1274（Arao City Cultural Planning Department）

特集
Feature

写真提供：大牟田市広報課
Photo credit: Omuta City Public Relations Department

専用鉄道敷跡 三池炭鉱と三池港を結ぶ大動脈

三池港

今も現役で稼働する三池炭の積出港

【所在地】福岡県大牟田市内、熊本県荒尾市内
【連絡先】0944-41-2515（大牟田市世界遺産・文化財室）、
0968-63-1274（荒尾市文化企画課）

【所在地】福岡県大牟田市新港町
【連絡先】0944-41-2515
（大牟田市世界遺産・文化財室）

Coal Railway The major line linked Miike Coal Mine and Miike Port.
【Address】In Omuta City, Fukuoka Prefecture and Arao City,
Kumamoto Prefecture.
【TEL】0944-41-2515 (Omuta City World Heritage and Cultural
Properties Office), 0968-63-1274 (Arao City Cultural Planning
Department)

Miike Port
The port used for shipping Miike charcoal is still used today.
【Address】Shinminato-machi, Omuta City, Fukuoka Prefecture.
【TEL】0944-41-2515 (Omuta City World Heritage and Cultural
Properties Office)
※

ぜひ、各地の ビジターセンター・インフォメーションセンター にお越し
ください。※明治日本の産業革命遺産の遺産の価値や歴史を、映像、展示等で解説している施設
▶山口県 萩明倫学舎 【所在地】
萩市江向602番地
▶鹿児島県 旧鹿児島紡績所技師館（異人館）
⇒P.03
鹿児島県歴史・美術センター黎明館 ⇒P.51
▶佐賀県 佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館 ⇒P.36
佐賀県立佐賀城本丸歴史館
⇒P.37
▶長崎県 旧三菱第２ドックハウス
（グラバー園内）
【所在地】
長崎市南山手町8-1
▶福岡県 スペース LABO ANNEX ⇒P.17
大牟田市石炭産業科学館 ⇒P.28
遠賀川水源地ポンプ室インフォメーションセンター（中間市歴史民俗資料館内）⇒P.23

Please take time to visit the Information Center / Visitor Center at each location.

三角西港

三池炭鉱の石炭の積み出しが行われた

【所在地】熊本県宇城市三角町三角浦
【連絡先】0964-32-1111
（宇城市文化スポーツ課）
Misuminishi Port The port where charcoal from
Miike Coal Mine was shipped.
【Address】Misumiura, Misumi-machi, Uki City,
Kumamoto Prefecture.
【TEL】0964-32-1111 (Uki City Culture & Sport Departmen)
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*These facilities exhibit the values of the heritage and historical context of the
Industrial Revolution in Meiji Japan using images and panels.
▶Yamaguchi Pref. Hagi Meirin Gakusha（School）【Address】602 Emukai, Hagi
▶Kagoshima Pref. Former Kagoshima Foreign Engineer's Residence [Ijinkan] ⇒P.03
Kagoshima Prefectural Museum of Culture Reimeikan ⇒P.51
▶Saga Pref.
Tsunetami Sano and Mietsu Naval Dock History Museum ⇒P.36
Saga Castle History Museum ⇒P.37
▶Nagasaki Pref. Former Mitsubishi 2nd Dock House（inside Glover Garden）
【Address】8-1 Minamiyamate-machi, Nagasaki
▶Fukuoka Pref. Space LABO ANNEX ⇒P.17
Omuta Coal Industry and Science Museum ⇒P.28
Onga River Pumping Station Information Center ⇒P.23
（Nakama Museum of History and Folklore）

企業敷地内にあるため非公開。眺望スペースから、外観を見学できます。

■ 八幡エリア（福岡県北九州市・中間市）

Not open to the public as it is on private business premises. The exterior can
be viewed from the viewing area.

Yahata area（Kitakyushu City, Nakama City, Fukuoka Pref.）

写真提供：日本製鉄㈱ 九州製鉄所
Photo credit: Kyushu works,Nippon Steel Corporation

写真提供：日本製鉄㈱ 九州製鉄所
Photo credit: Kyushu works,Nippon Steel Corporation

官営八幡製鐵所 旧本事務所 日本の産業化を担った銑鋼一貫製鉄所

遠賀川水源地ポンプ室

今も現役で稼働する送水施設

【所在地】福岡県北九州市八幡東区大字尾倉
【連絡先】093-582-2922（北九州市世界遺産課）

【所在地】福岡県中間市土手ノ内1丁目3番1号
【連絡先】093-245-4665（中間市世界遺産推進室）

First Head office
The Imperial Steel Works supported Japan’
s industrialization.
【Address】 Ogura, Yahata-Higashi Ward, Kitakyushu City,
Fukuoka Prefecture.
【TEL】093-582-2922 (Kitakyushu City World Heritage Divion)

Onga River Pumping Station
The pumping station is still used today.
【Address】 1-3-1, Dotenouchi, Nakama City, Fukuoka
Prefecture.
【TEL】 093-245-4665 (Nakama City World Heritage Sites
Promotion office)

■ 萩エリア（山口県萩市） Hagi area（Hagi City, Yamaguchi Pref.）

萩反射炉 萩藩が独力で建設に挑んだ反射炉
【所在地】山口県萩市大字椿東4897-7
【連絡先】0838-25-1750（萩市観光協会）
0838-25-3139（萩市観光課）

恵美須ケ鼻造船所跡

萩藩が洋式船建造のため建設した造船所遺構

【所在地】山口県萩市大字椿東5159-14
【連絡先】0838-25-1750（萩市観光協会）
0838-25-3139（萩市観光課）

Hagi Reverberatory Furnace
The novel reverberatory furnace that the Ebisugahana Shipyard
Remnants of a shipyard constructed by the Hagi
Hagi Domain ventured to build on its own.
【Address】 4897-7, Chinto, Hagi City, Domain in order to build a Western-style ship.
【Address】5159-14, Chinto, Hagi City,
Yamaguchi Prefecture.
Yamaguchi Prefecture.
【TEL】0838-25-1750（Hagi City Tourism
【TEL】0838-25-1750（Hagi City Tourism
Association,）0838-25-3139（Hagi City
Association,）0838-25-3139（Hagi City
Tourism Section）
Tourism Section）

萩城下町 封建社会の町割りが良好な形で残る城下町
【所在地】山口県萩市大字堀内１ ほか
【連絡先】0838-25-1750（萩市観光協会）
0838-25-3139（萩市観光課）
Hagi Castle Town A well-preserved feudal village and castle town.
【Address】1, Horiuchi, Hagi City, Yamaguchi Prefecture, other.
【TEL】0838-25-1750（Hagi City Tourism Association,）
0838-25-3139（Hagi City Tourism Section）

松下村塾

大板山たたら製鉄遺跡

日本の伝統的なたたら技術の遺構

【所在地】山口県萩市大字紫福10257-5 ほか
【連絡先】0838-25-1750（萩市観光協会）
0838-25-3139（萩市観光課）
Ohitayama Tatara Iron Works
Remnants of iron works utilizing the traditional
Japanese technique of "tatara".
【Address】10257-5, Shibuki, Hagi City,
Yamaguchi Prefecture, etc.
【TEL】0838-25-1750（Hagi City Tourism
Association,）0838-25-3139（Hagi City
Tourism Section）

吉田松陰が産業技術獲得重視の思想を教育

【所在地】山口県萩市大字椿東1537-1
【連絡先】0838-22-4643（松陰神社）
Shōkasonjuku Academy An academy where Yoshida Shoin
taught political and philosophical perspectives to emphasize
the adoption of Western industrial technology.
【Address】1537-1, Chinto, Hagi City, Yamaguchi Prefecture.
【TEL】0838-22-4643（Shoin Shrine）
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長
崎
と
天 草 地 方の
潜伏キリシタン
関 連 遺 産
Hidden Christian
Sites in the
Nagasaki Region

九州・沖縄 の世界遺産｜World Heritage Sites in Kyushu & Okinawa
[ 概要] 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、キリスト教禁教による宣教師不在の中、神道や仏教など

の日本の伝統的宗教や一般社会と関わりながら信仰を続けた潜伏キリシタンの伝統のあかしとなる遺産群である。

[ 構成資産名] 原城跡、平戸の聖地と集落（春日集落と安満岳、中江ノ島）、天草の﨑津集落、外海の出津集落、外海の大野

集落、黒島の集落、野崎島の集落跡、頭ヶ島の集落、久賀島の集落、奈留島の江上集落（江上天主堂とその周辺）、大浦天主堂
[ 所在地 ] 長崎県南島原市、長崎県平戸市、熊本県天草市、長崎県長崎市、長崎県佐世保市、長崎県
北松浦郡小値賀町、長崎県南松浦郡新上五島町、長崎県五島市
[ 記載年月 ] 平成30年7月
[Overview]‘Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region’bear unique testimony to the tradition of people and their
communities who secretly transmitted their faith in Christianity while surviving in the midst of the conventional society
and its religions, such as Buddhism and Shinto, in the absence of missionaries due to the ban on Christianity.
[Sites] Remains of Hara Castle,Kasuga Village and Sacred Places in Hirado (Kasuga Village,Mt.Yasuman and Nakaeno
Island), Sakitsu Village in Amakusa, Shitsu Village in Sotome, Ono Village in Sotome,Villages on Kuroshima Island,Remains
of Villages on Nozzaki Island, Villages on Kashiragashima Island,Villages on Hisaka Island,Egami Village on Naru Island,
Egami Church and its surroundings,Oura Cathedral.
[Locations] Minami-Shimabara, Hirado, Nagasaki, Sasebo, Kita-Matsuura District Ojika-machi, Minami-Matsuura
District Shinkamigoto-cho, and Goto cities in Nagasaki Prefecture, and Amakusa City in Kumamoto Prefecture.
[Date of Inscription] July 2018.

特集

Ⓒ日暮雄一 Yuichi Higure

春日集落と安満岳 Kasuga Village and Mt. Yasumandake

原城跡

海禁体制の確立につながり、
潜伏キリシタンが自らの
かたちで信仰を続けるきっかけとなった場所

Feature

【所在地】長崎県南島原市南有馬町乙1395
【連絡先】0957-85-3217（有馬キリシタン遺産記念館）
Remains of Hara Castle
The place associated with the establishment of Christian prohibition
which prompted hidden Christians to follow their faith in their way.
【Address】1395, Otsu, Minami-Arima-cho, Minami-Shimabara, Nagasaki
Prefecture. 【TEL】0957-85-3217 (Arima Christian Heritage Museum)

中江ノ島 Nakaenoshima Island

平戸の聖地と集落
（春日集落と安満岳、
中江ノ島）
山岳や島を聖地や殉教地として崇敬しながら、
ひそかに信仰を続けた集落

【所在地】長崎県平戸市春日町 ( 春日集落 )、主師町 ( 安満岳 )、
下中野町(中江ノ島 )
【連絡先】0950-22-7020（春日集落拠点施設「かたりな」平戸市春日町166-1）
0950-53-3000（平戸市生月町博物館「島の館」生月町南免4289-1）

Ⓒ日暮雄一 Yuichi Higure

Kasuga Village and Sacred Places in Hirado（Kasuga village,
Mt.Yasumandake and Nakaenoshima Island)
The villagers secretly followed Christianity while revering the
mountain and the island as sacred sites and places of martyrdom.
【Address】Kasuga-cho, Hirado City (Kasuga Village), Shushi-cho (Mt.
Yasuman) and Shimonakano-cho (Nakaeno Island) in Nagasaki
Prefecture. 【TEL】
0950-22-7020 (Kasuga Village Information Center
“Katarina”
, 166-1, Kasuga-cho, Hirado City) 0950-53-3000 (Hirado City
Ikitsuki Museum“Shima-no-Yakata”
, 4289-1, Minami-Men, Ikitsuki-cho)

Ⓒ日暮雄一 Yuichi Higure

天草の﨑津集落

身近なものを信心具として代用し、
漁村特有の形態で信仰を続けた集落

【所在地】熊本県天草市河浦町﨑津463（﨑津資料館みなと屋）
【連絡先】0969-75-9911
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外海の出津集落

聖画像をひそかに拝み、教理書、教会暦などを伝承して信仰を続けた集落

【所在地】長崎県長崎市西出津町2800
【連絡先】0959-25-1188（外海歴史民俗資料館）

Sakitsu Village in Amakusa
Hidden Christians kept their faith in a style unique to a fishing
village, using everyday objects as devotional articles.

Shitsu Village in Sotome
Hidden Christians kept their faith by secretly worshipping Christian
icons and passing down scriptures and the Catholic liturgical calendar.

【Address】 463, Sakitsu, Kawaura-machi, Amakusa City, Kumamoto
Prefecture (The museum of Sakitsu) 【TEL】0969-75-9911.

【Address】2800, Nishi-Shitsu-machi, Nagasaki City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】0959-25-1188 (Sotome Museum of History and Folklore)

外海の大野集落 神道の信仰を装いながら、神社に自らの信仰の
対象をひそかにまつって信仰を続けた集落
【所在地】長崎県長崎市西出津町2800
【連絡先】0959-25-1188（外海歴史民俗資料館）
Ono Village in Sotome
Hidden Christians kept practicing their faith by secretly worshipping
their objects of faith in a Shinto shrine, pretending to follow Shintoism.
Ⓒ日暮雄一 Yuichi Higure

【Address】2800, Nishi-Shitsu-machi, Nagasaki City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】
0959-25-1188 (Sotome Museum of History and Folklore)

Ⓒ日暮雄一 Yuichi Higure

黒島の集落 平戸藩の牧場跡の再開発地に移住し、仏教寺院で

マリア観音に祈りをささげながら信仰を続けた集落

【所在地】長崎県佐世保市黒島町8-4
【連絡先】0956-56-2311（黒島ウェルカムハウス）
Villages on Kurosima Island – Hidden Christians relocated to
the redeveloped site of Hirado Clan’s farm and kept their faith by
praying to the statue of Mother Mary in a Buddhist temple.
【Address】8-4, Kuroshima-cho, Sasebo City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】0956-56-2311 (Kuroshima Welcome House)

Ⓒ日暮雄一 Yuichi Higure

頭ヶ島の集落 病人の療養地として使われていた島に仏教徒の
開拓指導者のもとで移住し、信仰を続けた集落

【所在地】長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-36
【連絡先】0959-42-0180（鯨賓館ミュージアム）
Villages on Kashiragashima Island – Hidden Christians relocated to
the island which was used as a sanatorium for the sick under the protection
of Buddhist pioneer leader and continued to practice their faith.
【Address】 578-36, Arikawago, Shinkamigoto-cho, Minami-Matsuura
District, Nagasaki Prefecture.【TEL】
0959-42-0180 (Geihinkan Museum)

野崎島の集落跡 神道の霊地であった島に移住し、険しい斜面地

を開拓しながら信仰を続けた集落

【所在地】長崎県北松浦郡小値賀町野崎郷192
【連絡先】0959-56-2244（野崎島ビジターセンター）
Remains of Villages on Nozaki Island – A village that relocated
to an island that serves as a sacred place for Shintoism and has
maintained its faith while cultivating the island’
s steep slopes.
【Address】192, Nozakigo, Ojika-cho, Kita-Matsuura District, Nagasaki
Prefecture. 【TEL】0959-56-2244 (Nozaki Island Visitor Center)

Ⓒ日暮雄一 Yuichi Higure

久賀島の集落 五島藩の政策に従って島の未開地に移住し、仏教

集落の島民と互助関係を築いて信仰を続けた集落

【所在地】長崎県五島市久賀町103・104
【連絡先】0959-77-2115（久賀島観光交流拠点センター）
Villages on Hisaka Island
– Hidden Christians relocated to the
undeveloped island following the Goto Clan’s scheme and continued their
faith while building a relationship of mutual support with Buddhist islanders.
【Address】103, 104, Hisaka-cho, Goto City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】0959-77-2115 (Hisaka Island Tourism and Exchange Center)

大浦天主堂 2世紀ぶりに
潜伏キリシタンと宣教師が出
会い、新たな信仰の局面を迎
えるきっかけとなった場所
【所在地】
長崎県長崎市南山手町5-3
【連絡先】095-801-0707
（大浦天主堂キリシタン博物館）

奈留島の江上集落 島の人里離れた海に近い谷間に移住し、
解禁後、
地勢に適応した教会堂を建設した集落

【所在地】長崎県五島市奈留町泊198-11
【連絡先】0959-64-3383（奈留インフォメーションセンター）
Egami Village on Naru Island – Hidden Christians relocated to
the island in a remote valley near the sea and built a church
adapted to the terrain after the ban on Christianity was lifted.

Oura Cathedral
The place was instrumental in
ushering in a new phase of
Christian faith as hidden
Christians, and a priest met
after two centuries of Christian
persecution.
【Address】 5-3, Minamiyamatemachi, Nagasaki City, Nagasaki
Prefecture.
【TEL】 095-801-0707 (Oura
Church Christian Museum)

【Address】198-11, Narumachitomari, Goto City, Nagasaki Prefecture.
【TEL】0959-64-3383 (Naru Information Center)

【教会堂見学の事前連絡先】095-823-7650（長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産インフォメーションセンター）
【Church tour contact】095-823-7650 (Information Center for Hidden Christians and Associated Sites in the Nagasaki and Amakusa regions)
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琉球王国の
グスク及び
関連遺産群

九州・沖縄 の世界遺産｜World Heritage Sites in Kyushu & Okinawa
[概要]
琉球王国のグスク及び関連遺産群は、14世紀から18世紀にかけて築かれ、琉球独特の文化を象徴する
ものになっています。

[ 構成資産名 ]
今帰仁城跡、座喜味城跡、勝連城跡、中城城跡、首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、斎場御嶽

[ 所在地 ]
沖縄県国頭郡今帰仁村、中頭郡読谷村・北中城村・中城村、うるま市、那覇市、南城市

Gusuku Sites and
Related Properties
of the Kingdom
of Ryukyu

[ 記載年月 ] 平成12年12月
[Overview]
Gusuku sites and related properties of the Kingdom of Ryukyu were built from the fourteenth to the
eighteenth centuries and they symbolize a culture unique to the region.
[Sites]
Nakijin Castle site, Zakimi Castle site, Katsuren Castle site, Nakagusuku Castle site, Shuri Castle site,
Stone Gate at Sonohyan-utaki, Tamaudun (mausoleum), Shikinaen Garden, Sefa-utaki.
[Locations]
Nakijin Village in Kunigami District, Yomitan Village, Kitanakagusuku and Nakagusuku in Nakagami
District, Uruma City, Naha City, and Nanjo City in Okinawa Prefecture.
[Date of Inscription] December 2000.

特集
Feature

今帰仁城跡 沖縄本島北部を治めていた王が住んでいた城
【所在地】今帰仁村
【連絡先】0980-56-4400

今帰仁村教育委員会協力

Nakijin Castle site
The castle was home to kings who ruled the northern region
of Okinawa’
s main island.
【Location】Nakijin Village.
【TEL】0980-56-4400.
In association with Nakijin Village Education Committee.

勝連城跡 勝連城主阿麻和利が住んでいた城
【所在地】うるま市
【連絡先】098-978-7373

うるま市教育委員会協力

Katsuren Castle site
The castle was home to Amawari, the lord of Katsuren Castle.
【Location】Uruma City.
【TEL】098-978-7373.
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In association with Uruma City Education Committee.

座喜味城跡

護佐丸が15世紀前半に造った城

【所在地】読谷村
【連絡先】098-958-3141

読谷村教育委員会協力

Zakimi Castle site
The castle was built by Gosamaru in the first half of the
fifteenth century.
【Location】Yomitan Village.
【TEL】098-958-3141.
In association with Yomitan Education Committee.

中城城跡

護佐丸が勝連城主の攻撃に備え築城した城

【所在地】北中城村・中城村
【連絡先】098-935-5719

中城城跡共同管理協議会協力

Nakagusuku Castle site
The castle was built by Gosamaru to guard against attack
from the Lord of Katsuren.
【Location】Kitanakagusuku and Nakagusuku.
【TEL】098-935-5719.
In association with Nakagusuku Castle Site Co-Management Council.

首里城跡 琉球国王が住んでいた城で政治文化の中心地
【所在地】那覇市
【連絡先】098-886-2020

（一財）沖縄美ら島財団協力

Shuri Castle site
The castle was home to the kings of the Ryukyus and was
the center of politics and culture.
【Location】Naha City.
【TEL】098-886-2020.
In association with Okinawa Churashima Foundation.

園比屋武御嶽石門 国王が出かける時に、旅の安全を祈った場所
【所在地】那覇市
【連絡先】098-917-3501

那覇市文化財課協力

Stone Gate at Sonohyan-utaki
The place where the kings prayed for a safe journey before
traveling.
【Location】Naha City.
【TEL】098-917-3501.
In association with Naha City Cultural Properties Department.

玉陵 琉球王国の王族の墓
【所在地】那覇市
【連絡先】098-885-2861

那覇市文化財課協力

Tamaudun
The mausoleum of the royal family of the Kingdom of Ryukyu.
【Location】Naha City.
【TEL】098-885-2861.
In association with Naha City Cultural Properties Department.

識名園

王族の別邸で中国の冊封使をもてなした場所

【所在地】那覇市
【連絡先】098-855-5936

那覇市文化財課協力

Shikinaen Garden
The villa of the royal family where Chinese missions were
entertained.
【Location】Naha City.
【TEL】098-855-5936.
In association with Naha City Cultural Properties Department.

斎場御嶽

琉球王国時代、
祈祷や儀式を行った聖地

【所在地】南城市
【連絡先】098-949-1899

南城市教育委員会協力

Sefa-utaki
A sacred place where prayers were made, and religious
rites were performed during the Ryukyu Kingdom era.
【Location】Nanjo City.
【TEL】098-949-1899.
In association with Nanjo City Education Committee.
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

福岡市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

1

九州産業大学美術館

地域に開かれた大学ミュージアム
Museum of Kyushu Sangyo University A university museum open to the community.
【Special offer】Small present

Fukuoka City

【特典】粗品贈呈

「プロの世界vol.8 人形師 中村信喬展」 Exclusive to visitors to“World of the Professionals
Vol.8, Exhibition for Nakamura Shinkyo, Japanese
9/17
（土）
～11/27
（日）
をご観覧の方 Figural Crafter.”(9/17 (Sat) - 11/27(Sun))
のみ

【Address】2-3-1, Matsukadai, Higashi-ku, Fukuoka City.
【住 所】福岡市東区松香台2-3-1
【TEL】092-673-5160.
【 T E L 】092-673-5160
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで）【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日、夏季休業期間、年末年始、【Closed】Mondays, summer break, end of year and
New Year holidays, installation periods.
展示替期間
【アクセス】西鉄バス「唐の原」から徒歩5分、【Visit】5 min. walk from“Tonoharu”stop and 8 min. walk from
「九州産業大学南口」
から徒歩8分、“Kyushu Sangyo Daigaku Minamiguchi”stop on Nishitetsu
Bus, and 5 min. walk from JR“Kyusandai-mae”station.
JR「九産大前」から徒歩5分

https://www.kyusan-u.ac.jp/ksumuseum/

1

福岡アジア美術館

Fukuoka Asian Art Museum

アジア近現代美術を系統的に収集し展示する世界で唯一の美術館
The one-of-a-kind art museum systematically collects and exhibits modern and contemporary Asian art.

【特典】コレクション展示(アジアギャラリー）【Special offer】Permanent exhibit (Asia Gallery)
Admission Adult ¥200→150
観覧料 一般 200円→150円
High school and university student ¥150→100
高校・大学生 150円→100円

【住 所】福岡市博多区下川端町3-1 リバ 【Address】7-8F, Riverain Center Bldg., 3-1,
Shimokawabata-machi, Hakata-ku, Fukuoka City.
レインセンタービル7・8階
【TEL】092-263-1100.
【 T E L 】092-263-1100
【Hours】9:30-19:30 (Fri, Sat: -20:00)
【営業時間】9：30～19：30（金・土～20:00）、ギャラ Gallery viewing 9:30-18:00 (Fri, Sat: -20:00)
リー観覧9：30～18：00（金・土～20：00） Last admission to gallery: 30 minutes before closing.
ギャラリー入室は閉室30分前まで
【Closed】Wednesdays (or the following weekday if a
【休館日】水曜日（休日の場合はその翌平日）
、
12/26～1/1 holiday), 12/26-1/1.
【アクセス】市営地下鉄
「中洲川端駅」
下車、
6番 【Visit】Alight at City Subway“Nakasukawabata Station’
,
出口より徒歩すぐ
exit from Gate 6 and take a short walk.

https://faam.city.fukuoka.lg.jp/

ふるさと館
1 「博多町家」
Hakatamachiya Folk Museum

博多の歴史や文化、祭りなどを紹介
Showcases the history, culture and festivals of Hakata.

【Special offer】Group discount on admission
【特典】展示棟入館料 200円→
¥200→150
団体料金適用150円 		
* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】福岡市博多区冷泉町6-10
【Address】6-10, Reisen-machi, Hakata-ku, Fukuoka City.
【 T E L 】092-281-7761
【TEL】092-281-7761.
【営業時間】10:00～18:00
【Hours】10:00-18:00 (Jul, Aug: 9:00-18:00）
７
・８月は 9:00～18:00
(Last admission 30 min. before closing)
（入館は閉館の30分前まで）
【Closed】4th Monday (or the following weekday if a
【休館日】第４月曜日（祝休日の場合は翌平日） holiday)
【アクセス】西鉄バス「キャナルシティ博多前」 【Visit】Take a Nishitetsu Bus to“Canal City Hakata-mae”
下車、徒歩3分
and walk 3 mins.

https://www.hakatamachiya.com/

1

福岡県立美術館

福岡県ゆかりの作家の作品を中心に展示
Fukuoka Prefectural Museum of Art Primarily exhibits works by artists associated with the prefecture.
【特典】コレクション展の団体割引料金 【Special offer】Receive a group discount rate
適用
（コレクション展の会期外は for the collection exhibit (or a postcard at
other times)
絵ハガキ贈呈）

【Address】5-2-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City.

【住 所】福岡市中央区天神5-2-1
【TEL】092-715-3551.
【 T E L 】092-715-3551
【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
【営業時間】10:00～18:00
（入場は17:30まで）【Closed】Mondays (or the following weekday if a
【休館日】月曜日
（祝休日の場合その翌平日） holiday)
【アクセス】地下鉄「天神駅」
より徒歩10分
【Visit】10 min. walk from Subway“Tenjin Station.”

https://fukuoka-kenbi.jp/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

1

福岡市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

福岡市科学館

人が育ち、未来をデザインしていく科学館
Fukuoka City Science Museum Science museum where people develop and where we design our future.

【住 所】福岡市中央区六本松4-2-1
【 T E L 】092-731-2525
【営業時間】9：30～21：30 ※夏季延長・時間
短縮・臨時休館の可能性有り
【休館日】火曜日（祝日の場合は翌平日）、年
末年始
【アクセス】地下鉄七隈線「六本松駅（科学館
前）」から降りてすぐ

【Address】4-2-1 Ropponmatsu, Chuo-ku, Fukuoka City.
【TEL】092-731-2525.
【Hours】9：30-21：30 *Hours may be shortened or
extended during the summer, and there may be
temporary closures.
【Closed】 Tuesdays (or the following weekday if a
holiday), end of year and New Year holidays.
【Visit】Immediate access from Ropponmatsu Station
（Science Museum）
, Nanakuma Line.

Fukuoka City

【特典】基本展示室及びドームシアター 【Special offer】Basic Exhibition Room and
（プラネタリウム ）一 般 番 組 の Dome Theater (Planetarium) General
program group discount fare applicable
団体割引料金適用

https://www.fukuokacity-kagakukan.jp

1

能古博物館
Noko Museum

金印鑑定者亀井南冥、能古島・博多湾の史実
Historical facts on Nanmei Kamei who identified the Gold Seal, Nokonoshima Island and Hakata Bay.

【特典】入館料 400円→300円

【Special offer】Admission ¥400→300

※2022年12月19日～2023年2月23日
冬季休館

*Closed for winter from 12/19/2022 to 2/23/2023

【住 所】福岡市西区能古522-2
【Address】522-2, Noko, Nishi-ku, Fukuoka City.
【 T E L 】092-883-2887
【TEL】092-883-2887.
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで）【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月火水木曜日
（祝日開館）
【Closed】Mon., Tues., Wed., Thurs. (open on public
※10月休館日なし
holidays) *Open throughout Oct.
【アクセス】能古渡船場下船徒歩10分
【Visit】10 min. on foot from Noko Ferry Landing.

http://nokonoshima-museum.or.jp/

1

福岡市博物館

金印（国宝）
や名鎗・日本号などを展示
Fukuoka City Museum Exhibits the Gold Seel (national treasure) and the noted spear Nihon-go.
【特典】常設展示室・企画展示室を団体料 【Special offer】Permanent Exhibition and Feature
金にて観覧可 一般 200円→150円 Exihibition rooms can be viewed at a group rate
General ¥200→150
高大生 150円→100円
High school and university student ¥150→100

【住 所】福岡市早良区百道浜3-1-1
【Address】3-1-1, Momochihama, Sawara-ku, Fukuoka City.
【 T E L 】092-845-5011
【TEL】092-845-5011.
（入館は17:00まで）【Hours】9：30-17：30（Last admission 17：00）
【営業時間】9:30～17:30
夏期延長有り
Extended in summer.
【休館日】月曜日（祝休日の場合は翌平日）、【Closed】 Mondays （or the following weekday if a
年末年始
holiday,）end of year and New Year holidays.
「福岡タ 【Visit】Take a Nishitetsu Bus to“Hakubutsukan Kitaguchi”
【アクセス】西鉄バス「博物館北口」、
,
ワー」
「
、博物館南口」下車徒歩5分 “Fukuoka Tower”or“Hakubutsukan Minamiguchi”and walk 5 mins.

http://museum.city.fukuoka.jp/

1

西南学院大学博物館

Seinan Gakuin University Museum

赤煉瓦の洋館でキリスト教の歴史文化を展示
Exhibits related to the history and culture of Christianity in a Western-style red-brick building.

【特典】展覧会図録１冊プレゼント

【Special offer】Present: An exhibition catalog

【住 所】福岡市早良区西新3-13-1
【 T E L 】092-823-4785
【Address】3-13-1, Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka City.
【営業時間】10:00～18:00
（入館は17:30まで）【TEL】092-823-4785.
【休館日】日曜日、8/10～16、12/25、 【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
12/28～1/5
【Closed】Sundays, 8/10-16, 12/25, 12/28-1/5.
【アクセス】市営地下鉄「西新駅」
（ ③番出口）【Visit】5 min. walk from City Subway“Nishijin Station”
から徒歩5分
(Exit 3)

http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

福岡市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

1

福岡市美術館

Fukuoka Art Museum

ダリやミロをはじめ、古美術・現代美術を展示
Exhibits of classical and modern art, including Dali and Miró.

Fukuoka City

【特典】コレクション展 観覧料
一般
200円→150円
高校・大学生 150円→100円

【Special offer】Collections viewing fee
General: ¥200→150
High school/university: ¥150→100

【Address】1-6 Ohorikoen, Chuo-ku, Fukuoka City.
【住 所】福岡市中央区大濠公園1-6
【TEL】092-714-6051.
【 T E L 】092-714-6051
【Hours】9:30-17:30 (Last admission: 17:00)
【営業時間】9：30～17：30
（入館は17:00まで）
Hours extended in summer.
夏期延長有り
【Closed】Mondays (or the following weekday if a holiday),
【休館日】月曜日（祝休日の場合は翌平日）、 end of year and New Year holidays（12/28～1/4.）
年末年始（12/28～1/4）
【Visit】 10-minute walk from Ropponmatsu Station,
【アクセス】地下鉄七隈線「六本松駅」
・空港線 Nanakuma Line, or from Ohorikoen Station, Kuko Line;
「大濠公園駅」
から徒歩10分、
西鉄バ 3 min. walk from Fukuokashi Bijutsukan Higashiguchi
ス
「福岡市美術館東口」
から徒歩3分 Bus Stop, Nishitetsu Bus.

https://www.fukuoka-art-museum.jp/

1

元寇史料館

元寇関係遺物を展示
Genko (Mongolian Invasion) Historical Museum
【特典】粗品贈呈

Exhibits of relics related to the invasions from Mongolia.

【Special offer】Small present

【住 所】福岡市博多区東公園7-11
【 T E L 】092-651-1259
【Address】7-11 Higashikoen, Hakata-ku, Fukuoka City.
【営業時間】10：00～16：00
【TEL】092-651-1259.
（最終入館は15：30まで）
【Hours】10:00-16:00 (Last admission 15:30)
※要事前予約
*Reservations required
【休館日】不定休
【Closed】No regular closing.
【アクセス】
ＪＲ
「吉塚駅」から徒歩5分
【Visit】5 min. walk from JR Yoshizuka Station;
地下鉄貝塚線「馬出九大病院前」 4 min. walk from Maidashi-Kyudaibyoinmae Station,
から徒歩4分
Fukuoka City Subway Kaizuka Line.

1

福岡市埋蔵文化財センター

Fukuoka City Archaeological Center

福岡市内の遺跡から発掘された出土品を展示

Artifacts excavated from historical ruins within Fukuoka city are on display here.

【特典】粗品準備

【Special offer】Small present

【住 所】福岡市博多区井相田2-1-94
【Address】2-1-94, Isoda, Hakata-ku, Fukuoka City.
【 T E L 】092-571-2921
【TEL】092-571-2921.
【営業時間】9：00～17：00
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
（入館は16：30まで）
【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays
【休館日】月曜日・年末年始（12/28～1/4） (12/28-1/4)
【アクセス】西鉄バス博多バスターミナルから 【Visit】30 min. by bus from Nishitetsu Hakata Bus
バス30分（12番乗車口、行先番 Terminal (board a #41 bus at the #12 gate; alight at
号41番、板付中学校前下車すぐ） Itazuke Junior High School).
西鉄天神大牟田線雑餉隈駅から 15 minutes on foot from Zasshonokuma Station on the
徒歩15分
Nishitetsu Tenjin Omuta Line.

https://www.city.fukuoka.lg.jp/maibun/html/

北九州市

2

出光美術館（門司）

出光コレクションの名品を展示
Idemitsu Museum of Arts, Moji Exhibits masterpieces from the Idemitsu collection.

Kitakyushu City

【特典】入館料 一般 700円→600円 【Special offer】Discount admission
General ¥700→600
高大生500円→400円
High school and university student ¥500→400

【Address】2-3, Higashiminato-machi, Moji-ku,
Kitakyushu City.

【住 所】北九州市門司区東港町2-3
【TEL】093-332-0251.
【 T E L 】093-332-0251
【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで）【Closed】 Mondays (opens if Mon. is a holiday or
【休館日】月曜日（祝日、振替休日の場合は substitute holiday), end of year and New Year holidays,
開館）、年末年始及び展示替期間
and when the exhibits are changed.
【アクセス】JR「門司港駅」から徒歩8分
【Visit】8 min. walk from JR“Mojiko Station”

http://s-idemitsu-mm.or.jp/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。
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北九州市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

九州鉄道記念館

九州鉄道路線の出発点、鉄道のワンダーランド
Kyushu Railway History Museum The departure point of Kyushu railway and railway wonderland.
【Special offer】20% off admission
Adult
¥300→240
Child
¥150→120

* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】北九州市門司区清滝2-3-29
【Address】2-3-29, Kiyotaki, Moji-ku, Kitakyushu City.
【 T E L 】093-322-1006
【TEL】093-322-1006.
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】第2水曜日（但し7月は第2水・木 【Closed】2nd Wednesday (2nd Wed. and Thurs. in
曜日休館、8月は休館日なし）
July, open throughout Aug.)
【アクセス】JR「門司港駅」から徒歩3分
【Visit】3 min. walk from JR“Mojiko Station”

Kitakyushu City

【特典】入館料２割引
大人 300円→240円
小人 150円→120円

http://www.k-rhm.jp/

2

北九州市立美術館

展示だけでなく、建物や眺望も優れた美術館
Kitakyushu Municipal Museum of Art The museum is not only remarkable for the exhibits but also for its architecture and views.
【特典】企画展入館者に限り、
クリアファ 【Special offer】Present: Plastic file folder to
admission-paying visitors to special exhibition.
イル進呈
（会期：8/1～8/29、9/18～11/7、 (Offer valid from 8/1-8/29, 9/18-11/7, 12/18-1/31)
12/18～1/31）【Address】21-1, Nishisayagatani-machi, Tobata-ku,
Kitakyushu.

【住 所】北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町21-1 【TEL】093-882-7777.
【 T E L 】093-882-7777
【Hours】9:30-17:30 (Last admission 17:00)
【営業時間】9:30～17:30
（入館は17:00まで） 【Closed】Mondays (opens if Mon. is a holiday or substitute
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は holiday, and closes on Tues.), end of year and New
開館し、翌日休館）、年末年始
Year holidays.
【アクセス】西鉄バス7M番に乗車。「北九州 【Visit】Take Nishitetsu Bus 7M. Get off at the
市立美術館」
で下車。
Kitakyushu Municipal Museum of Art bus stop.

https://kmma.jp/

2

北九州市立美術館分館

多彩な企画展を開催する都市型ギャラリー
Kitakyushu Municipal Museum of Art, Riverwalk Gallery The urban gallery hosts a variety of temporary exhibitions.
【特典】企画展入館者に限り、
クリアファ 【Special offer】Present: Plastic file folder to
admission-paying visitors to special exhibition.
イル進呈

（会期：8/1～8/15、
9/18～10/31、 (Offer valid from 8/1-8/15, 9/18-10/31, 11/27-1/23)
11/27～1/23）
【Address】5F Riverwalk Kitakyushu, 1-1-1, Muro-machi,

【住 所】北九州市小倉北区室町1-1-1
Kokura-Kita-ku, Kitakyushu City.
リバーウォーク北九州5階
【TEL】093-562-3215.
【 T E L 】093-562-3215
【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
【営業時間】10:00～18:00
（入館は17:30まで） 【Closed】End of year and New Year holidays, when the
【休館日】年末年始及び館内整理日
museum is reorganizing.
【アクセス】JR「西小倉駅」下車徒歩5分、JR 【Visit】5 min. walk from JR“Nishikokura Station”, and
「小倉駅」下車徒歩10分
10 min. walk from JR“Kokura Station”

https://kmma.jp/bunkan/

2

小倉城

唐造りの天守閣は全国でも珍しいものです
Kokura Castle The Karazukuri-style castle keep is unique in Japan.
【特典】オリジナルグッズプレゼント

【Special offer】Present：Original goods

【住 所】北九州市小倉北区城内2-1
【 T E L 】093-561-1210
【営業時間】9：00～20：00
（4月～10月）
、
9：00
～19：00
（11月～3月）
（閉館の30分前まで）
【休館日】なし
【アクセス】JR「小倉駅」から徒歩約15分、
JR「西小倉駅」から徒歩約10分

【Address】2-1, Jonai, Kokura-Kita-ku, Kitakyushu City.
【TEL】093-561-1210.
【Hours】9:00-20:00 (Apr.-Oct.), 9:00-19:00 (Nov.Mar.) (Last admission is 30 min. before closing)
Open all year.
【Visit】About 15 min. walk from JR Kokura Station, about
10 min. walk from JR Nishikokura Station

http://www.kokura-castle.jp/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

北九州市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

2

北九州市立小倉城庭園

Kitakyushu City Kokura Castle Garden

小倉城主の別邸であった下屋敷跡に復元した大名庭園
The reproduction of the Daimyo garden is built on the site of the Lord of Kokura’s villa.

Kitakyushu City

【特典】オリジナルグッズプレゼント

【Special offer】Present：Original goods

【住 所】北九州市小倉北区城内1-2
【 T E L 】093-582-2747
【営業時間】9：00～20：00（4月～10月）、
9：00～19：00（11月～3月）
※受付は閉館の30分前まで
【休館日】なし
【アクセス】JR「西小倉駅」から徒歩約10分

【Address】1-2, Jonai, Kokura-Kita-ku, Kitakyushu City.
【TEL】093-582-2747.
【Hours】9:00-20:00 (Apr.-Oct.), 9:00-19:00 (Nov.-Mar.)
* Last admission is 30 min. before closing
Open all year.
【Visit】10 min. walk from JR“Nishikokura Station”

https://www.kokura-castle.jp/kokura-garden/

2

北九州市立松本清張記念館

Matsumoto Seicho Memorial Museum

松本清張の創作活動と生涯を映像等で紹介

Showcases Seicho Matsumoto’s literary activities and work through videos.

【特典】グッズ
（オリジナル付箋）
進呈

【Special offer】Present: Original writing paper

* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【Address】2-3, Jonai, Kokura-Kita-ku, Kitakyushu City.
【住 所】北九州市小倉北区城内2-3
【TEL】093-582-2761.
【 T E L 】093-582-2761
【営業時間】9:30～18:00
（最終入場は17:30） 【Hours】9:30-18:00 (Last admission 17:30)
【休館日】月曜日（休日の場合は翌日）、年末 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
end of year and New Year holidays (12/29-1/3), when
年始（12/29～1/3）
、
館内整理日
the museum is reorganizing.
【アクセス】JR
「小倉駅」
下車徒歩15分
「西小倉 【Visit】15 min. walk from JR“Kokura Station”and 5 min.
駅」下車徒歩5分、市営バス「松本 walk from“Nishikokura Station.”Short walk from City Bus
清張記念館前」
下車すぐ、西鉄バス “Matsumoto Seicho Kinenkan-mae”stop. Short walk from
「小倉北警察署前」
下車すぐ、
「小倉 Nishitetsu Bus“Kokurakita Keisatsusho-mae”stop and
城松本清張記念館」
下車すぐ
“Kokurajo Matsumoto Seicho Kinenkan”stop.

https://www.seicho-mm.jp/

2

北九州市立いのちのたび博物館

Kitakyushu Museum of Natural History and Human History

一堂に並ぶ恐竜の骨格標本は大迫力
Many skeletal preparations of dinosaurs in the museum are amazing.

s original
【特典】いのちのたび博物館オリジナル 【Special offer】Present: Museum’
stickers. *Coupons may be used 1 time only
シールプレセント
※クーポンの利用は１回限りとする

【Address】 2-4-1, Higashida, Yahata-Higashi-ku,

【住 所】北九州市八幡東区東田2-4-1
Kitakyushu City.
【 T E L 】093-681-1011
【TEL】093-681-1011.
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで）【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30) *Online
※要ウェブ事前予約
reservation required
【休館日】年末年始、毎年6月下旬頃（害虫駆除） 【Closed】End of year and New Year holidays and late
【アクセス】西鉄バス
「いのちのたび博物館」
バ June each year (for pest control)
ス停下車徒歩約1分、
「八幡東区役 【Visit】1 min. walk from Nishitetsu Bus“Inochinotabi
所下」
または「中央二丁目」バス停 Hakubutsukan”or 10 min. walk from“Yahatahigashi-ku
Yakusho-shita”or“Chuo Nichome”bus stop.
下車徒歩約10分

https://www.kmnh.jp

2

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館

Kitakyushu City Nagasakikaido Koyanoseshuku Memorial Museum
【特典】記念館オリジナルグッズ
プレゼント

「歴史への旅体験」をテーマにした史料館
The museum’s theme is “a journey through history”

【Special offer】Present: Original goods

【Address】3-16-26, Koyanose, Yahata-Nishi-ku,

【住 所】北九州市八幡西区木屋瀬3-16-26 Kitakyushu City.
【 T E L 】093-619-1149
【TEL】093-619-1149.
【営業時間】9:00～17:30
（入館は17:00まで） 【Hours】9:00-17:30 (Last admission 17:00)
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は翌 【Closed】Mondays (Closed on Tues., if Mon. is a holiday),
日）、年末年始（12/29～1/3）
end of year and New Year holidays (12/29-1/3)
【アクセス】筑豊電鉄「木屋瀬駅」徒歩5分
【Visit】5 min. walk from Chikuho Line“Koyanose Station”

http://www.koyanose.jp
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

2

北九州市漫画ミュージアム

Kitakyushu Manga Museum

北九州市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

漫画に関する展示・漫画本閲覧など

Exhibite associated with comic books, and reading comic books.

【住 所】北九州市小倉北区浅野2-14-5
【 T E L 】093-512-5077
【営業時間】11：00～19：00
（最終入館は18：30まで）
【休館日】火曜日（祝日の場合は翌日）、年末
年始、館内整理日
【アクセス】
ＪＲ
「小倉駅」
新幹線口から徒歩2分

【Address】2-14-5 Asano, Kokurakita-ku, Kitakyushu City.
【TEL】093-512-5077.
【Hours】
11:00-19:00 (Last admission 18:30)
【Closed】Tuesdays (the following day if a holiday), end
of year and New Year holidays, when the museum is
reorganizing.
【Visit】2 min. walk from JR Kokura Station Shinkansen
Entrance.

Kitakyushu City

【特典】６階常設展ご入館の際、
オリジ 【Special offer】Present: Original postcard at
entrance to 6F permanent exhibits
ナルポストカードプレゼント

https://www.ktqmm.jp/

2

関門海峡ミュージアム

Kanmon Straite Museum

関門海峡を丸ごと楽しむ体験型博物館

An experience-oriented museum featuring information on the Kanmon Straits.

【特典】展示エリア入場料20%オフ

【Special offer】20% off admission to the exhibit
area

【住 所】北九州市門司区西海岸1-3-3
【 T E L 】093-331-6700
【営業時間】10:00～17:00
（季節によって変動あり）
【休館日】不定休（5日/年）
【アクセス】
ＪＲ
「門司港駅」から徒歩5分

【Address】1-3-3 Nishikaigan, Moji-ku, Kitakyushu City.
【TEL】093-331-6700.
【Hours】10：00-17：00 (varies depending on the season)
【Closed】No regular closing（5 days per year）
【Visit】5 min. walk from JR Mojiko Station.

https://www.kanmon-kaikyo-museum.jp

2

門司港レトロ展望室

地上 103 ｍより関門海峡を一望できます
Mojiko Retro Observation Room Take in a view of the Kanmon Straits from 103 meters above ground.
【特典】入場料20%オフ

【Special offer】20% discount on admission fee

【Address】1-32 Higashiminatomachi, Moji-ku,

【住 所】北九州市門司区東港町1-32
Kitakyushu City.
【 T E L 】093-321-4151（門司港レトロ 【TEL】093-321-4151（General information for Mojiko
総合インフォメーション）
Retro）
【営業時間】10：00～21：00（最終入館は20：30） 【Hours】10:00-21:00 (Last admission 20:30)
【休館日】不定休
【Closed】No regular closing.
【アクセス】
ＪＲ
「門司港駅」から徒歩6分
【Visit】6 min. walk from JR Mojiko Station.

https://www.kanmon-kaikyo-museum.jp

2

旧大阪商船わたせせいぞうギャラリー
Former Osaka Shosen Watase Seizo Gallery

八角形の塔屋が特徴的な登録有形文化財

The octagonal pagoda is a Registered Tangible Cultural Property.

【特典】入場料割引
大人
150円→120円
小中学生 70円→ 60円

【Special offer】Discounted admission
Adults: ¥150→120
Elementary / middle school: ¥ 70→ 60

【住 所】北九州市門司区港町7-18
【 T E L 】093-321-4151（門司港レトロ
総合インフォメーション）
【営業時間】10：00～17：00
【休館日】無休（ギャラリーは年2回）
【アクセス】
ＪＲ
「門司港駅」から徒歩2分

【Address】7-18 Minatomachi, Moji-ku, Kitakyushu City.
【TEL】093-321-4151
（General information for Mojiko
Retro）
【Hours】10：00-17：00.
【Closed】Open all year（the Gallery closes twice per
year）
【Visit】2 min. walk from JR Mojiko Station.

https://www.kanmon-kaikyo-museum.jp
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

北九州市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

2

スペース LABO（北九州科学館）
Space LABO (Kitakyushu City Science Museum)

国内最大の竜巻装置と最新鋭プラネタリウム

Largest tornado simulator in Japan and most advanced planetarium.

【特典】粗品贈呈

【Special offer】Small present

【住 所】北九州市八幡東区東田四丁目1-1
【 T E L 】093-671-4566
【営業時間】10：00～18：00
※金・土・祝前日はプラネタリウム
のみ20：00まで
【休館日】年末年始（12/29～1/3）
【アクセス】JR
「スペースワールド駅」
から徒歩
3分

【Address】 4-1-1, Higashida, Yahatahigashi-ku,
Kitakyushu City.
【TEL】093-671-4566
【Hours】10：00-18：00. *Planetarium closes at 20:00
on Fri., Sat. and day before holiday.
【Closed】End of year and New Year holidays
（12/29-

Kitakyushu City

※なくなり次第終了

* Limited to available supply

1/3）

【Visit】3 min. walk from JR Space World Station.

https://www.kitakyushuspacelabo.jp/

2

北九州市立文学館

自筆原稿など貴重な文芸資料を展示
Kitakyushu Literature Museum Exhibits valuable literary documents, including handwritten manuscripts.
【特典】オリジナルグッズ
（メモ帳）
プレゼント

【Special offer】Present: Original notepad

* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】北九州市小倉北区城内4番1号
【 T E L 】093-571-1505
【営業時間】9:30～18:00
（入館は17:30まで）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/29～1/3）
【アクセス】JR「西小倉駅」から徒歩10分、
「北
九州市役所前」
バス停から徒歩2分

【Address】4-1, Jonai, Kokurakita-ku, Kitakyushu City.
【TEL】093-571-1505
【Hours】9：30-18：00 (Last admission 17：30)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
end of year and New Year holidays
（12/29～1/3）
【Visit】10 min. walk from JR“Nishikokura Station”
,2
min. walk from“Kitakyushu Shiyakusho-mae”bus stop.

https://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/

2

北九州市環境ミュージアム

Kitakyushu Environment Museum

北九州市の公害克服の歴史や環境問題、SDGｓについて学ぶことができます。
Learn about the history of overcoming pollution in Kitakyushu, its environmental
issues and about the SDGs the city is committed to

【特典】来館記念品を贈呈

【Special offer】Commemorative item given to
visitors

【住 所】北九州市八幡東区東田2丁目2番
6号
【Address】 2-2-6 Higashida, Yahatahigashi-ku,
【 T E L 】093-663-6751
Kitakyushu City.
【営業時間】展示部分：9：00～17：00
【TEL】093-663-6751
（入館は16:30まで） 【Hours】Exhibits ：9：00-17：00（Last admission 16：30）
情報ライブラリ等：9：00～19：00 Information library, etc. ： 9：00-19：00（until 17：00 on
（土・日・祝日は17：00まで） Sat, Sun and holidays.）
【休館日】月曜日、年末年始
【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays.
【アクセス】
ＪＲ
「スペースワールド駅」から徒歩5分 【Visit】5 min. walk from JR Space World Station.

https://eco-museum.com/

春日市

3

春日市奴国の丘歴史資料館

Nakoku-no-oka Historical Museum

春日市内の遺跡から出土した遺物や昭和初期の農具などの民俗資料を展示

Displays relics excavated at ruins in Kasuga City as well as folk artifacts
such as farm tools from the early Showa era.

Kasuga City

【特典】ポケットティッシュプレゼント

【Special offer】Present: Pocket tissues

【住 所】春日市岡本3-57
【Address】3-57, Okamoto, Kasuga City.
【 T E L 】092-501-1144
【TEL】092-501-1144.
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで) 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】第3火曜日（祝日の場合は翌日）【Closed】3rd Tuesday of the month (or the following
12/28～1/4
day if a holiday), 12/28-1/4
【アクセス】①春日市コミュニティバス桜ヶ丘 【Visit】Take Kasuga City community bus (Sakuragaoka
線「奴国の丘歴史資料館前」下車
Line) to "Nakoku-no-oka Rekishishiryokan-mae" bus stop.
②JR「南福岡」駅から徒歩18分
18 min. walk from JR Minami-Fukuoka Station.

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/miryoku/history/historymuseum/index.html
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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4

大野城心のふるさと館
Onojo Cocoro-no-furusato-kan

大野城市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

「ふるさと大野城」の歴史、
こども、にぎわいをテーマにした市民ミュージアム
City museum themed on the history, children, and bustle of hometown Onojo.

【特典】記念品プレゼント

【Special offer】Present: Commemorative item

Onojo City

【住 所】大野城市曙町3-8-3
【Address】3-8-3, Akebono-machi, Onojo City.
【 T E L 】092-558-5000
【TEL】092-558-5000.
【営業時間】9：00～19：00 ※企画展示室は 【Hours】9：00-19：00 *17：00 in case of special exhibitions
17:00まで（入場は16：30まで） （Last admission 16：30）
【休館日】毎週月曜（祝日の場合は翌平日）、【Closed】Mondays (or the following weekday if a
12/28～1/4
holiday), 12/28-1/4
【アクセス】西鉄春日原駅から徒歩12分、JR 【Visit】12 min. walk from Nishitetsu Kasugabaru Station,
大野城駅東口からコミュニティバ or take Community Bus Madoka (Ogi route) from JR
スまどか号（大城ルート）乗車「ま Onojo Station East Exit to "Madokapia" bus stop and
どかぴあ」下車すぐ
take a short walk.

http://www.onojo-occm.jp/

宗像ユリックスプラネタリウム
Munakata Yurix Planetarium

宗像市

5

対象年齢等の違う３種類のプログラムを用意

Offers three separate programs for different age groups.

【Address】400, Kubara, Munakata City.
【住 所】宗像市久原400
【 T E L 】0940-37-2394
【TEL】0940-37-2394.
【プログラムの開始 【Hours】9:30-17:30 (Call for program starting times)
【営業時間】9:30～17:30
時刻は要問い合わせ】
【Closed】Mondays (the next non-holiday weekday if
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）
Mon. is a holiday)
「宗像ユリックス前」
よりすぐ「
、王丸」【Visit】Short walk from“Munakata Yurix-mae”, 20 min.
【アクセス】
より徒歩20分、
「光岡」
より徒歩15分 walk from“Omaru”, and 15 min. walk from“Mitsuoka”

Munakata City

【特典】｢おとな向けプログラム」
「 スタ 【Special offer】Discount admission to“Program
“Starry Music”(not for pre-school child)
（未就学児入場不可）
リーミュージック
」
の for Adult”
Adult ¥440→360
観覧料金：大人
440円→360円
小中学生 210円→160円 Elementary and junior high school student ¥210→160
Child (over 4) ¥140→100
幼児（4歳以上）140円→100円

https://yurix-planetarium.jp/

大宰府展示館

Dazaifu Exhibition Hall

太宰府市

6

「令和」
ゆかりの
「梅花の宴」
を博多人形で再現した模型を展示。
On display is a diorama of the "plum blossom feast" that is the source of the era name "Reiwa," reproduced with Hakata dolls.

【Special offer】Present: Postcard of Dazaifu.

【住 所】太宰府市観世音寺4-6-1
【 T E L 】092-922-7811
【営業時間】9:00～16:30
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）、
年末年始（12/28～1/4）
【アクセス】西鉄
「都府楼前駅」
下車、
市コミュニ
ティーバスまほろば号
「大宰府政庁
跡」
2分西鉄バス旅人号「大宰府政
庁跡」
下車2分

【Address】4-6-1, Kanzeon-ji, Dazaifu City.
【TEL】092-922-7811.
【Hours】9:00-16:30.
【Closed】Mondays (the next non-holiday weekday if
Mon. is a holiday), end of year and New Year holidays
(12/28-1/4)
【Visit】Alight at Nishitetsu“Tofuro-mae Station”, take
the City Community Bus Mahoroba to“Dazaifu Seicho
Ato”and walk 2 min. 2 min. walk from“Dazaifu Seicho
Ato”Bus Stop, Nishitetsu Bus Tabibito-go.

Dazaifu City

【特典】太宰府のポストカード１枚
プレゼント

https://www.kotodazaifu.net/

6

太宰府市文化ふれあい館
Dazaifu Fureai Culture Museum

太宰府の歴史と文化を感じる憩いと学びの館

The museum offers relaxation and learning where visitors can feel the history and culture of Dazaifu.

【特典】ポケットティッシュプレゼント

【Special offer】Present: Pocket tissues

【Address】4-9-1, Kokubu, Dazaifu City.

【住 所】太宰府市国分4-9-1
【TEL】092-928-0800.
【 T E L 】092-928-0800
【Hours】9:00-17:00.
【営業時間】9:00～17:00
【Closed】Mondays (the next non-holiday weekday if
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日休 Mon. is a holiday), end of year and New Year holidays
館）
・年末年始（12/28～1/4）
(12/28-1/4)
【アクセス】西鉄
「都府楼前駅」
から徒歩15分、【Visit】 15 min. walk from Nishitetsu “Tofuro-mae
コミュニティバスまほろば号「文化 Station”, then take the Community Bus Mahoroba to
ふれあい館」下車
“Bunka Fureai-kan”stop.

https://dazaifu-bunka.or.jp/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

太宰府市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

6

九州国立博物館

Kyushu National Museum

アジア、ヨーロッパとの交流の歴史を展示で紹介
Introduces the history of cultural exchange between Asia and Europe.

Dazaifu City

【Special offer】Discount admission
【特典】観覧料の割引
一般 700円→560円・大学生 350円→280円 General: ¥700→560, University student: ¥350→280
* Each coupon admits one person,and can only be
used once.

※クーポン1枚につき1名のみ、
1回限りとする

【Address】4-7-2, Ishizaka, Dazaifu City.

【住 所】太宰府市石坂4-7-2
【TEL】050-5542-8600.
【 T E L 】050-5542-8600
【Hours】9:30-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9:30～17:00
（入館は16:30まで） 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday), end
【休館日】月曜日
（祝日・休日の場合は翌日）
、
年末 of year holiday.
【アクセス】西鉄「太宰府駅」下車徒歩10分
【Visit】10 min. walk from Nishitetsu“Dazaifu Station”
⇒夜間開館実施などの最新情報はHPで
⇒For more information on Kyuhaku After Five and
other museum updates, please visit our website.
ご確認ください

https://www.kyuhaku.jp/

6

太宰府天満宮宝物殿
Dazaifu Tenmangu Museum

学問・文化の神天神さまに纏わる宝物を展示
Exhibits treasures associated with Tenjin, the deity of learning, culture, and the arts.

【特典】拝観料 500円→400円

【Special offer】Admission ¥500→400

※展示替のため、臨時休館することがあり
ます。ホームページのお知らせをご確認 * The hall is subject to closure for changing the
下さい。
exhibits. Please check the notice on the website.
【住 所】太宰府市宰府4-7-1
【 T E L 】092-922-8225
【営業時間】9:00～16:30
（入館は16:00まで)
【休館日】月曜日（祝日の場合は開館）
【アクセス】西鉄「太宰府駅」下車徒歩約5分

【Address】4-7-1, Saifu, Dazaifu City.
【TEL】092-922-8225.
【Hours】9:00-16:30 (Last admission 16:00)
【Closed】Mondays (open if Mon. is a holiday)
【Visit】5 min. walk from Nishitetsu“Dazaifu Station”

https://keidai.art

古賀市

7

古賀市立歴史資料館
Koga City Historical Museum

市内遺跡から見つかった考古・歴史資料や民俗資料を展示
Exhibits archaeological, historical documents, and folk artifacts found in ruins within the city.

Koga City

【特典】国史跡船原古墳オリジナル
クリアファイル1枚プレゼント

【Special offer】Present: An original plastic file
folder of Funabaru Tumulus (national historic
site)
【Address】LEAPASSPLAZA KOGA, 2-13-1, Chuo, Koga

【住 所】古賀市中央2-13-1 リーパスプ City.
ラザこが
【TEL】092-944-6214.
【 T E L 】092-944-6214
【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
【営業時間】10:00～18:00
（入館は17:30まで） 【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は holiday or substitute holiday), 4th Thursday of the
翌平日）、第4木曜日、年末年始 month, end of year and New Year holidays（ 12/281/4）
（12/28～1/4）
【アクセス】JR「古賀駅」下車東口より徒歩5分 【Visit】5 min. walk from JR“Koga Station”East Exit.

https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/bunka/bunkazai/

福津市

8

福津市複合文化センター カメリアステージ歴史資料館
Fukutsu Cultural Center Camellia Stage Library

国指定史跡津屋崎古墳群出土品を中心に展示

Exhibits focused on items excavated from the nationally
designated historical site Tsuyazaki tumulus complex.

Fukutsu City

【特典】ポストカード進呈

【Special offer】Postcard present

【住 所】福津市津屋崎1-7-2
【 T E L 】0940-72-1207
【営業時間】10:00～20:00
【休館日】毎週火曜日、毎月最終水曜日（い
ずれも祝日の場合は翌平日）、年
末年始（12月28日～1月4日）
【アクセス】JR「福間駅」から西鉄バス「福津市
文化会館前」
下車すぐ

【Address】1-7-2 Tsuyazaki, Fukutsu City.
【TEL】0940-72-1207.
【Hours】10:00-20:00.
【Closed】 Tuesdays, last Wednesday of month (for
both, the following weekday if a holiday), end of year
and New Year holidays (12/28-1/4)
【Visit】 Immediate access from Fukutsushi Bunka
Kaikan-mae Bus Stop, Nishitetsu Bus (departs JR
Fukuma Station)

http://camellia-st.com/museum/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

8

津屋崎千軒民俗館「藍の家」
Tsuyazaki Sengen Minzoku-kan “Aoi no ie”

国登録有形文化財、明治の町屋形式を今に伝える

This nationally-registered Tangible Cultural Property tells the tale of
the Machiya-style architecture of the Meiji period.

【Special offer】Small present

【住 所】福津市津屋崎4-14-20
【 T E L 】0940-52-0605
【Address】4-14-20, Tsuyazaki, Fukutsu City.
【営業時間】10:00～16:00
【TEL】0940-52-0605.
（日曜日は10:00～17:00）
【Hours】10:00-16:00 (10:00-17:00 on Sundays)
【休館日】お盆（8/13～8/15）、年末年始 【Closed】Bon holidays (8/13-8/15), end of year and
（12/29～1/4）
New Year holidays (12/29-1/4)
【アクセス】西鉄バス
「津屋崎千軒・なごみ入口」【Visit】5 min. walk from Nishitetsu Bus “Tsuyazaki
バス停から徒歩5分
Sengen Nagomi Iriguchi”stop.

Fukutsu City

【特典】粗品進呈

朝倉市

9

福津市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

朝倉市秋月博物館

朝倉の歴史を学び、美術作品を観賞できる博物館
Asakura City Akizuki Museum Visitors can learn the history and see the artworks of Asakura.

* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】朝倉市秋月野鳥532
【Address】532, Akizuki-Notori, Asakura City.
【 T E L 】0946-25-0405
【TEL】0946-25-0405.
【営業時間】9：30～16：30
（入館は16:00まで）【Hours】9：30-16：30 (Last admission 16:00)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末 【Closed】Mondays (Tues. is Mon. is a holiday), end of
年始
year and New Year holidays.
【アクセス】甘木観光バス秋月線
「博物館前」
下 【Visit】Immediate access from Hakubutsukan-mae
車すぐ
Bus Stop, Amagi Kanko Bus Akizuki Line.

Asakura City

【特典】博物館オリジナルクリアファイル 【Special offer】Present: Museum’s original
plastic file folder
1枚をプレゼント

https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1398210163709/index.html

9

甘木歴史資料館

Amagi Historical Museum

朝倉市とその周辺地域の特色ある考古・歴史・民俗資料を展示
Showcases the characteristic archaeology, history and folklore materials of Asakura City and its surrounding areas.

【特典】図録を1冊プレゼント

【Special offer】Catalog present

【Address】216-2, Amagi, Asakura City.

【住 所】朝倉市甘木216-2
【TEL】0946-22-7515.
【 T E L 】0946-22-7515
【Hours】9:30-16:30 (Last admission 16:00)
【営業時間】9:30～16:30
（入館は16:00まで）
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
【休館日】月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌 substitute holiday), end of year and New Year holidays,
日）
、
年末年始
（12/28～1/4）
(12/28-1/4)
【アクセス】西鉄電車「甘木駅」
・甘木鉄道「甘 【Visit】Get off at Amagi Station on either Nishitetsu
木駅」
下車徒歩約15分、車:高速甘 Railway or Amagi Railway, walk 15 minutes; 5 min by
木インターより約5分
car from Amagi IC

https://www.city.asakura.lg.jp/ama-reki/

9

共星の里
「黒川INN美術館」
Kyousei-no-Sato "Kurogawa inn Museum"

現代アートが楽しめる廃校利用のアート空間

An art-filled space was once a school but now houses modern art for visitors' enjoyment.

【特典】入館料
大人
500円→450円
小中学生 300円→270円
（コーヒー or ジュース付）

【Special offer】Discounted admission
Adults: ¥500→450
Elementary / middle school: ¥300→270

【住 所】朝倉市黒川1546-1
【 T E L 】0946-29-0590
【営業時間】11：00～17：00
【休館日】月・火曜日（祝日・振替休日の場合
は翌日）12月～2月
【アクセス】朝倉ICより車で25分

【Address】1546-1, Kurogawa, Asakura City.
【TEL】0946-29-0590.
【Hours】11：00-17：00
【Closed】Mondays and Tuesdays (or the following day
if a holiday or substitute holiday), Dec. - Feb.
【Visit】25 min. drive from Asakura Interchange.

One drink provided (coffee, juice, etc.)

https://kyouseinosato.jimdofree.com
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

糸島市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

10 糸島市立伊都国歴史博物館
Itokoku History Museum

日本最大の銅鏡！伊都国王墓の副葬品を展示

It houses Japan’s largest bronze mirror! Exhibits the artefacts found buried in the tomb of the king of Itokoku.

Itoshima City

【特典】入館料
一般 220円→110円
高校生 110円→ 50円

【Special offer】Discount admission
General ¥220→110
High school student ¥110→ 50

※特別展期間中は料金の割引はありません。

* No discount during special exhibitions
【Address】916, Iwara, Itoshima City.

【住 所】糸島市井原916
【TEL】092-322-7083.
【 T E L 】092-322-7083
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで）
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は holiday or substitute holiday), end of year and New
翌平日）、年末年始
Year holidays.
【アクセス】JR
「波多江駅」
よりバス井原山線井 【Visit】From JR“Hatae Station”, take an Iwarayama
原山入口行き、
「伊都国歴史博物館 route bus for Iwarayama Iriguchi, alight at“Itokoku
前」
バス停下車徒歩2分
Rekishi Hakubutsukan-mae”and walk 2 mins.

https://www.city.itoshima.lg.jp/m043/010/index.html

10 糸島市立志摩歴史資料館
Shima Historical Museum

支石墓など玄海灘を通した文化交流の歴史！

Learn the history of cultural exchange through dolmens and the Genkai Sea!

【特典】観覧料
一般 220円→110円
高校生 110円→ 50円

【Special offer】Discount admission
General ¥220→110
High school student ¥110→ 50
【Address】1-3, Shimahatsu, Itoshima City.

【住 所】糸島市志摩初1番3
【TEL】092-327-4422.
【 T E L 】092-327-4422
【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで）【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は holiday or substitute holiday), end of year and New
翌平日）
、
年末年始
Year holidays.
【アクセス】JR
「筑前前原駅」
より昭和バス
「初」【Visit】From JR“Chikuzen-Maebaru Station”, take a
下車3分
Showa Bus to“Hatsu”and walk 3 mins.

https://www.city.itoshima.lg.jp/m044/010/

10 糸島市立伊都郷土美術館

Itoshima City Ito Local Art Museum

糸島出身、日展特選受賞の彫刻家 原田新八郎の作品を展示

Exhibits the works of Shinpachiro Harada, a sculptor from Itoshima and
winner of the Special Prize at Nitten (Japan Fine Arts Exhibition)

【特典】粗品贈呈

【Special offer】Small present

【住 所】糸島市前原東2-2-8
【 T E L 】092-322-5661
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は
翌平日）、年末年始
【アクセス】
ＪＲ
「筑前前原駅」から徒歩10分

【Address】2-2-8 Maebaruhigashi, Itoshima City.
【TEL】092-322-5661.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
holiday or substitute holiday), end of year and New
Year holidays.
【Visit】 10 min. walk from JR Chikuzen-Maebaru
Station.

http://www.city.itoshima.lg.jp/s033/010/030/070/index.html

宇美町

11 宇美町立歴史民俗資料館
Umi Museum

特別史跡大野城跡や国史跡光正寺古墳に関する貴重な資料を展示

Archeological treasures from the Ono Castle Ruins and the Koshoji Tumulus (a National Historic Site) are on display.

Umi Town

【特典】オリジナルポストカード・しおり 【Special offer】Present: Original postcard,
bookmark
プレゼント
【住 所】糟屋郡宇美町宇美1-1-22
【 T E L 】092-932-0011
【営業時間】8：30～17：00
（入館は16：45まで）
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は
翌日）、宇美八幡宮祭礼日の場合
は順延
【アクセス】
ＪＲ
「宇美駅」から徒歩8分
西鉄バス
「宇美八幡宮前」
下車すぐ

【Address】1-1-22 Umi, Umi-machi, Kasuya-gun.
【TEL】092-932-0011.
【Hours】8：30-17：00 (Last admission 16：45)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
substitute holiday), Postponed if a festival day of Umi
Hachiman-gu Shrine.
【Visit】8 min. walk from JR Umi Station; Immediate
access from Umihachimangu Bus Stop.

http://www.rekishi-umi.jp
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

12 須恵町立美術センター 久我記念館

Sue Municipal Art Center Kuga Kinenkan Museum of Art

緑に囲まれた美術館、筑前の名陶「須恵焼」を常設展示

The museum surrounded by greenery exhibits a permanent
collection of Chikuzen’s renowned “Sueyaki ware” pottery.

【Special offer】Present: Sueyaki bookmark.

* A ramp for disabled access is available at the service
※車椅子利用の方は、
上駐車場
（館のすぐ裏）
の entrance by the parking lot (behind the museum) for
搬入口に簡易スロープ設置、
車椅子1台常備 wheelchair users. There is one wheelchair available at
the museum.
【住 所】糟屋郡須恵町大字須恵77-1
【Address】77-1, Sue, Sue-machi, Kasuya-gun.
【 T E L 】092-932-4987
【TEL】092-932-4987.
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで）【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日休館） 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday)
【アクセス】西鉄バス
（3・36番）
「一番田
（久我記 【Visit】Take a Nishitetsu bus (3 or 36) to“Ichibanda
念美術館入口）
」下車徒歩約10分
(Kuga Kinen Bijutsukan Iriguchi)”and walk 10 min.

Sue Town

【特典】須恵焼オリジナルしおり
プレゼント

須恵町

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

https://www.town.sue.fukuoka.jp/kanko_bunka_sports/rekishi_bunkazai/1/3438.html

12 須恵町立歴史民俗資料館

須恵焼、目薬、炭坑資料などを展示
Sue Municipal Museum of History and Folklore Exhibits Sue ware, eye drops, and coal mine artifacts.
【特典】須恵焼オリジナルしおり
プレゼント

【Special offer】Present: Sueyaki bookmark.

【Address】21-3, Kamisue, Sue-machi, Kasuya-gun.

【住 所】糟屋郡須恵町上須恵21-3
【TEL】092-932-6312.
【 T E L 】092-932-6312
【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで）【Closed】Mondays and Tuesdays (opens if Mon. and
【休館日】月・火曜日（祝日の場合は開館）
Tues. are holidays)
【アクセス】町コミュニティバス佐谷～上須恵線 【Visit】Town Community Bus Satani, Kami-Sue route,
「皿山公園」下車すぐ
alight at“Sarayama Park”and take a short walk.

https://www.town.sue.fukuoka.jp/kanko_bunka_sports/rekishi_bunkazai/1/3439.html

Shingu Historical Museum

新宮町

13 新宮町立歴史資料館

発掘調査によって得られた資料及び町内に所在する歴史遺産の資料展示

Exhibits of materials uncovered in excavations and materials related to historical relics in the town.

【Special offer】Small present

【住 所】糟屋郡新宮町新宮東2-5-1
【 T E L 】092-962-5511
【営業時間】9：30～17：00
（最終入館は16：30まで）
【休館日】月曜日、年末年始
【アクセス】JR「新宮中央駅」から徒歩15分

【Address】2-5-1 Shingu Higashi, Shingu-machi,
Kasuya-gun.
【TEL】092-962-5511.
【Hours】9:30-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays.
【Visit】15 min. walk from JR Shingu-Chuo Station.

Shingu Town

【特典】粗品贈呈

http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/42,3797,200,html

筑前町

14 筑前町立大刀洗平和記念館

世界唯一の現存機、ゼロ戦三二型、九七式戦闘機を展示
The museum is the only place in the world that exhibits existing
Zero Fighter 32 Model and Nakajima Ki-27.

【特典】平和記念館オリジナルグッズ
プレゼント

【Special offer】Present: Museum’
s original goods

【Address】2561-1, Takata, Chikuzen-machi, Asakura
-gun.

【住 所】朝倉郡筑前町高田2561-1
【TEL】0946-23-1227.
【 T E L 】0946-23-1227
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで） Open all year (except end of year)
【休館日】年中無休（年末を除く）
【Visit】 Short walk from Amagi Railway “Tachiarai
【アクセス】甘木鉄道「太刀洗駅」下車すぐ
Station”

Chikuzen Town

Chikuzenmachi Tachiarai Peace Memorial Museum

http://tachiarai-heiwa.jp/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

東峰村

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

15 小石原焼伝統産業会館

小石原焼の展示及び陶芸体験
Koishiwarayaki Ceramics Industry Museum Exhibits of Koishiwarayaki ceramics, and pottery experience.

Toho Village

【特典】入館料
一般
250円→200円
小中学生 150円→100円

【Special offer】Discount admission
General ¥250→200
Elementary and junior high school student ¥150→100

【住 所】朝倉郡東峰村小石原730-9
【 T E L 】0946-74-2266
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】火曜日（祝日の場合は翌日）、年末
年始
【アクセス】西 鉄 バス「 役 場 前（ 小 石 原 庁 舎
前）
」下車徒歩15分

【Address】730-9 Koishiwara, Touhoumura, Asakuragun.
【TEL】0946-74-2266.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】Tuesdays (or the following day if a holiday),
end of year and New Year holidays.
【Visit】15 min. walk from Yakuba-mae (Koishiwarachoshamae) Bus Stop, Nishitetsu Bus.

https://densan2266part1.jimdofree.com

行橋市

16 行橋市歴史資料館

行橋市の出土遺物や歴史資料を展示
Yukuhashi City Historical Museum Exhibits archaeological artefacts and historical documents within Yukuhashi City.

Yukuhashi City

【特典】オリジナルクリアファイル
プレゼント

【Special offer】Present: Original plastic file
folder

【住 所】行橋市中央1-9-3 コスメイト行橋
2F
【Address】1-9-3 Chuo, Yukuhashi City.
【 T E L 】0930-25-3133
【TEL】0930-25-3133.
【営業時間】10：00～18：00
（最終入場17：45） 【Hours】10：00-18：00 (Last admission 17：45)
【休館日】火曜日（祝日、振替休日の場合は 【Closed】Tuesdays (or the following day if a holiday or
翌日）、8/15、12/28～1/4
substitute holiday), 8/15, 12/28-1/4.
【アクセス】JR「行橋駅」下車徒歩約15分
【Visit】15 min. walk from JR“Yukuhashi Station”

http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2016061000024/

豊前市

17 求菩提資料館

重要文化財経筒など、求菩提修験道の資料を紹介

Kubote Historical Museum

Presents artifacts related to Kubote Shugendō (Japanese mountain asceticism), including
tubes for sutra scrolls designated an Important Cultural Property

Buzen City

【特典】図録を1冊プレゼント

【Special offer】Catalog present

【Address】247, Toriihata, Buzen City.

【住 所】豊前市大字鳥井畑247
【TEL】 0979-88-3203.
【 T E L 】0979-88-3203
【Hours】9:30-16:30 (Last admission 16:00)
【営業時間】9:30～16:30
（入館は16:00まで） 【Closed】Mondays (or the following day if Mon. is a
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合はそ holiday), end of year and New Year holidays (12/28の翌日）
、
年末年始
（12/28～1/4） 1/4)
【アクセス】豊前市バス
「求菩提資料館前」
から 【Visit】 5 min. walk from Buzen City Bus “Kubote
徒歩5分
Shiryokan-mae”stop.

http://kubote-historical-museum.com/

中間市

18 中間市歴史民俗資料館

世界遺産遠賀川水源地ポンプ室資料などを展示
Nakama Museum of History and Folklore Exhibits artifacts related to Onga River Pumping Station a World Heritage Site

Nakama City

【特典】世界遺産グッズ１つプレゼント 【Special offer】Present: World Heritage goods
(first 100 persons)
（先着100名まで）

【住 所】中間市大字垣生660-1
【Address】660-1 Habu, Nakama City.
【 T E L 】093-245-4665
【TEL】 093-245-4665.
【営業時間】9：00～18：00
【Hours】9:00-18:00
【休館日】火曜日
（祝日の場合はその翌平日）
、【Closed】Tuesdays (or the next weekday if a holiday),
年末年始
end of year and New Year holidays.
【アクセス】
ＪＲ
「筑前垣生駅」から徒歩5分
【Visit】5 min. walk from JR Chikuzen-Habu Station

http://www.city.nakama.lg.jp/kurashi/kyoiku/shiryoukan.html
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

19 芦屋歴史の里

芦屋町の歴史と文化をご堪能ください
Ashiya Rekishi no Sato (Museum of History and Folklore)

芦屋町

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

Take in the history and culture of Ashiya.

Child

¥100→ 50

【住 所】遠賀郡芦屋町大字山鹿1200
【Address】1200, Yamaga, Ashiya-machi, Onga-gun.
【 T E L 】093-222-2555
【TEL】093-222-2555.
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで）【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）、年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR「折尾駅」下車、北九州市営バス 【Visit】Alight at JR“Orio Station”, take a Kitakyushu
芦屋行「山鹿郵便局前」下車徒歩 City Bus for Ashiya, alight at“Yamaga Yubinkyoku15分
mae”and walk 15 mins.

Ashiya Town

【特典】入館料 一般 200円→100円 【Special offer】Discount admission
General ¥200→100
子ども100円→ 50円

https://www.town.ashiya.lg.jp

19 芦屋釜の里

茶の湯釜の名器芦屋釜を展示
Ashiyagama no Sato Exhibits masterpieces of Ashiya tea kettles.
【特典】入館料 一般 200円→100円 【Special offer】Discount admission
General ¥200→100
子ども100円→ 50円
Child

¥100→ 50

【住 所】遠賀郡芦屋町大字山鹿1558-3 【Address】1558-3, Yamaga, Ashiya-machi, Onga-gun.
【 T E L 】093-223-5881
【TEL】093-223-5881.
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:40まで） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:40)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）、年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR「折尾駅」下車、北九州市営バス 【Visit】Alight at JR“Orio Station”, take a Kitakyushu
芦屋行「山鹿郵便局前」下車徒歩 City Bus for Ashiya, alight at“Yamaga Yubinkyoku10分
mae”and walk 10 mins.

https://www.town.ashiya.lg.jp/site/ashiyagama/

水巻町

20 水巻町歴史資料館

遠賀川下流域の歴史・自然・文化を紹介
Mizumaki-town Historical Museum Introduces the history, culture, and natural surroundings of the lower Onga River region
【Special offer】Small present

【Address】3-18-1, Koga, MIzumaki-machi, Onga-gun.
【住 所】遠賀郡水巻町古賀3-18-1
【TEL】093-201-0999.
【 T E L 】093-201-0999
【Hours】10：00-18：00.
【営業時間】10：00～18：00
（祝日・振替休日の場合は翌平日）
、 【Closed】Mondays (or the following weekday if a holiday
【休館日】月曜日
月末整理日（8/2・8/31・9/30・11/1・ or substitute holiday), museum maintenance days (8/2,
8/31, 9/30, 11/1, 11/30), end of year and New Year
11/30）、年末年始（12/28～1/4）
holidays (12/28-1/4)
【アクセス】JR「水巻駅」から北九州市営バス 【Visit】1 min. on foot from the "Mizumaki Town Library"
8・9番、JR「折尾駅」から北九州市 bus stop and the "Mizumaki Sports Park" bus stop.
営バス70・83・84・85・86番「水 From JR Mizumaki Station, take a #8 or #9 Kitakyushu city bus.
巻町図書館」
「 水巻総合運動公園 From JR Orio Station, take a #70 or #83 or #84 or #85 or
前」下車徒歩1分
#86 Kitakyushu city bus.

Mizumaki Town

【特典】粗品準備

https://www.town.mizumaki.lg.jp/museum/

苅田町

21 苅田町歴史資料館

石塚山古墳に隣接する資料館。三角縁神獣鏡片等を展示。

Kanda Town History Museum

The museum is near Ishizukayama kofun. The exhibition includes a fragment of
Sankaku-buchi Shinju-kyo.

【Special offer】Free guidebook about Tokakuji no matsue.

【住 所】京都郡苅田町富久町1-19-1
【 T E L 】093-434-2212
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】12/29～1/3
【アクセス】
ＪＲ
「苅田駅」から徒歩15分

【Address】 1-19-1 Tomihisa-cho, Kanda-machi,
Miyako-gun.
【TEL】093-434-2212.
【Hours】9：00-17：00.
【Closed】12/29-1/3
【Visit】15 min. walk from JR Kanda Station.

Kanda Town

【特典】｢等覚寺の山岳信仰と松会｣
ガイドブック進呈

http://www.town.kanda.lg.jp/_3861/_3911/_3930.html
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

みやこ町

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

22 みやこ町歴史民俗博物館

漱石門下の小宮豊隆資料はじめ、
「みやこ」の文化を紹介

Miyako Town Museum of History and Folklore

Showcases the culture of “Miyako”, including materials associated
with Toyotaka Komiya, who was a student of Soseki.

Miyako Town

【特典】個人観覧料を団体観覧料に割引 【Special offer】Group discount applies to normal
Adult ¥200→150
admission
大人
200円→150円
High school student and under ¥100→ 50
高校生以下 100円→ 50円
* Each coupon admits one person
* Only booklet coupons may be used

※クーポンの利用は1枚につき1名のみ
※冊子クーポンのみ利用可

【住 所】京都郡みやこ町豊津1122-13
【Address】1122-13, Toyotsu, Miyako-machi, Miyako -gun.
【 T E L 】0930-33-4666
【TEL】0930-33-4666.
【営業時間】9:30～17:00
（入館は16:30まで） 【Hours】9:30-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合はそ 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
の翌日）、休日の翌日、年末年始
day after holiday, end of year and New Year holidays.
【アクセス】太陽交通バス「豊津支所」バス停 【Visit】Take a Taiyo Kotsu Bus to“Toyotsu Shisho”and
下車徒歩約5分
walk 5 mins.

http://www.miyako-museum.jp/

直方市

23 直方谷尾美術館

レトロな建物に福岡県出身作家の作品を展示
Nogata Tanio Art Museum Exhibit of works by a Fukuoka-born author, in a retro-style building.

Nogata City

【特典】入館料を団体料金に割引
（企画展は7/17～9/4まで）

【Special offer】Group discount on admission
（special exhibit: 7/17 - 9/4）

※クーポンの利用は1回限りとする。

* Coupons may be used 1 time only

【住 所】直方市殿町10-35
【 T E L 】0949-22-0038
【営業時間】9：30～17：30
（最終入館は17：00まで）
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は
開館）、年末年始
【アクセス】
ＪＲ
「直方駅」から徒歩10分

【Address】10-35 Tono-machi, Nogata City.
【TEL】0949-22-0038.
【Hours】9:30-17:30 (Last admission 17:00)
【Closed】 Mondays (open if a holiday or substitute
holiday), end of year and New Year holidays.
【Visit】10 min. walk from JR Nogata Station.

http://yumenity.jp/tanio

飯塚市

24 飯塚市歴史資料館

Iizuka City Historical Museum

国の重要文化財である立岩遺跡出土品をはじめ、市内の考古資料等を展示
Exhibits on municipal archaeological materials, including items excavated from the
Tateiwa ruins, a national Important Cultural Property.

Iizuka City

【特典】入館料を団体料金に割引

【Special offer】Group discount on admission

【Address】959-1, Kayanomori, Iizuka City.

【住 所】飯塚市柏の森959-1
【TEL】0948-25-2930.
【 T E L 】0948-25-2930
【Hours】9:30-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9:30～17:00
（入館は16:30まで） 【Closed】 Wednesdays, end of year and New Year
【休館日】水曜日、年末年始（12/29～1/3) holidays (12/29-1/3)
【アクセス】JR「新飯塚駅」下車徒歩5分
【Visit】5 min. walk from JR“Shin-Iizuka Station”

http://www.city.iizuka.lg.jp/rekishi/index.htm

24 旧伊藤伝右衛門邸

筑豊に名を轟かせた炭鉱王の本邸、白蓮関係の資料を展示。国の名勝庭園も見学可

Former residence of Ito Den-emon

Materials associated with Byakuren are exhibited at the former residence of Chikuho’s
renowned coalmine tycoon. A national scenic beauty spot garden can also be toured.

【特典】入館料を団体料金に割引

【Special offer】Group discount on admission

【Address】300, Kobukuro, Iizuka City.
【TEL】0948-22-9700.

【住 所】飯塚市幸袋300
【Hours】9:30-17:00 (Last admission 16:30)
【 T E L 】0948-22-9700
【Closed】 Wednesdays, end of year and New Year
【営業時間】9:30～17:00
（入館は16:30まで） holidays.
【休館日】水曜日、年末年始
【Visit】Take a bus from Nishitetsu“Shin-Iizuka Station”
【アクセス】西鉄バス
「新飯塚駅」
バス停より約 bus top for about 20 min. to“Kobukuro/Ito Den-emon20分
「幸袋・旧伊藤伝右衛門邸前」 tei-mae”

https://www.city.iizuka.lg.jp/shokokanko/kyoiku/leisure/kanko/dennemon/index.html

25

※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

25 田川市石炭・歴史博物館

Tagawa City Coal Mining Historical Museum

田川市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

「世界の記憶」山本作兵衛コレクション等展示
Exhibits the collection of Sakubei Yamamoto which is in the Memory of the World Register.

admission

【Address】2734-1, Ita, Tagawa City.
【TEL】0947-44-5745.
【住 所】田川市大字伊田2734-1
【Hours】9:30-17:30 (Last admission 17:00)
【 T E L 】0947-44-5745
【Closed】Mondays (If Monday is a holiday, Tuesday. If
【営業時間】9:30～17:30
（入館は17:00まで）
Tuesday and the following days are holidays consecutively,
【休館日】月曜日（休日の場合は火曜日、火 the day following the last holiday. New Year Holiday
曜日以降も続く場合は連休終了日 (Dec. 29th - Jan. 3rd)
の翌日）
、
年末年始
（12/29～1/3）【Visit】5 min. walk from Nishitetsu Bus“Sekitan Kinen
【アクセス】西鉄バス
「石炭記念公園口」
下車徒 Koen-guchi”stop, and 7 min. walk from JR“Tagawa Ita
歩5分 JR
「田川伊田駅」
下車徒歩7分 Station”

Tagawa City

【特典】個人観覧料を団体観覧料に割引 【Special offer】Group discount applies to normal

https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/list00784.html

25 田川市美術館

“ 筑豊からの発信 ” をテーマに様々な展示を行う
Tagawa Museum of Art Holds various exhibitions themed on “From Chikuho”
【特典】オリジナル缶バッヂプレゼント

【Special offer】Present: Original can badge

* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】田川市新町11-56
【Address】11-56, Shin-machi, Tagawa City.
【 T E L 】0947-42-6161
【TEL】0947-42-6161.
【営業時間】9:30～17:30
（入館は17:00まで） 【Hours】9:30-17:30 (Last admission 17:00)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
年始
end of year and New Year holidays.
【アクセス】西鉄バス「石炭記念公園口」から 【Visit】8 min. walk from Nishitetsu Bus“Sekitan Kinen
徒歩8分
Koen-guchi”stop.

https://www.tagawa-art.jp/

宮若市

26 宮若市石炭記念館

貝島炭坑の歴史がわかる資料を展示
Miyawaka City Coalmining Museum Exhibits materials that illuminate the history of Kaijima Coalmine.
【Special offer】Small present

* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【Address】573, Kamiokuma, Miyawaka City.
【住 所】宮若市上大隈573
【TEL】0949-32-0404.
【 T E L 】0949-32-0404
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9:00～17:00
（最終入館は16:30）
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
【休館日】月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌
substitute holiday), Thurs. afternoon, holidays, end of
日）
、
木曜日午後、
祝日、
年末年始
year and New Year holidays.
【アクセス】西鉄バス
「石炭記念館前」
より徒歩 【Visit】 2 min. walk from Nishitetsu Bus “Sekitan
2分。JRバス「宮田バスセンター」 Kinenkan-mae”stop. 25 min. walk and 5 min. drive
より徒歩25分、
車で5分。JR
「小竹 from JR Bus“Miyata Bus Center”. 10 min. drive from
駅」
より車で10分。
JR“Kotake Station”
.

Miyawaka City

【特典】粗品贈呈

http://www.city.miyawaka.lg.jp

宮若市文化財収蔵・展示・交流センター「宮若トレッジ」 竹原古墳の石室を再現したレプリカなどを展示
26 Miyawaka
Center for Cultural Property Storage, Exhibition and Exchange (Miyawaka Tredge)
Exhibits replica of the stone chamber of Takehara Tumulus.

【特典】粗品贈呈

【Special offer】Small present

【住 所】宮若市宮永11-1
【 T E L 】0949-52-1510
【営業時間】9：00～17：00
（会議室の利用は22：00まで）
【休館日】月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌
日）
、
12/29～1/3
【アクセス】JR九州バス福丸バス停降車後、タ
クシーで5分

【Address】11-1, Miyanaga, Miyawaka City.
【TEL】0949-52-1510.
【Hours】9：00-17：00 (Conference room use until 22：00)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
substitute holiday), 12/29-1/3.
【Visit】5 min. by taxi from JR Kyushu Bus "Fukumaru"
bus stop.

https://sites.google.com/view/miyawaka-tredge
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

嘉麻市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

27 嘉麻市織田廣喜美術館
Hiroki Oda Museum of Art

二科会などで活躍した織田廣喜の常設美術館

Standing art museum for the works of Hiroki Oda, who was active in the Nika Association society of artists.

Kama City

【特典】館所蔵のポストカード1枚
プレゼント

※クーポンの利用は１回限りとする

【Special offer】Present: Postcard of museum
* Coupons may be used 1 time only
holdings

【Address】767 Kamiusui, Kama City.

【住 所】嘉麻市上臼井767
【TEL】0948-62-5173.
【 T E L 】0948-62-5173
【Hours】9：30-17：30 (Last admission 17：00)
【営業時間】9：30～17：30
【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays
（最終入館は17:00まで）
(1 2 / 2 8 - 1 / 4 ) ; pr o v is io n a l c lo s in g s f o r in t e rn a l
【休館日】月曜日、
年末年始
（12/28～1/4）
、 organization
館内整理特別休館日
【Visit】5 min. walk from Usuisisho Bus Stop, Nishitetsu
【アクセス】西鉄バス
「碓井支所」
から徒歩5分
Bus.

https://odabi.libweb.jp/

27 嘉麻市碓井郷土館

歴史・民俗資料展示と皿屋敷伝説の映像

Usui Exhibition Hall of History and Folklore

Historical and folklore exhibits as well as illustrations of the Sarayashiki
traditional ghost story (Manor of the Dishes).

【特典】ポケットティッシュプレゼント

【Special offer】Present: Pocket tissues

【Address】767 Kamiusui, Kama City.

【住 所】嘉麻市上臼井767
【TEL】0948-62-5720.
【 T E L 】0948-62-5720
【Hours】9：30-17：30 (Last admission 17：00)
【営業時間】9：30～17：30
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
（最終入館は17:00まで）
end of year and New Year holidays（12/28-1/4,）and
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日休館）、 other days when the Hiroki Oda Museum of Art is
年末年始
（12/28～1/4）、織田廣 closed
喜美術館の館内整理特別休館日 【Visit】5 min. walk from Usuisisho Bus Stop, Nishitetsu
【アクセス】西鉄バス
「碓井支所」
から徒歩5分
Bus.

27 嘉麻市碓井平和祈念館

平和と人権をテーマに 多様な戦争記録を展示
Usui Exhibition Hall of Peace and Human rights A variety of war records are on display, organized around the themes of peace and human rights.
【特典】ポケットティッシュプレゼント

【Special offer】Present: Pocket tissues
【Address】767 Kamiusui, Kama City.

【住 所】嘉麻市上臼井767
【TEL】0948-62-5720.
【 T E L 】0948-62-5720
【Hours】9：30-17：30 (Last admission 17：00)
【営業時間】9：30～17：30（最終入館は17：
*Sunday and holiday until 17：00 (Last admission 16：30)
00まで）※日曜・祝日は17：00ま
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
で
（入館は16：30まで）
end of year and New Year holidays（12/29-1/4,）the
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日休館）、 forth Thursday of every month and other days that the
年末年始（12/29～1/4）、碓井図 Usui Library is closed
書館の休館日（第4木曜日他）
【Visit】5 min. walk from Usuisisho Bus Stop, Nishitetsu
【アクセス】西鉄バス
「碓井支所」
から徒歩5分
Bus.

桂川町

28 王塚装飾古墳館

王塚古墳の石室原寸大レプリカがあり、体感できる
Ouzuka Decorated Tomb Museum Experience the life-size replica of the stone chamber of Ozuka Kofun (burial mound)

Keisen Town

【特典】入館料 大人 330円→270円 【Special offer】Discount admission
Adult ¥330→270
中高生160円→130円
Junior and high school student ¥160→130
小学生110円→ 80円
Elementary school student ¥110→ 80

※土曜日は高校生以下無料

【住 所】嘉穂郡桂川町大字寿命376
【 T E L 】0948-65-2900
【営業時間】9:00～16:30
【休館日】月曜日
（祝日の場合は翌平日）
、
年末
年始（12/29～1/3)
【アクセス】JR
「博多駅」
より福北ゆたか線でJR
「桂川駅」下車徒歩約8分

* Free admission to Child under high school age on Saturdays.
【Address】376, Jumei, Keisen-machi, Kaho-gun.
【TEL】0948-65-2900.
【Hours】9:00-16:30.
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
holiday), end of year and New Year holidays (12/29-1/3)
【Visit】From JR“Hakata Station”, take a Fukuhoku
Yutaka Line train to JR“Keisen Station”and walk 8 mins.

http://www.town.keisen.fukuoka.jp/ouzuka/index.html
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

29 香春町歴史資料館
Kawara History Museum

香春町

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

香春町ゆかりの資料を展示
Exhibits materials associated with Kawara.

【Special offer】Present: Commemorative item
* Limited to available supply

※なくなり次第終了

【Address】987-1, Takano, Kawara-machi, Tagawagun.

【住 所】田川郡香春町大字高野987-1
【TEL】0947-32-8410.
【 T E L 】0947-32-8410
【Hours】9:00-18:00 (Last admission 17:00)
【営業時間】9:00～18:00
（入館は17:00まで）【Closed】Mondays, last Wed. of the month (or the
【休館日】月曜日、毎月最終水曜日
（祝日・振替 following day if a holiday or substitute holiday), end of
休日の場合は翌日）
・年末年始
year and New Year holidays.
【アクセス】JR日田彦山線「香春駅」下車徒歩 【Visit】3 min. walk from JR Hita-Hikosan Line“Kawara
3分
Station”

Kawara Town

【特典】記念品プレゼント

https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s032/020/rekisisiryoukann.html

Oto Museum

大任町

30 ふるさと館おおとう

町内文化遺産の展示と建徳寺古墳公園を併設

An exhibition of the town's heritage adjoins Kentokuji Tumulus Park.

※なくなり次第終了

【住 所】田川郡大任町大字今任原1666-2
【 T E L 】0947-41-2055
【営業時間】9：00～17：00
（最終入館は16：30まで）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末
年始（12/28～1/4）
【アクセス】平成筑豊鉄道「田川伊田駅」から
大任町コミュニティバス狐塚方面
「海洋センター」下車

【Special offer】Present: Commemorative item
* Limited to available supply

【Address】1666-2 Imatoubaru, Otou-machi, Tagawagun.
【TEL】0947-41-2055.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
end of year and New Year holidays (12/28-1/4)
【Visit】 From Heisei Chikuhō Railway, Tagawa-Ita
S t a t i o n : To w a r d K i t s u n e d z u k a o n O t o u - m a c h i
Community Bus, to Kaiyou Center Bus Stop.

Otou Town

【特典】記念品プレゼント

http://www.town.oto.fukuoka.jp

30 サボテンハウス

種類が豊富で大きさが自慢 西日本最大級の施設
Saboten House（Cactus House） This conservatory hosts a huge range of cactus varieties and is the largest of its kind in western Japan.
【特典】記念品プレゼント
※なくなり次第終了

【住 所】田川郡大任町大字今任原1666-2
【 T E L 】0947-41-2055
【営業時間】9：00～17：00
（最終入館は16：30まで）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末
年始（12/28～1/4）
【アクセス】平成筑豊鉄道「田川伊田駅」から
大任町コミュニティバス狐塚方面
「海洋センター」下車

【Special offer】Present: Commemorative item
* Limited to available supply

【Address】1666-2 Imatoubaru, Otou-machi, Tagawagun.
【TEL】0947-41-2055.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
end of year and New Year holidays (12/28-1/4)
【Visit】 From Heisei Chikuhō Railway, Tagawa-Ita
S t a t i o n : To w a r d K i t s u n e d z u k a o n O t o u - m a c h i
Community Bus, to Kaiyou Center Bus Stop.

http://www.town.oto.fukuoka.jp

大牟田市

31 大牟田市石炭産業科学館

石炭および三池炭鉱の歴史と技術の資料を展示
Omuta Coal Industry and Science Museum Showcases the history and technology of coal and Miike Coalmine.
※クーポンの利用は１回限りとする

【Special offer】Present: Commemorative item
to visitors to the permanent exhibition.
* Coupons may be used 1 time only

【Address】6-23, Misaki-machi, Omuta City.
【住 所】大牟田市岬町6-23
【TEL】0944-53-2377.
【 T E L 】0944-53-2377
【Hours】9:30-17:00.
【営業時間】9:30～17:00
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は holiday or substitute holiday), end of year and New
翌平日）
、
年末年始
（12/29〜1/3） Year holidays（12/29-1/3.）
【アクセス】JR/西鉄「大牟田駅」
（西口）からイ 【Visit】From JR/Nishitetsu“Omuta Station”(West Exit),
オンモール大牟田行きバス終点 take a bus for AEON Mall Omuta, alight at the final
下車徒歩8分
destination and walk 8 mins.

Omuta City

【特典】常設展示室
入場者には記念品プレゼント

http://www.sekitan-omuta.jp/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

大牟田市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

31 大牟田市立三池カルタ･ 歴史資料館

日本で唯一のカルタ専門資料館
Omuta City Miike Playing Cards and History Material Museum Japan’s only Karuta playing cards museum.

Omuta City

【特典】オリジナルポストカードを
1枚プレゼント

【Special offer】Present: Original postcard
* Limited to available supply
* Coupons may be used 1 time only

※なくなり次第終了
※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】大牟田市宝坂町2-2-3
【 T E L 】0944-53-8780
【営業時間】10:00～17:00
【休館日】月曜日、
毎月最終木曜日
（祝日の場
合は翌日）
、
年末年始、
臨時休館あり
【アクセス】JR/西鉄
「大牟田駅」
から徒歩約15分

【Address】2-2-3, Takarazaka-machi, Omuta City.
【TEL】0944-53-8780.
【Hours】10:00-17:00.
【Closed】Mondays, last Thursday of the month (Fri. if
Thurs. is a holiday), end of year and New Year holidays,
and subject to temporary closures.
【Visit】15 min. walk from JR/Nishitetsu“Omuta Station”

http://karuta-rekishi.com

久留米市

32 福岡県青少年科学館
Fukuoka Science Museum

体験しながら楽しく学べる科学館

Visitors can learn while having fun at the museum.

【特典】クーポン１枚につき、常設展無料 【Special offer】One coupon is exchanged for a
招待券１枚と交換 ※冊子の持参のみ1回 free admission ticket to the permanent exhibition.

Kurume City

A museum pamphlet can be used as a coupon only once. Coupons
限り対応。
スマホ等でのクーポン提示は不可。 *shown
on smartphones or other means will not be accepted.
注：コスモシアター
（プラネタリウム）
には使用不可 Note: Cannot be used to enter the Cosmo Theater (planetarium)
※クーポンの利用は１回限りとする
* Coupons may be used 1 time only
【Address】1713, Higashi-Kushiwara-machi, Kurume City.
【住 所】久留米市東櫛原町1713
【TEL】0942-37-5566.
【 T E L 】0942-37-5566
（入館は16:00まで） 【Hours】Weekdays 9:30-16:30 (Last admission 16:00)
【営業時間】平日9:30～16:30
土日祝9:30～17:00
（入館は16:30まで） Sat., Sun. & holidays. 9:30-17:00 (Last admission 16:30)
※要ウェブ事前予約 *Online reservation required
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、館内整 when the museum is rearranging (last Tues. of the
理日
（原則毎月最終火曜日）
、
年末年始 ※要確認 month), end of year and New Year holidays.
【アクセス】西鉄バス「青少年科学館前」下車 【Visit】Take a Nishitetsu Bus to“Seishonen Kagakukan-mae”

一部可

http://www.science.pref.fukuoka.jp/

32 有馬記念館

久留米ゆかりの郷土資料を展示
Arima Memorial Museum Exhibits regional materials associated with Kurume.
【特典】団体料金に割引
（210円→150円）

【Special offer】Group discount (¥210→150)

【住 所】久留米市篠山町444
【Address】444, Sasayama-machi, Kurume City.
【 T E L 】0942-39-8485
【TEL】0942-39-8485.
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで）【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】火曜日（祝祭日と重なる場合は 【Closed】 Tuesdays (or the following weekday if a
翌平日）、展示替期間中、年末年始 holiday), when the exhibits are changed, end of year
（12/28〜1/1）
and New Year holidays (12/28-1/1)
【アクセス】西鉄バス（系統番号8番）乗車「大 【Visit】Take a Nishitetsu Bus No.8 to“Daigakubyoin”
学病院」下車徒歩約5分
and walk 5 mins.

https://www.arimakinenkan.or.jp

32 坂本繁二郎生家

久留米市に唯一残る武家屋敷
The Birthplace of Hanjiro Sakamoto The only surviving Samurai residence in Kurume City.
【特典】団体料金に割引
（210円→150円）

【Special offer】Group discount (¥210→150)

【Address】224-1, Kyo-machi, Kurume City.

【住 所】久留米市京町224-1
【TEL】0942-35-8260.
【 T E L 】0942-35-8260
【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】10:00～17:00(入館は16:30まで）【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【休館日】月曜日
（祝日の場合、
翌平日）
、
年末 holiday), end of year and New Year holidays (12/28年始
（12/28～1/3）
1/3)
【アクセス】JR
「久留米駅」
西口
（水天宮口）
より 【Visit】5 min. walk from JR“Kurume Station”West Exit
徒歩5分
(Suitengu Exit)

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3040hanjirou/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

32 久留米市立草野歴史資料館
Kurume City Kusano History Museum

久留米市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

草野町や草野氏に関する資料を展示

Exhibits materials associated with the town of Kusano and the Kusano family.

【特典】ポストカード1枚プレゼント

【Special offer】Present: Postcard

Kurume City

【住 所】久留米市草野町草野411-1
【 T E L 】0942-47-4410
【Address】411-1, Kusano, Kusano-machi, Kurume City.
【営業時間】10:00～17:00
【TEL】0942-47-4410.
【休館日】月曜日（国民の休日の場合、翌火 【Hours】10:00-17:00
曜日）、国民の祝日の翌日（ただし 【Closed】Mondays (Tues. if Mon. is a holiday), the day
土曜日・日曜日・祝日は除く）
、
年末 after holiday (except Sat., Sun. and holiday), end of
年始
（12/28～1/4）
year and New Year holidays (12/28-1/4)
【アクセス】西鉄バス25、25-1番
「草野上町」 【Visit】2 min. walk from Nishitetsu Bus No.25 and
下車 徒歩2分
25-1“Kusano Kami-machi”stop.

https://welcome-kurume.com/kusano/

32 久留米市美術館・石橋正二郎記念館

四季折々の花や緑があふれる庭園に囲まれた美術館

Kurume City Art Museum & Shojiro Ishibashi Memorial Museum
【特典】団体料金にて入館

（美術館開館後、
利用可能）

The museums surrounded by gardens filled with
seasonal flowers and greenery

【Special offer】 Group discount
(Applicable after the art museum opening)

Closed for maintenance until 10/28/2022. Free admission
•整備工事のため2022/10/28まで休館
•美術館休館中、石橋正二郎記念館は入館料無料 for Shojiro Ishibashi Memorial Museum while the art museum is
closed. Special event held until 10/23 at the memorial museum.
•記念館で特別イベントを10/23まで開催
【Address】1015, Nonaka-machi, Kurume City.
【住 所】久留米市野中町1015
【TEL】0942-39-1131.
【 T E L 】0942-39-1131
【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】10:00～17:00
（入館は16:30まで） 【Closed】 Mondays (Opens if Mon. is a holiday or
【休館日】月曜日
（祝日・振替休日の場合は開館）
、 substitute holiday), end of year and New Year holidays
年末年始（12/29～1/1）、展示替期間 (12/29-1/1), and when exhibits are changed.
【アクセス】JR/西鉄「久留米駅」から西鉄バス 【Visit】From JR/Nishitetsu“Kurume Station”, take a
「文化センター前」下車
Nishitetsu Bus to“Bunka Center-mae”

https://www.ishibashi-bunka.jp/kcam/

一部可

32 久留米市世界のつばき館
Kurume World Camellia Museum

世界の椿の原種を国内最多の110種を展示

Japan's largest exhibit of original species (110 kinds) of camellia from around the world.

【特典】椿の写真入りポストカード
プレゼント

【Special offer】Present: Postcard with pictures
of camelia

【住 所】久留米市草野町矢作490-2
【 T E L 】0942-47-1821
【営業時間】9：00〜17：00
【休館日】第3木曜日（祝日の場合は翌日）
【アクセス】西鉄バス「久留米市世界のつばき
館前」下車

【Address】490-2 Kusanomachi-yahagi, Kurume City.
【TEL】0942-47-1821.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】3rd Thursday of month (or the following day
if a holiday)
【Visit】Kurume-shi Sekai no Tsubakikan-mae Bus Stop,
Nishitetsu Bus.

https://www.kurume-tsubakikan.jp/

32 久留米市鳥類センター
Kurume Bird Center

小動物とのふれあいができる鳥類メインの動物園

A bird-themed zoo featuring a host of birds and small animals to observe and interact with

【特典】飼 育 動 物 の 写 真 入りポ ケット 【Special offer】Present: Pocket tissues with
pictures of animals in captivity
ティッシュプレゼント
※クーポンの利用は1回限りとする。

* Coupons may be used 1 time only

【住 所】久留米市東櫛原町中央公園内
【Address】 Chuo Koen-nai, Higashikushiharamachi,
【 T E L 】0942-33-2895
Kurume City.
【営業時間】9:00～17：00
（入園は16：30まで）【TEL】0942-33-2895.
【休館日】第2月曜日（祝日の場合は翌日）、【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30)
12/29～1/1
【Closed】2nd Monday of month (or the following day
【アクセス】西鉄「櫛原」駅より徒歩5分、久留 if a holiday), 12/29-1/1.
米インターから車で5分（佐賀・日 【Visit】5 min. on foot from Nishitetsu Kushiwara Station,
田方面出口）
5 min. by car from Kurume IC（Saga/Hita Exit）

http://kurumekoen.org/birdc/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

柳川市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

33 柳川古文書館

Yanagawa Archives

旧柳河藩域の古文書を展示・公開
The museum displays antique documents of the Yanagawa Domain region for the public.

Yanagawa City

【特典】リーフレット1部又は缶バッジ1個 【Special offer】Presenting visitors with a leaflet
or button badge

※クーポンの利用は1回限りとする。

【住 所】柳川市隅町71-2
【 T E L 】0944-72-1037
【営業時間】9：30～16：30
【休館日】月曜日
（祝日の場合は、
翌日）
、
年末
年始（12/28～1/4）、その他臨時
休館日
【アクセス】西鉄「柳川駅」下車徒歩10分

* Coupons may be used 1 time only

【Address】71-2, Sumi-machi, Yanagawa City.
【TEL】0944-72-1037.
【Hours】9：30-16：30.
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
end of year and New Year holidays (12/28 -1/4), and
other temporary closures.
【Visit】10 min. walk from Nishitetsu“Yanagawa Station”

https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kyoiku/rekishibunka/shisetsu/komonjo.html

33 北原白秋生家・記念館

明治時代の商家の生家と近代的な記念館
The Birthplace and Memorial Hall of Hakushu Kitahara The birthplace and modern memorial hall of a merchant of the Meiji period.
【特典】入館料より50円引き

【Special offer】¥50 off admission.

【Address】55-1, Okinohata-machi, Yanagawa City.

【住 所】柳川市沖端町55-1
【TEL】0944-72-6773.
【 T E L 】0944-72-6773
【Hours】9:00-17:00（Last admission 16:30）
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで）【Closed】End of year and New Year holidays (12/29-1/3)
【休館日】年末年始（12/29〜1/3）
【Visit】 10 min. drive from Nishitetsu “Yanagawa
【アクセス】西鉄
「柳川駅」
から車で10分、
みや Station”, 25 min. drive from Miyama Yanagawa
ま柳川インターから25分
Interchange.

http://www.hakushu.or.jp/

33 立花家史料館
Tachibana Museum

柳川藩主立花家に伝来する美術工芸品を展示
The collection of art and craftworks passed down through the generations of the Tachibana family, the lords of the Yanagawa Clan.

【特典】ミュージアムグッズプレゼント

【Special offer】Present: Museum goods

【Address】1, Shinhoka-machi, Yanagawa City.

【住 所】柳川市新外町1
【TEL】0944-77-7888.
【 T E L 】0944-77-7888
【Hours】10：00～16：00 (subject to change)
【営業時間】10：00～16：00
（変更の可能性あり）【Closed】During exhibit rotation only (see website for
【休館日】展示替期間のみ(要HP確認)
details)
【アクセス】西鉄「柳川駅」からタクシーで10 【Visit】 10 min. by taxi from Nishitetsu “Yanagawa
分、
または西鉄バス沖端方面行き Station”or 15 min. by Nishitetsu Bus for Okinohata
15分「御花前」下車
and alight at“Ohana-mae”
.

http://tachibana-museum.jp

八女市

古代九州の雄「磐井」と多種多様な石人・石馬
34 八女市岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」Ancient
Kyushu’s gallant “Iwai” ruling family and stone
Iwatoyama Historical and Cultural Community Center

Yame City

【特典】オリジナルクリアファイル
1枚プレゼント

figures of people and horses.

【Special offer】Present: Original plastic file folder

【住 所】八女市吉田1562-1
【Address】1562-1, Yoshida, Yame City.
【 T E L 】0943-24-3200
【TEL】0943-24-3200.
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで）【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
年始
end of year and New Year holidays.
【アクセス】西鉄「久留米駅」
より、八女行バス 【Visit】From Nishitetsu“Kurume Station”, take a bus
「福島高校前」下車 徒歩1分
for Yame to“Fukushima Koko-mae”and walk 1 min.

http://www.city.yame.fukuoka.jp/iwatoyama/index.html
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

八女市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

34 星の文化館

九州最大の100cm反射望遠鏡で星空体験
Hoshi-no-Bunkakan Experience the starry sky with Kyushu's largest 100cm reflecting telescope.

Age 4+:

※クーポンの利用は1回限りとする。

【住 所】八女市星野村10828-1
【 T E L 】0942-52-3000
【営業時間】10：30～21：50（土～月）
13：00～21：50（水～金）
最終入館は21:30まで
【休館日】火曜日
【アクセス】自家用車：八女ＩＣより40分、
杷木ＩＣより30分

¥100→ 50

* Coupons may be used 1 time only
【Address】10828-1, Hoshino-mura, Yame City.
【TEL】0942-52-3000.
【Hours】10:30-21:50 (Sat-Mon), 13:00-21:50 (WedFri) (Last admission 21:30)
【Closed】Tuesdays
【Visit】40 min. by car from Yame IC, 30 min. by car
from Haki IC.

Yame City

【特典】入場料大 人 500円→400円 【Special offer】Discount admission
Adult:
¥500→400
小学生 300円→250円
Elementary school: ¥300→250
4才以上100円→ 50円

https://www.hoshinofurusato.jp/constellation/

34 茶の文化館

Cha-no-Bunkakan

飲んで、作って、食べて、学んで、
ここでしかできない八女茶体験を！
Drink it, make it, eat it and learn about it! Enjoy Yame tea experiences that are unique to this location.

【特典】玉露しずく茶全メニュー
10%引き

【Special offer】10% discount on all Gyokuro
Shizuku tea items
* Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は1回限りとする。

【Address】10816-5, Hoshino-mura, Yame City.

【住 所】八女市星野村10816-5
【TEL】0943-52-3003.
【 T E L 】0943-52-3003
【Hours】10:00-17:00.
【営業時間】10：00～17：00
【Closed】Tuesdays (does not close on holidays, May
【休館日】火曜日
（祝日・5月・夏休みは無休） or summer vacation)
【アクセス】自家用車：八女ICより40分、杷木 【Visit】40 min. by car from Yame IC, or 30 min. by car
ICより30分
from Haki IC

https://www.hoshinofurusato.jp/tea/

34 八女市田崎廣助美術館

Yame City Tasaki Hirosuke Museum

八女の風土が生んだ山岳画家 田崎廣助の美術館

This museum presents the works of Hirosuke Tasaki, a mountain
landscape painter produced by the culture and nature of Yame.

【特典】田崎廣助素描
（複製）
1枚
プレゼント

【Special offer】Present: One sketch (reproduction)
by Hirosuke Tasaki

【Address】108-1, Harujima, Tachibanamachi, Yame

【住 所】八女市立花町原島108-1
City.
【 T E L 】0943-24-8304
【TEL】0943-24-8304.
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
年始
end of year and New Year holidays.
【アクセス】自家用車：八女ICから約15分、広 【Visit】15 min. by car from Yame IC, 20 min. by car
川ICから約20分
from Hirokawa IC.

http://www.city.yame.fukuoka.jp/art_museum/about/index.html

Chikugo City Local Museum

筑後市

35 筑後市郷土資料館

考古・民俗資料の展示と伝統工芸品の紹介
Exhibits of archaeological and folk materials, and introduction to traditional crafts.

【Special offer】Present: Original goods

【住 所】筑後市水田17-2
【 T E L 】0942-53-8246
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日
（祝日の場合は開館し、
翌平日
休館）
、
祝日の翌日、
12/29～1/3
【アクセス】
ＪＲ
「羽犬塚駅」から徒歩25分
八女インターより車で10分

【Address】17-2 Mizuta, Chikugo City.
【TEL】0942-53-8246.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】Mondays (open if a holiday, then closed the
following weekday); days following holidays; 12/29-1/3
【Visit】25 min. walk from JR Hainuzuka Station, 10 min.
by car from Yame IC.

※クーポンの利用は1回限りとする。

* Coupons may be used 1 time only

※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

Chikugo City

【特典】オリジナルグッズプレゼント
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

筑後市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

35 筑後広域公園芸術文化交流施設（九州芸文館）
Kyushu Geibun-kan Museum

隈研吾デザインの斬新な建物

The futuristic building was designed by Kengo Kuma.

Chikugo City

【特典】図録プレゼント

【Special offer】Catalog present

【住 所】筑後市大字津島1131
【 T E L 】0942-52-6435
【営業時間】9:00～21:00
【休館日】月曜日
（祝日の場合翌平日）
、
年末年
始
（12/29～1/3）
【アクセス】JR「筑後船小屋駅」下車徒歩1分
（九州新幹線、鹿児島本線）

【Address】1131, Tsushima, Chikugo City.
【TEL】0942-52-6435.
【Hours】9:00-21:00.
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
holiday), end of year and New Year holidays (12/291/3)
【Visit】1 min. walk from JR“Chikugo Funagoya Station”
(Kyushu Shinkansen, Kagoshima Main Line)

http://www.kyushu-geibun.jp/

大川市

36 大川市立清力美術館

建物が明治洋風建築で、福岡県指定文化財
Okawa Municipal Seiriki Art Museum The western-style architecture from the Meiji period is Fukuoka Prefecture’s designated cultural property.

Okawa City

【特典】記念品プレゼント

【Special offer】Present: Commemorative item

【Address】77-16, Kanegae, Okawa City.
【TEL】0944-86-6700.

【住 所】大川市大字鐘ケ江77-16
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【 T E L 】0944-86-6700
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
【営業時間】9:00～17:00(入館は16:30まで） end of year and New Year holidays, when exhibits are
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末 changed.
年始、展示替期間
【Visit】 From Nishitetsu “Daizenji Station”, take a
【アクセス】西鉄
「大善寺駅」
から西鉄バスで約 Nishitetsu Bus for 30 min. to“Kawabata Dori”and walk
30分、
「川端通り」
下車徒歩約15分 15 min.

http://www.city.okawa.lg.jp/050/050/030/

36 古賀政男記念館・生家
Koga Masao Memorial Hall

昭和ムードの館内で、館長の生演奏で古賀メロディーが唄えます

Visitors can sing Koga’s songs to the curator’s live performance in the Showa-retro hall.

【特典】入館料 通常料金より100円引 【Special offer】Discount admission

¥100 off regular rate

※特典利用はお1人様、
1回限りとする

*Use of this discount is limited to one time per customer

【住 所】大川市大字三丸844
【Address】844, Mitsumaru, Okawa City.
【 T E L 】0944-86-4133
【TEL】0944-86-4133.
【営業時間】9：30～17：00(入館は16：30まで） 【Hours】9：30-17：00 (Last admission 16：30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）
、
年末年始 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
【アクセス】西鉄
「柳川駅」
よりバスで佐賀駅バ end of year and New Year holidays
スセンター行
「兼木
（古賀政男記念 【Visit】From Nishitetsu“Yanagawa Station”, take a bus
館前）
」
下車
for Saga/Okawa and alight at“kaneki”

http://www.kumin.ne.jp/kinenkan/

小郡市

37 九州歴史資料館

Kyushu Historical Museum

福岡県の様々な歴史資料を展示、土日祝日は古代体験やハンズオンも実施
Exhibits various historical materials of Fukuoka Prefecture and also offers hands-on
experiences for a peek into ancient times on Saturdays, Sundays and holidays.

Ogori City

【Special offer】Free admission (normally ¥210)
【特典】観覧料 210円→無料
（常設展・企画展・特別展すべて） (Includes everything from permanent, rotating
※クーポンの利用は１回限りとする and special exhibitions)

* Coupons may be used 1 time only
※古代体験・ハンズオンは感染状況に
*Hands-on experiences for a peek into ancient times
より中止することあり。
might be cancelled based on the infection status

【住 所】小郡市三沢5208-3
【Address】5208-3, Mitsusawa, Ogori City.
【 T E L 】0942-75-9575
【TEL】0942-75-9575.
【営業時間】9:30～16:30
（入館は16:00まで） 【Hours】9:30-16:30 (Last admission 16:00)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or substitute
翌日）、年末年始（12/28～1/4） holiday), end of year and New Year holidays (12/28-1/4)
【アクセス】西鉄
「三国が丘」
駅下車徒歩約10分 【Visit】10 min. walk from Nishitetsu“Mikunigaoka Station”

https://kyureki.jp
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

38 うきは市立吉井歴史民俗資料館

Ukiha City Yoshii Museum of History and Folklore

うきは市

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

全てが国指定重要文化財の月岡古墳出土品を一括展示

An exhibit of artifacts from the Tsukino-oka Tumulus, all of which
are national important cultural properties of Japan.

【Special offer】Present: Hino-oka Tumulus
decorative poster

【Address】983-1, Yoshii-machi, Ukiha City.

【住 所】うきは市吉井町983-1
【TEL】0943-75-3120.
【 T E L 】0943-75-3120
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9:00～17:00(入館は16:30まで） 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
【休館日】月曜日
（祝日の場合翌日）
、
年末年始 end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR「筑後吉井駅」下車徒歩15分、【Visit】15 min. walk from JR Chikugo Yoshii Station, 15
高速朝倉インターより車で15分
min. by car from Asakura IC.

Ukiha City

【特典】日岡古墳装飾実測図ポスター
プレゼント

https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0035110/index.html

広川町

施設であり、町内遺跡からの出土品を展示しています。
39 広川町古墳公園資料館（こふんピア広川） The
facility offers a guide to the Sekijinsan Tumulus and Koukadani Tumulus, nationally国指定史跡である石人山古墳と弘化谷古墳のガイダンス

Hirokawa-machi Kofun Koen Shiryokan (Kofun-pia Hirokawa)

designated historical sites, and displays archaeological artefacts found in the town.

【Special offer】Present: Postcard of museum
holdings
【Address】1436-2, Ichijo, Hirokawa-machi, Yamegun.

【住 所】八女郡広川町大字一條1436-2
【TEL】0942-54-1305.
【 T E L 】0942-54-1305
【Hours】9:00-17:00 (Lasts admission 16:30)
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで）
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
【休館日】月曜日（その日が祝日・振替休日 substitute holiday)
の場合は翌日）
【Visit】 Take Nishitetsu Bus at Nishitetsu Kurume
【アクセス】西鉄「久留米駅」～西鉄バス「西鉄久 Station, from“Nishitetsu Kurume Bus Center”to“Ichijo
留米バスセンター」～「一條バス停」 Bus Stop”(bound for Hainuzuka at JR Omuta Station),
（大牟田・は犬塚方面行き）下車15分 and take a 15 min. walk.

Hirokawa Town

【特典】館所蔵ポストカードプレゼント

https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp

山口県

40 山口県立美術館

郷土ゆかりの作品にふれる、緑豊かな美術館
Yamaguchi Prefectural Art Museum Museum nestled in verdant greenery houses artworks with local connections.

Student ¥200→160

※施設改修工事のため臨時休館
2022年12/12～2023年3/31

*Closed for renovation from 12/12/2022 to 3/31/2023
【Address】3-1, Kameyama-machi, Yamaguchi City.
【住 所】山口市亀山町3-1
【TEL】083-925-7788.
【 T E L 】083-925-7788
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30)
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）【Closed】Mondays (Open on Mondays that are public
【休館日】月曜日（祝日・休日の場合は開館、 holidays, Open on the first Monday of the month during
特別展開催中の第1月曜日は開館） special exhibitions)
【アクセス】
Ｊ
Ｒ
「山口駅」
下車 徒歩15分
【Visit】15 min. walk from JR“Yamaguchi Station”

https://www.yma-web.jp/

40 山口県立萩美術館・浦上記念館
Hagi Uragami Museum

Yamaguchi prefecture

【特典】コレクション展の団体割引料金適用 【Special offer】Group discount applied to
admission to the collection exhibit.
一般 300円→240円
General ¥300→240
学生 200円→160円

浮世絵、東洋陶磁、陶芸の美術館

A museum dedicated to ukiyo-e, oriental ceramics, and ceramic art.

【特典】普通展示の団体割引料金適用
一般 300円→240円
学生 200円→160円

【Special offer】Group discount applied to
admission to the permanent exhibit.
General ¥300→240
Student ¥200→160
【Address】586-1, Hiyakomachi, Hagi City.

【住 所】萩市平安古町586-1
【TEL】0838-24-2400.
【 T E L 】0838-24-2400
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30)
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【休館日】月曜日
（祝日・休日の場合は翌平日）
、 holiday), end of year and New Year holidays, when the
年末年始、展示替期間
exhibits are changed.
【アクセス】
Ｊ
Ｒ
「玉江駅」
下車 徒歩20分
【Visit】20 min. walk from JR“Tamae Station”

https://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/index.html
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

山口県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

40 柏原美術館

刀剣・甲冑等古武具を中心に多数展示
Kashiwabara Art Museum An exhibit featuring a large number of ancient armaments, such as swords and armor

Yamaguchi prefecture

【特典】入館料2割引

【Special offer】20% off admission.

【住 所】岩国市横山２丁目10-27
【 T E L 】0827-41-0506
【Address】2-10-27 Yokoyama, Iwakuni City.
【営業時間】9：00～17：00
（受付16：30まで） 【TEL】0827-41-0506.
※12月～2月 16：00
【Hours】9:00-17:00 (admission until 16:30) *Dec 【休館日】火曜日
Feb: 16:00
【アクセス】バス：
Ｊ
Ｒ新岩国駅から10分、
Ｊ
Ｒ岩 【Closed】Tuesdays
国駅から15分
【Visit】Bus: 10 min. from JR Shin-Iwakuni Station, 15
自動車：山陽自動車道岩国Ｉ
Ｃから min. from JR Iwakuni Station
8分
Car: 8 min. from Iwakuni IC on the Sanyo Expressway

https://www.kashiwabara-museum.jp/

40 下関市立美術館

下関にゆかりのある作家が中心の所蔵品
Shimonoseki City Art Museum Collection focused on artists associated with Shimonoseki.
【特典】オリジナルシール
（非売品）
2枚1セットをプレゼント

【Special offer】Present: Set of two original stickers
(not for sale)

【Address】1-1, Chofukuromonhigashimachi,
Shimonoseki City.
【TEL】083-245-4131.
【住 所】下関市長府黒門東町１番１号
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30)
【 T E L 】083-245-4131
【Closed】Mondays (excluding public holidays), during
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで） exhibition changes, end of year and New Year holidays,
【休館日】祝日を除く月曜日、展示替期間、 during construction
年末年始、工事期間
【Visit】Get off at Shiritsu Bijutsukan-mae (Kanmon Iryo
【アクセス】市立美術館前
（関門医療センター Center-mae). The bus stop is directly in front of the
前）
下車すぐ
museum.

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/art/

40 熊谷美術館

古き良き日本を五感で楽しめる重文を見学可
Kumaya Art Museum A chance to see an important cultural property where the good old Japan can be appreciated via five senses.
【Special offer】20% off admission
【特典】入館料2割引（福引笑付）
Lottery-attached admission ticket
限定松葉茶のご紹介
（希望者のみ）

Introduction of exclusive pine needle tea (if interested)

※蔵の改修工事のため展示室は来春まで *Closed for warehouse renovation until next spring
お休みです。
【Address】47, Imauonotanamachi, Hagi City.
【TEL】0838-25-5535.
【住 所】萩市今魚店町47番地
【Hours】9：00-16：00.
【 T E L 】0838-25-5535
【Closed】Mon., Wed., Thu., Fri., Sun. (Open on public
【営業時間】9：00～16：00
holidays) *Open with advance reservation even on days
【休館日】月、
水、
木、
金、
日
（但し祝日は開館） when the facilities are normally closed
休館日も事前御予約にて特別開館 【Visit】A short walk from the Kumaya Art Museum on
【アクセス】萩循環まぁーるバス
（東回り）
「 熊 the City Circular Hop-on Bus (Eastbound). The stop is
谷美術館」
バス停より徒歩すぐ
directly in front of the museum.

https://kumaya.art/

40 香月泰男美術館
Kazuki Yasuo Museum

日本近代洋画の巨匠・香月泰男の作品を展示
An exhibition of works by Yasuo Kazuki, a master of Western-style painting in modern Japan.

【特典】オリジナルポストカード１枚
プレゼント

【Special offer】Present: Original postcard

【Address】226, Misuminaka, Nagato City.

【住 所】長門市三隅中226
【TEL】0837-43-2500.
【 T E L 】0837-43-2500
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30)
【営業時間】9：00～17：00
（最終入場は16：30） 【Closed】Tuesdays (or the following day if a holiday or
【休館日】火曜日（祝日・振替休日の場合は substitute holiday), end of year and New Year holidays,
翌日）
、
年末年始、
展示替期間
and when the exhibits are changed.
【アクセス】防長バス
「湯免温泉」
下車徒歩3分 【Visit】3 min. walk from Bocho Bus“Yumen Onsen”

https://kazukiyasuo.com/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

40 周南市郷土美術資料館
Shunan City Folk Art Museum

山口県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

永源山公園の中にある美術館
Museum located in Eigenzan Park.

【Special offer】Group discount applied to
admission to the permanent exhibit.
General ¥200→160
University student ¥100→ 80
【Address】Eigen, Tonda, Shunan City (Within Eigenzan

【住 所】周南市富田永源（永源山公園内） Park).
【 T E L 】083-462-3119
【TEL】083-462-3119.
【営業時間】9：30～17：00
（最終入場は16：30） 【Hours】9：30-17：00 (Last admission 16：30)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）
substitute holiday).
【アクセス】JR新南陽駅から徒歩20分または 【Visit】20 min. walk or 5 mins. by taxi from JR Shinnanタクシー5分
yo Station.

http://s-bunka.jp/kyoubi/

Yamaguchi prefecture

【特典】常設展の団体割引料金適用
一般 200円→160円
大学生 100円→ 80円

40 周南市美術博物館

まど・みちお、林忠彦、宮崎進の作品を展示
Shunan City Museum of Art & History Exhibits works by Michio Mado, Tadahiko Hayashi and Shin Miyazaki.
【特典】常設展の団体割引料金適用
一般 200円→160円
大学生 100円→ 80円

【Special offer】Group discount applied to
admission to the permanent exhibit.
General ¥200→160
University student ¥100→ 80

【住 所】周南市花畠町10-16
【Address】10-16, Hanabatake-cho, Shunan City.
【 T E L 】083-422-8880
【TEL】083-422-8880.
【営業時間】9：30～17：00
（最終入場は16：30） 【Hours】9：30-17：00 (Last admission 16：30)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）
substitute holiday).
【アクセス】徳山駅みゆき口バスターミナル 【Visit】Take a bus at Bus Terminal No. 6 platform outside
⑥番乗り場から動物園文化会館 of Tokuyama Station Miyuki Gate to "Dobutsuen入口下車徒歩３分
bunkakaikan-iriguchi" bus stop, and walk 3 mins.

http://s-bunka.jp/bihaku/

Saga Prefectural Museum & Saga Prefectural Art Museum

佐賀県

41 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館

各分野にわたる佐賀県にゆかりの資料展示

Exhibits materials associated with Saga Prefecture across various fields.

【Special offer】Postcard present

【住 所】佐賀市城内一丁目15-23
【 T E L 】0952-24-3947
【営業時間】9:30～18:00
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、
12/29〜1/1
【アクセス】佐賀駅バスセンターから市営バス
「博物館前」
下車すぐ、
「サガテレビ
前」
下車徒歩2分

【Address】1-15-23, Jonai, Saga City.
【TEL】0952-24-3947.
【Hours】9:30-18:00.
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
12/29-1/1.
【Visit】From Saga Station Bus Center, take a city bus
to“Hakubutsukan-mae”and take a short walk, or 2
min. walk from“Saga Terebi-mae.”

Saga prefecture

【特典】ポストカード１枚プレゼント

https://saga-museum.jp/museum/

41 佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館

SANO TSUNETAMI and Mietsu Naval Dock History Museum
【特典】観覧料の団体割引適用
大人
500円→350円
小中高生 200円→140円
【住 所】佐賀市川副町大字早津江津446-1
【 T E L 】0952-34-9455
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日（月曜が休日の場合は翌平
日）、年末年始、その他臨時休館日あり
【アクセス】佐賀駅バスセンターから市営バス
諸富・早津江線で30分「佐野・三
重津歴史館入口」バス停下車

大迫力映像で綴る佐野常民と幕末佐賀藩の偉業

Impactful visuals depict the accomplishments of SANO
TSUNETAMI and the Saga Clan at the end of the Edo period.

【Special offer】Group discount applied to admission.
Adult ¥500→350
Elementary, junior and senior high school student
¥200→140

【Address】446-1, Oaza Hayatsuetsu, Kawasoe-machi, Saga City.
【TEL】0952-34-9455.
【Hours】9：00-17：00.
【Closed】Mondays (or the following weekday if a holiday),
end of year and New Year holidays, and subject to
temporary closures.
【Visit】 30 min. by city bus from Saga Station Bus
Center (Morodomi/Hayatsue Line) to "Sano-Mietsu
History Museum" bus stop.

https://sano-mietsu-historymuseum.city.saga.lg.jp
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

佐賀県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

41 佐賀県立佐賀城本丸歴史館
Saga Castle History Museum

幕末・維新期の佐賀の偉人を紹介

Introduces great people in Saga at the end of the Edo period and during the Restoration.

Saga prefecture

【特典】オリジナルしおり1枚
プレゼント

【Special offer】Present: Original bookmark

【住 所】佐賀市城内二丁目18番1号
【 T E L 】0952-41-7550
【営業時間】9:30～18:00
【休館日】12/29〜1/1
【アクセス】JR「佐賀駅」から佐賀市営バスに
乗り換え、
「佐賀城跡」
または
「博物
館前」
で下車すぐ

【Address】2-18-1, Jonai, Saga City.
【TEL】0952-41-7550.
【Hours】9:30-18:00.
【Closed】12/29-1/1.
【Visit】From JR“Saga Station”
, take the Saga City Bus
to“Sagajo-ato”or“Hakubutsukan-mae”and take a
short walk.

https://saga-museum.jp/sagajou/

41 佐賀大学美術館

国立総合大学では国内唯一の美術館

The Saga University Art Museum

The only museum in a national university in Japan

【特典】粗品贈呈

【Special offer】Small present

【Address】1, Honjomachi, Saga City.

【住 所】佐賀市本庄町１
【TEL】0952-28-8333.
【 T E L 】0952-28-8333
【Hours】10：00-17：00 (Last admission 16：30)
【営業時間】10：00～17：00
（最終入場は16：30）【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は substitute holiday), end of year and New Year holidays
翌日）、年末年始
【Visit】About 15 min. by bus from Saga Station Bus
【アクセス】佐賀駅バスセンター4番のりばから Center（Saga city bus）. Board at bus stop #4 and
佐賀市営バスで約15分・佐大前下車 alight at "Sadai-mae."

https://museum.saga-u.ac.jp/

41 大隈重信記念館

大隈侯の生きざまや功績を資料とともに展示
Okuma Shigenobu Memorial Museum Learn about Ōkuma Shigenobu's achievements and way of life
s original goods
【特典】大隈重信記念館 オリジナルグッズ 【Special offer】Present: Museum’
を１つプレゼント
【住 所】佐賀市水ヶ江二丁目11番11号 【Address】2-11-11, Mizugae, Saga City.
【 T E L 】0952-23-2891
【TEL】0952-23-2891.
【営業時間】9：00～17：00
（最終入館16：30） 【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30)
【休館日】月曜日（月曜が休日の場合は翌平 【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
日）、年末年始（12月29日～1月3日） holiday), end of year and New Year holidays (12/29-1/3)
【アクセス】佐賀駅バスセンターからバス乗車 【Visit】10 min. by bus from Saga Station Bus Center.
10分。大隈重信記念館入口下車 The museum is a 5 min. walk from "Okuma Shigenobu
徒歩5分。
Memorial Museum" bus stop.

https://www.okuma-museum.jp/

41 佐賀バルーンミュージアム
Saga Balloon Museum

アジア初の熱気球の常設展示館

Asia's first permanent museum dedicated to hot air balloons.

【Special offer】Present: Museum’
s original goods
【特典】佐賀バルーンミュージアム
オリジナルグッズを１つプレゼント
【住 所】佐賀市松原2丁目2-27
【Address】2-2-27, Matsubara, Saga City.
【 T E L 】0952-40-7114
【TEL】0952-40-7114.
【営業時間】10：00～17：00
（最終入館16：30）【Hours】10：00-17：00 (Last admission 16：30)
【休館日】月曜日（月曜日が休日の場合はそ 【Closed】 Mondays (the following day if Mon. is a
の翌日）、年末年始
holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR佐賀駅から県庁方面へ徒歩17 【Visit】17 min. on foot from JR Saga Station in the direction
分。佐賀駅バスセンターからバス of the Prefectural Office. 5 min. by bus from Saga Station
乗車5分。県庁前下車徒歩1分。
Bus Center. 1 min. walk from "Kencho-mae" bus stop.

https://www.sagabai.com/balloon-museum
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

41 東よか干潟ビジターセンター ひがさす
Higashiyoka-higata Visitor Center Higasasu

佐賀県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

東よか干潟の価値と魅力をひがさすで体感しよう！

Let's experience the world-recognized value and charm at Higasasu!

※クーポンの利用は1回限りとする。

* Coupons may be used 1 time only

【住 所】佐賀市東与賀町大字田中2757-4
【 T E L 】0952-37-0515
【営業時間】9:00～17:00
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）、年
末年始
【アクセス】佐賀駅バスセンターより市営バス
佐賀大学・東与賀線「東与賀支所
前」下車後、タクシーで10分

【Address】2757-4 Tanaka, Higashiyoka-cho, Saga City.
【TEL】0952-37-0515.
【Hours】9:00-17:00
【Closed】Mondays (or the following weekday if a holiday),
end of year and New Year holidays.
【Visit】Take the city bus from Saga Station Bus Center,
get off at Higashiyokashisho-mae bus stop on the Saga
Daigaku/Higashiyoka Route, then take a taxi for 10
minutes

Saga prefecture

【Special offer】Present: Original goods
【特典】オリジナルグッズプレゼント
（clear plastic folder or sticker）
（クリアファイルまたはステッカー）

https://www.higasasu.city.saga.lg.jp/

41 徴古館

佐賀藩主・侯爵鍋島家を紹介する博物館（企画展開催中のみ開館）
The Museum Chokokan This museum displays of the aristocratic Nabeshima family, the feudal lords of Saga (open only during special exhibitions)
【特典】鍋島小紋柄折り紙1セット
（15色各1枚入り）
プレゼント

【Special offer】Present: Nabeshima komonpatterned origami set (15 colors per set)
【Address】2-5-22, Matsubara, Saga City.

【TEL】0952-23-4200.
【住 所】佐賀市松原2-5-22
【Hours】9：30-16：00
【 T E L 】0952-23-4200
【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays,
【営業時間】9：30～16：00
during exhibition changes *See the website
【休館日】月曜日、年末年始、展示替期間
【Visit】 From Saga Station Bus Center, take the Showa,
※ホームページで要確認
Yutoku or City bus to "Kencho-mae" bus stop and walk east
【アクセス】佐賀駅バスセンターから市営、
昭和、
祐徳
for about 3 min., or to "Saga Jinja" (Saga Shrine) bus stop
各バスで
「県庁前」
下車、
東へ徒歩約3分。
「佐嘉神社」
下 and walk west for about 1 min. Walk from JR Saga Station
車、西へ徒歩約1分。JR「佐賀駅」から徒歩約20分。 takes about 20 min. By car, drive toward the city from Saga
長崎自動車道の佐賀大和ICから市街方面へ車で20分。 Yamato IC on the Nagasaki Expressway (takes about 20 min.).

https://www.nabeshima.or.jp

41 吉野ヶ里歴史公園

Yoshinogari Historical Park

3 世紀の広大な環壕集落を遺跡上に原寸復元
The park has a life-size replica of vast moat settlement of the third century built on the site.

【特典】体験プログラム「勾玉づくり」 【Special offer】Hands-on program“Magatama
(sacred accessory) -making”
体験料 200円→100円（白・緑）
250円→150円（ピンク・黒モザイク） Fees ¥200→100 (white/green)
¥250→150 (pink/mottled black)

※クーポン1枚で4名まで

【住 所】神埼郡吉野ヶ里町田手1843
【 T E L 】0952-55-9333
【営業時間】9：00～17：00
（6～8月 9：00～
18：00）
【休館日】1月第3月曜日および翌日、
12/31
【アクセス】JR長崎本線
「吉野ヶ里公園」
駅より
徒歩15分
スポット13ヵ所

*Coupons may be used by up to 4 persons.
【Address】1843, Tade, Yoshinogari-cho, Kanzaki-gun.
【TEL】0952-55-9333.
【Hours】9:00-17:00 (June-Aug. 9:00-18:00)
【Closed】3rd Monday and the next day in January, 12/31.
【Visit】 15 min. walk from JR Nagasaki Main Line
“Yoshinogari Koen”station.

https://www.yoshinogari.jp/

41 中冨記念くすり博物館

ここにくれば人と
「くすり」
の歩みがわかる
Nakatomi Memorial Medicine Museum Learn about the history of "people and medicine".
【特典】入館料割引および
ポストカードプレゼント

【Special offer】Discount admission and
Postcard present

【住 所】鳥栖市神辺町288-1
【Address】288-1, Konoemachi, Tosu City.
【 T E L 】0942-84-3334
【TEL】0942-84-3334.
【営業時間】10：00～17：00
（最終入館16：30）【Hours】10：00-17：00 (Last admission 16：30)
【休館日】月曜日（祝日の場合開館、翌火曜 【Closed】Mondays (opens if Mon. is a holiday and
日休館）
・年末年始・ほか臨時休館 closed next Tuesday), end of year and New Year
あり
holidays, and other temporary closures.
【アクセス】JR鳥栖駅よりタクシーで10分
【Visit】10 min. by taxi from JR Tosu Station.

https://nakatomi-museum.or.jp/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

佐賀県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

41 佐賀県立名護屋城博物館

Saga Prefectural Nagoya Castle Museum

豊臣秀吉が使用した「黄金の茶室」を復元し常設展示
Permanent exhibit of the replica of the "golden tea room" used by Hideyoshi Toyotomi.

Saga prefecture

【特典】館所蔵品のポストカードを
1枚プレゼント

※令和4年12月下旬～令和5年3月中旬は
施設改修のため休館予定
【住 所】唐津市鎮西町名護屋1931-3
【 T E L 】0955-82-4905
【営業時間】9:00～17:00
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、
12/29〜1/3
【アクセス】昭和バス唐津大手口発「名護屋城
博物館方面行」
で約30分、
「名護屋
城博物館入口」
停留所下車徒歩5分

【Special offer】Present: Postcard of museum
holdings
*Museum to be closed for renovation from late
December 2022 to mid- March 2023
【Address】1931-3, Nagoya, Chinzei-machi, Karatsu City.
【TEL】0955-82-4905.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
12/29-1/3.
【Visit】From Showa Bus Karatsu-Oteguchi, take a bus
for “Nagoyajo Hakubutsukan”, alight at “Nagoyajo
Hakubutsukan Iriguchi”and walk 5 mins.

https://saga-museum.jp/nagoya/

41 唐津城

海に面した絶景を臨むお城
Karatsu Castle A castle with a spectacular view of the ocean.
【特典】オリジナルスタンドメモプレゼント 【Special offer】Present: Original stand memo

【住 所】唐津市東城内8番1号
【 T E L 】0955-72-5697
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】12月29日～31日
【アクセス】JR唐津線、
JR唐津駅から徒歩15分

【Address】8-1, Higashijonai, Karatsu City.
【TEL】0955-72-5697.
【Hours】9:00-17:00
【Closed】12/29-31.
【Visit】15 min. walk from JR Karatsu Station.

41 佐賀県立宇宙科学館

佐賀から宇宙・科学を発見する体験型博物館
Saga Prefecture Space and Science Museum A hands-on museum in Saga from which to explore space and science.
【特典】オリジナルメモ帳プレゼント

【Special offer】Present: Original notepad

【住 所】武雄市武雄町大字永島16351
【 T E L 】0954-20-1666
【営業時間】平日 9：15～17：15
土日祝 9：15～18:00
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）
9/6～8・12/29～１/1
【アクセス】JR武雄温泉駅からタクシーで10分

【Address】16351, Nagashima, Takeocho, Takeo City.
【TEL】0954-20-1666.
【Hours】Weekday ： 9：15-17：15
Sat., Sun., and holidays ： 9：15-18：00
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
9/6-8, 12/29-1/1
【Visit】10 min. by taxi from JR Takeo-Onsen Station.

https://yumeginga.jp

41 佐賀県立九州陶磁文化館
Kyushu Ceramic Museum

世界有数の陶磁器コレクション ※令和4年4月 常設展示リニューアル

A world-class collection of ceramics

*Permanent exhibition renewal in April 2022

【特典】館所蔵品のオリジナルポストカード 【Special offer】Present: Original postcard of
museum collection
1枚プレゼント
【Address】3100-1, Toshaku Otsu, Arita-cho, Nishi-

【住 所】西松浦郡有田町戸杓乙3100-1
Matsuura -gun.
【 T E L 】0955-43-3681
【TEL】0955-43-3681.
【営業時間】9:00～17:00
（最終入館は16:30） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
12/29〜1/3
12/29-1/3.
【アクセス】JR佐世保線、MR松浦鉄道有田駅 【Visit】 12 min. walk from JR Sasebo Line and MR
下車 徒歩約12分
Matsuura Railway Arita Station.

https://saga-museum.jp/ceramic/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

長崎県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

42 長崎歴史文化博物館

長崎の歴史 ･ 文化や長崎奉行所について紹介
Nagasaki Museum of History and Culture Showcases the history and culture of Nagasaki and the Nagasaki Magistrate’s office.
【Special offer】
Permanent exhibition ¥630→500

【住 所】長崎市立山1-1-1
【 T E L 】095-818-8366
【Address】1-1-1, Tateyama, Nagasaki City.
【営業時間】8：30～19：00
（入館は18：30まで）【TEL】095-818-8366.
※12月～3月は8：30～18：00
【Hours】8：30-19：00 (Last admission 18：30)
（入館は17：30まで）
*Dec.-Mar. 8：30-18：00 (Last admission 17：30)
【休館日】第1・第3月曜日（祝日の場合 は翌 【Closed】1st and 3rd Monday of the month (or the
火曜日）、12/28〜12/31
following Tuesday if a holiday), 12/28-12/31
【アクセス】
「桜町」電停から徒歩5分
【Visit】5 min. walk from“Sakura-machi”stop.

http://www.nmhc.jp/

Nagasaki prefecture

【特典】常設展 630円→500円

42 長崎県美術館

長崎ゆかりの美術やスペイン美術を収蔵
Nagasaki Prefectural Art Museum The museum has a collection of art associated with Nagasaki and Spain.
【Special offer】Group discount
【特典】団体料金適用
¥420→340
一般 420円→340円 General
大学生・70歳以上 310円→250円 University student/seniors over 70 ¥310→250
小中高生 210円→170円 Elementary, junior and senior high school student
¥210→170

【住 所】長崎市出島町2-1
【Address】2-1, Dejima-machi, Nagasaki City.
【 T E L 】095-833-2110
【TEL】095-833-2110.
【営業時間】10:00～20:00
（最終入場19:30） 【Hours】10:00-20:00 (Last admission 19:30)
【休館日】第2・4月曜日（祝日の場合は翌火 【Closed】2nd & 4th Monday of every month (Tues. if
曜日）､12/29～1/1
Mon. is a national holiday), 12/29-1/1
【アクセス】
「出島」電停から徒歩3分
【Visit】3 min. walk from“Dejima”stop.
一部のエリア

http://www.nagasaki-museum.jp/

42 長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム

Museum of Nagasaki Modern Exchange History, Sun Yat-sen, and Shokichi Umeya

長崎と海外の交流を学べるミュージアム
A museum for learning about
Nagasaki's interactions with the world.

【特典】団体料金適用
（大人300円→240円）
（小中学生150円→90円）

【Special offer】Group discount
(Adults: ¥300→240)
(Elementary and junior high school student：¥150→90)

【住 所】長崎市松が枝町４番２７号
【 T E L 】095-827-8746
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】毎月第3月曜日
（祝日の場合は翌日）
【アクセス】
「大浦天主堂」電停から徒歩3分

【Address】4-27 Matsugae-machi, Nagasaki City.
【TEL】095-827-8746.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】3rd Monday of the month (or the following
day if a holiday)
【Visit】3 min. walk from Oura Tenshudo Station.

http://www.nmhc.jp/museum_hsb/

42 平戸市生月町博物館・島の館

Ikitsuki Island Museum Shima no Yakata (Hirado)

生月島の捕鯨とかくれキリシタン資料を展示
Exhibits on materials concerning whaling on Ikitsuki Island and "hidden Christians"

【特典】オリジナル世界遺産しおり２枚
プレゼント

【Special offer】Present: Two original World
Heritage bookmarks

【住 所】平戸市生月町南免4289番地1
【 T E L 】0950-53-3000
【営業時間】9：00～17：00
（最終受付16：30）
【休館日】正月（1日、2日）
くん蒸による臨時休館有
【アクセス】汐見町バス停より徒歩5分

【Address】4289-1 Minamimen, Ikitsuki-cho, Hirado City.
【TEL】0950-53-3000.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】1/1-1/2; some closings for fumigation
【Visit】5 min. walk from Shiomicho Bus Stop

https://www.hira-shin.jp/shimanoyakata/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

長崎県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

42 松浦史料博物館

旧平戸藩主の邸宅をそのまま博物館とした。
Matsura Historical Museum A museum located in the former residence of Lord Hirado.

Nagasaki prefecture

【特典】個人入館料金1割引

【Special offer】10% off admission.

【住 所】平戸市鏡川町12
【 T E L 】0950-22-2236
【営業時間】8：30～17：30
【休館日】12/29～1/1
【アクセス】平戸桟橋バスセンターから徒歩
5分

【Address】12 Kagamigawa-cho, Hirado City.
【TEL】0950-22-2236.
【Hours】8：30-17：30
【Closed】12/29-1/1
【Visit】5 min. walk from Hirado-sanbashi Bus Center.

http://www.matsura.or.jp

42 壱岐市立一支国博物館
Iki City Ikikoku Museum

壱岐島の歴史を楽しく学べる体験型博物館

A hands-on museum expounding the history of Iki Island.

【特典】オリジナルポストカード3枚セット 【Special offer】Present: Three original postcard
プレゼント
*Coupons may be used 1 time only
※クーポンの利用は１回限りとする
※冊子クーポンのみ利用可

*Only booklet coupons may be used

【住 所】壱岐市芦辺町深江鶴亀触515番
地1
【Address】515-1 Fukaetsurukifure, Ashibe-cho, Iki City.
【 T E L 】0920-45-2731
【TEL】0920-45-2731.
【営業時間】8：45～17：30
（最終入館17：00）【Hours】8：45-17：30 (Last admission 17：00)
【休館日】月曜日（祝日･振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday
翌日）、年末
or substitute holiday), end of year.
【アクセス】郷ノ浦港から車で20分
【Visit】20 min. by car from Gounoura Port.

http://www.iki-haku.jp/

42 佐世保市博物館島瀬美術センター

Sasebo City Museum Shimanose Art Center

企画展数日本一の美術館（※月刊「アートコレクターズ」2015年）
Boasts the largest number of art exhibits in Japan (*According to
monthly magazine Art Collectors, 2015).

【特典】特別展当日券200円割引
（特別展開催時のみ）

【Special offer】 ¥200 off same-day special
exhibit tickets (During special exhibitions only)

【住 所】佐世保市島瀬町6-22
【 T E L 】0956-22-7213
【営業時間】10:00～18:00
（入館は17:30まで）
【休館日】火曜日（祝日・振替休日の場合は
翌日）、年末年始（12/29～1/3）
【アクセス】JR佐世保駅から徒歩約20分
JR佐世保駅からバスで5分（島瀬
町バス停下車すぐ）

【Address】6-22 Shimanose-cho, Sasebo City.
【TEL】0956-22-7213.
【Hours】10：00-18：00 (Last admission 17：30)
【Closed】 Tuesdays （or the following weekday if a
holiday）, end of year and New Year holidays (12/291/3)
【Visit】20 min. on foot from JR Sasebo Station
5 min. by bus from JR Sasebo Station (right by
Shimanose-cho bus stop)

https://www.shimabi.com

42 有馬キリシタン遺産記念館
Arima Christian Heritage Museum

世界遺産「原城跡」のガイダンス施設

Remains of Hara Castle World Heritage Site Educational Center

【特典】入館料50円引き、
「原城跡」
クリ 【Special offer】¥50 off admission, free Remains
アファイルプレゼント
（※数量に of Hara Castle clear plastic folder
(*quantities are limited)
限りがあります）

【住 所】南島原市南有馬町乙1395
【 T E L 】0957-85-3217
【営業時間】9：00～18：00
【休館日】木曜日、
年末年始
（12/29～1/3）
【アクセス】島 鉄 バス「 南 有 馬 庁 舎 前 」下 車
徒歩15分

【Address】1395, Otsu, Minamiarima-cho, Minamishimabara
City.
【TEL】0957-85-3217.
【Hours】9：00-18：00.
【Closed】Thursdays, end of year and New Year holidays
(12/29-1/3)
【Visit】15 min. on foot from Minamiarima Chosha-mae
on the Shimatetsu Bus

https://www.city.minamishimabara.lg.jp
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

42 大村市歴史資料館

Omura City History Museum

長崎県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

郷土の歴史を楽しく学ぶ歴史資料館
A history museum where you can have fun learning local history

【Special offer】Present: Wet wipes

【Address】481, Higashi-honmachi, Omura City.

【住 所】大村市東本町481番地
【TEL】0957-48-5050.
【 T E L 】0957-48-5050
【Hours】10：00-18：00.
【営業時間】10：00～18：00
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【休館日】毎週月曜
（祝日の場合は翌平日）
、 holiday), last day of the month, end of year and New
月末、
年末年始
（12/28～1/5）
Year holidays (12/28-1/5)
【アクセス】路線バス「ミライon」下車徒歩1分 【Visit】Get off at Mirai-on on the route bus 1 min. on foot

https://www.omura-dejihaku.jp/omura/

Nagasaki prefecture

【特典】ウェットティッシュプレゼント

42 長崎市恐竜博物館

日本で３カ所だけの恐竜専門の博物館
Nagasaki City Dinosaur Museum One of Japan's three museums dedicated to dinosaurs.
【特典】常設展割引
一般 500円→400円
小中学生・未就学児
200円→160円
【住 所】長崎市野母町568-1
【 T E L 】095-898-8000
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16:30まで）
【休館日】月曜日
（祝日を除く）
、
12/31～1/1
※企画展
（有料）
の開催期間中は開館
【アクセス】長崎バス「恐竜パーク前」下車、徒歩5分

【Special offer】Discount on permanent exhibition
admission
General ¥500→400
Elementary and junior high school student
and pre-school child ¥200→160
【Address】568-1, Nomo-machi, Nagasaki City.
【TEL】095-898-8000.
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30).
【Closed】Mondays (excluding public holidays), 12/31-1/1
*Open on those days if special exhibitions (that require
an admission fee) are held
【Visit】5 min. walk from Nagasaki Bus "Dinosaur Park"
bus stop.

https://nd-museum.jp/

42 対馬博物館

Tsushima Museum

対馬独特の歴史、文化、自然、芸術を知る博物館
The museum offers knowledge on the history, culture, nature and art unique to Tsushima.

【特典】対馬博物館と対馬朝鮮通信使歴史
館の2館をご利用の方にオリジナルグッズ
（※両館の半券と交換。数量に限りがあ
プレゼント

【Special offer】Present: Original goods to visitors to the
Tsushima Museum and Tsushima Chosen Tsushinshi
History Museum (*in exchange for ticket stubs from the
museums. *quantities are limited.) *tickets-for-goods
ります）※グッズ交換は博物館ミュージアムショップ exchange at the Tsushima Museum shop.
で行います。 ※クーポンの利用は１回限りとする
*Coupons may be used 1 time only
【住 所】対馬市厳原町今屋敷668番地2 【Address】668-2, Imayashiki, Izuhara-machi, Tsushima City.
【TEL】
0920-53-5100.
【 T E L 】0920-53-5100
【営業時間】9：30～17：00
（入館は16:30まで）【Hours】9：30-17：00 (Last admission 16：30).
【Closed】 Thursdays (or the following weekday if a
【休館日】木曜日
（祝日の場合は翌平日）
、
年 holiday), end of year and New Year holidays (12/28-1/3)
末年始
（12/28～1/3）
【Visit】About 10 min. walk from Izuhara Port, or about
【アクセス】厳原港から徒歩約10分対馬空港から 35 min. by bus from Tsushima Airport (alight at Izuhara
バスで約35分（厳原バス停下車、徒歩約3分） bus stop and walk about 3 min.).

https://tsushimamuseum.jp

42 南島原市口之津歴史民俗資料館

南蛮貿易や石炭輸出港としての資料を展示

Minamishimabara CIty Kuchinotsu Museum of History and Folklore

Exhibiting documents on the local port's history as a
Nanban trade (foreign trade) and coal export hub

【特典】希望者にオリジナル缶バッジを 【Special offer】Present: Gifting on request a
limited edition badge
プレゼント
※入館券は両館で使用可

*Admission ticket can be used for both facilities

【Address】4358-6, Hei, Kuchinotsu-cho, Minamishimabara
City (Kuchinotsu Port Terminal Bldg. 2F).

【住 所】南島原市口之津町丙4358番地6 【TEL】0957-73-6773.
（口之津港ターミナルビル2F）
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30).
【 T E L 】0957-73-6773
【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16:30まで） (12/29-1/3)
【休館日】月曜日、
年末年始
（12/29～1/3） 【Visit】Short walk from Kuchinotsu-ko bus stop on the
【アクセス】島鉄バス「口之津港」下車すぐ
Shimatetsu Bus.

https://www.city.minamishimabara.lg.jp/page1594.html
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

長崎県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

42 南島原市口之津歴史民俗資料館分館

旧長崎税関口之津支署庁舎の品々を展示

Minamishimabara City Kuchinotsu Museum of History and Folklore: Branch

Nagasaki prefecture

【特典】ウェットティッシュプレゼント

※入館券は両館で使用可

Exhibiting materials from former customs building
of Nagasaki in Kuchinotsu

【Special offer】Present: Wet wipes
*Admission ticket can be used at both facilities

【Address】16-7, Ko, Kuchinotsu-cho, Minamishimabara
City.
【TEL】0957-73-6773.
【住 所】南島原市口之津町甲16番地7
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30).
【 T E L 】0957-73-6773
【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16:30まで） (12/29-1/3)
【休館日】月曜日、
年末年始
（12/29～1/3） 【Visit】15 min. walk from Kuchinotsu-ko bus stop on
【アクセス】島鉄バス
「口之津港」
下車 徒歩15分 the Shimatetsu Bus.

https://www.city.minamishimabara.lg.jp/page1594.html

熊本県

43 御船町恐竜博物館

Mifune Dinosaur Museum

さまざまな恐竜の全身骨格や御船産の化石を展示
Exhibits various dinosaur skeletons and fossils from Mifune Town and surrounding areas.

Kumamoto prefecture

【特典】常設展観覧料 50円引
※同行者全員

【Special offer】¥50 discount on the permanent
exhibition admission fee granted to all members
of the group.
【Address】995-6, Mifune, Mifune-machi, Kamimashiki-

【住 所】上益城郡御船町大字御船995-6 gun.
【 T E L 】096-282-4051
【TEL】096-282-4051.
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日は開館し、翌平日に 【Closed】Mondays (opens if Mon. is a holiday and
振替）
closes the following non-holiday weekday)
【アクセス】桜町バスターミナル御船方面行き 【Visit】 From "Sakuramachi Bus Terminal", take a
熊本バス（約45分）→「御船町恐 Kumamoto Bus to Mifune and alight at "Mifunemachi
竜博物館前」
Kyouryu Hakubutsukan-mae" (about 45 min).

https://mifunemuseum.jp/

43 阿蘇火山博物館
Aso Volcano Museum

1Fカフェテリア

阿蘇の火山やカルデラ、成り立ちを知る博物館
Museum offers information on Aso volcano, caldera and their formation.

【特典】入館料割引
大人880円→780円
小人440円→340円

【Special offer】Discount admission
Adult
¥880→780
Child
¥440→340

【住 所】阿蘇市赤水1930-1
【 T E L 】0967-34-2111
【営業時間】9:00～17:00
【休館日】なし
【アクセス】JR「阿蘇駅」から産交バスで25分
「草千里阿蘇火山博物館前」下車

【Address】1930-1, Akamizu, Aso City.
【TEL】0967-34-2111.
【Hours】9:00-17:00.
Open all year.
【Visit】From JR“Aso Station”
, take a Sanko Bus for 25
min. to“Kusasenri Aso Kazan Hakubutsukan-mae”

http://www.asomuse.jp/

43 熊本県立美術館（本館）

古今東西の美術を網羅する総合美術館

Kumamoto Prefectural Museum of Art

【特典】ミュージアムグッズを
プレゼント

The comprehensive museum encompasses art from the ancient to the
contemporary, and from Oriental to the western.

【Special offer】Present: Museum goods

【Address】Ninomaru-2, Chuo-ku, Kumamoto City.
【TEL】096-352-2111.

【住 所】熊本市中央区二の丸2番
【Hours】9:30-17:15 (Last admission 16:45)
【 T E L 】096-352-2111
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【営業時間】9:30～17:15
（最終入場は16:45） holiday), end of year and New Year holidays（12/26【休館日】月曜日（祝日・休日の場合は翌平 1/4）
日）
・年末年始（12/26～1/4）
【Visit】 15 min. walk from City Electric Railway
【アクセス】市電「熊本城・市役所前」または “Kumamotojo/Shiyakusho-mae” or “Hanabata-cho”
「花畑町」下車徒歩15分
station.

http://www.pref.kumamoto.jp /site/museum/

43

※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

43 八代市立博物館未来の森ミュージアム
Yatsushiro Municipal Museum (Mirai no Mori Museum)

八代の文化財を紹介・建物は伊東豊雄設計

The museum designed by Toyo Ito showcases the cultural properties of Yatsushiro.

【Special offer】20% off admission.

*Limited to a single admission per person.

※クーポン１枚につき1名のみ

【住 所】八代市西松江城町12-35
【Address】12-35, Nishimatsuejo-machi, Yatsushiro City.
【 T E L 】0965-34-5555
【TEL】0965-34-5555.
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
年始
（12/29～1/3）
end of year and New Year holidays (12/29-1/3)
【アクセス】JR「八代駅」
よりバス「八代市役所 【Visit】From JR“Yatsushiro Station”, take a bus to
前」下車 徒歩10分
“Yatsushiro Shiyakusho-mae”and walk 10 min.

http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/museum/

Kumamoto prefecture

【特典】観覧料2割引

43 熊本県立装飾古墳館

熊本県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

熊本県内の主要な装飾古墳の実物大レプリカ

The museum houses a life-size replica of a major decorated
tomb of Kumamoto Prefecture.

Kumamoto Prefectural Soushoku Kofun Museum
【特典】古墳館オリジナルグッズ
プレゼント

【Special offer】Present: Ancient tomb museum’
s
original goods

【住 所】山鹿市鹿央町岩原3085
【Address】3085, Iwabaru, Kao-machi, Yamaga City.
【 T E L 】0968-36-2151
【TEL】0968-36-2151.
【営業時間】9:30～17:15
（最終入館は16:45） 【Hours】9:30-17:15 (Last admission 16:45)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）
・年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】バス停
「県立装飾古墳館入口」
下車 【Visit】20 min. walk from“Kenritsu Soshoku Kofunkan
徒歩20分
Iriguchi”bus stop.

https://kofunkan.pref.kumamoto.jp/

歴史公園鞠智城・温故創生館
43 熊本県立装飾古墳館分館
鞠智城から出土した遺物・復元模型の展示や解説ビデオの上映

Kumamoto Prefectural Ancient Burial Mound Museum Annex Kikuchi Castle Historical Park Onko Soseikan
Exhibits artefacts excavated at Kikuchi Castle, replicas, and explanatory videos.

【特典】館所蔵のポストカード
1枚プレゼント

【Special offer】Present: Postcard of museum
holdings

【住 所】山鹿市菊鹿町米原443-1
【Address】443-1, Yonabaru, Kikuka-machi, Yamaga
【 T E L 】0968-48-3178
City.
【営業時間】9:30～17:15
（最終入館は16:45） 【TEL】0968-48-3178.
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Hours】9:30-17:15 (Last admission 16:45)
翌日）
・年末年始、公園内は年中利 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
用可
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】バス「菊池プラザ」下車 タクシー Available year-round in the park.
約5分
【Visit】5 min. by taxi from“Kikuchi Plaza”bus stop.

http://www.kofunkan.pref.kumamoto.jp/kikuchijo/

43 芦北町立星野富弘美術館

星野富弘の詩画作品を常設展示する西日本唯一の美術館

Hoshino Tomihiro Museum of Art･Ashikita

The only museum in Western Japan that permanently exhibits
the poetry and paintings of Tomihiro Hoshino.

【特典】星野富弘 詩画集絵はがきを
プレゼント

【Special offer】Present: Tomihiro Hoshino
painting and poetry postcard

【住 所】葦北郡芦北町湯浦1439-2
【 T E L 】0966-86-1600
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】毎月第2・4月曜日（祝日の場合は
翌平日）、年末年始（29日～3日）
【アクセス】肥薩おれんじ鉄道湯浦駅から徒歩
15分

【Address】1439-2, Yunoura, Ashikita-machi, Ashikita-gun.
【TEL】0966-86-1600.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】2nd & 4th Monday of every month (or the
following weekday if a holiday), end of year and New
Year holidays (12/29-1/3)
【Visit】15 min. on foot from Yunoura on the Hisatsu
Orange Railway

http://www.hoshino-museum.com
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

熊本県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

43 熊本県伝統工芸館

熊本の様々な伝統工芸品を観覧、購入できる
Kumamoto Prefectural Traditional Crafts Center A variety of traditional Kumamoto crafts are on display to view or purchase.

Kumamoto prefecture

【特典】企画・常設展示室の観覧料を 【Special offer】Group-rate admission to the Special
General ¥210→140
団体料金に割引 一般 210円→140円 and Permanent Exhibits
University student ¥130→100
大学生 130円→100円
【住 所】熊本市中央区千葉城町3-35
【 T E L 】096-324-4930
【営業時間】9：30～17：30
【休館日】月曜日(祝日・振替休日の場合は
翌日）
【アクセス】バスで
「市役所前」
下車、
市電で
「熊
本城・市役所前」
下車、
徒歩７分
※駐車場は20台程度

【Address】3-35, Chibajo-machi, Chuo-ku, Kumamoto City.
【TEL】096-324-4930.
【Hours】9：30-17：30.
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
substitute holiday)
【Visit】Take a bus to "Shiyakusho-mae" bus stop or a
train to Kumamoto Castle / City Hall Station. The walk
from there takes another 7 min.
*The parking lot has space for about 20 cars.

https://kumamoto-kougeikan.jp/

43 国指定 名勝 松濵軒
Shohinken

松井家の宝物二千点を収蔵する博物館

The museum houses a collection of 2,000 treasures of the Matsui family.

【特典】松濵軒の絵ハガキ贈呈

【Special offer】Present: Illustrated postcard
of Shohinken.

【Address】3-15, Kitanomaru-machi, Yatsushiro City.

【住 所】八代市北の丸町3-15
【TEL】0965-33-0171.
【 T E L 】0965-33-0171
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9:00～17:00
（入館は16:30まで）【Closed】Mondays, end of year and New Year holidays,
【休館日】月曜日、
年末年始、
旧盆
Bon Festival
【アクセス】八代駅下車タクシーにて6分、八代 【Visit】6 min. by taxi from Yatsushiro Station, 6km from
I Cより6㎞、11分
Yatsushiro Interchange (11 min.)

43 肥後の里山ギャラリー
Satoyama Gallery of Higo

熊本の文化を紹介する肥後銀行内の施設

Located within the Higo Bank Ltd. Head Office to introduce the culture of Kumamoto.

【特典】ギャラリー特製ポストカードを 【Special offer】 Present: Gallery's special
*Usually no charge for admission
postcard.
プレゼント
※入館料は通常無料

【Address】 1F the Higo Bank Ltd. Head Office, 1,
Renpeicho, Chuo-ku, Kumamoto City.

【住 所】熊本市中央区練兵町一番地
【TEL】096-326-7800.
肥後銀行本店１階
【Hours】9：30-16：30.
【 T E L 】096-326-7800
【Closed】Sundays, holiday, end of year and New Year
【営業時間】9：30～16：30
holidays, when the exhibits are changed.
【休館日】日曜・祝日・年末年始・展示入替期間 【 V i s i t 】 1 m in . w a lk f ro m K u m a m o t o C it y T r a m
【アクセス】熊本市電「辛島町」電停より徒歩１分、 "Karashimacho" station, or 3 min. walk from Kumamoto
熊本桜町バスターミナルより徒歩３分 Sakuramachi Bus Terminal.

https://mizutomidori.jp/gallery

43 玉名市立歴史博物館こころピアExhibits名刀・同田貫をはじめ各時代の郷土資料を展示
a famed Dodanuki sword and reference materials related
Tamana City History Museum Kokoropia

to the area from various periods in history.

【特典】入館料

一般 300円→210円 【Special offer】Admission General ¥300→210
University student ¥200→140
大学生 200円→140円
Present: Shiso Kanakuri postcard set
金栗四三ポストカードセットを進呈
※クーポンの利用は１回限りとする

*Coupons may be used 1 time only

【住 所】玉名市岩崎117
【Address】117, Iwasaki, Tamana City.
【 T E L 】0968-74-3989
【TEL】0968-74-3989.
【営業時間】9:00～17:00
（最終入館は16:30） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】毎週月曜日（当日が祝日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
その翌日）、祝日の翌日（当日が日 the day after holiday (except Sun.), end of year and
曜 日 の 場 合 を除く）、年 末 年 始 New Year holidays (12/28-1/4).
（12/28～1/4）
【Visit】3 min. walk from "Tamana-shiyakusho-mae"
【アクセス】
「玉名市役所前」バス停下車 徒歩3分 bus stop.

https://www.city.tamana.lg.jp/q/list/455.html
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

43 水俣病歴史考証館

Minamata Disease Museum

熊本県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

水俣病患者が働いたキノコ工場を改造した展示施設

Exhibition facility created by renovating the mushroom farming plant worked
by those afflicted by Minamata mercury poisoning.

【住 所】水俣市袋34
【 T E L 】0966-63-5800
【営業時間】平日 9：00〜17：00
日祝10：00〜16：00
【休館日】土曜日
【アクセス】おれんじ鉄道「水俣駅」からみな
くるバス（茂道方面行き）
「陣原団
地前」下車徒歩3分

【Address】34, Fukuro, Minamata City.
【TEL】0966-63-5800.
【Hours】Weekdays: 9：00-17：00
Sundays & holidays: 10：00-16：00
【Closed】Saturdays.
【Visit】 Take a Minakuru Bus (bound for Modo) at
Orange Railway Minamata Station, alight at "Jinbaradanchi-mae" bus stop, then take a 3 min. walk.

https://www.minamatadiseasemuseum-jp.net/

Kumamoto prefecture

【特典】特製ポストカード1枚プレゼント 【Special offer】Present: Special postcard

43 坂本善三美術館

古民家を移築した全館畳敷きの美術館
Sakamoto Zenzo Museum of Art The museum created by relocating an old folk house has tatami-mat floors throughout.
【特典】入館料10％off

※クーポンの利用は１回限りとする
※1回の提示につき1名まで利用可能

【住 所】阿蘇郡小国町黒渕2877
【 T E L 】0967-46-5732
【営業時間】9:00～17:00
【休館日】毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
【アクセス】福岡空港・博多駅から黒川行き高
速バスでゆうステーション下車後
タクシーで5分

【Special offer】10% off admission.
*Coupons may be used 1 time only
*Each coupon admits one person

【Address】2877, Kurobuchi, oguni-machi, Aso-gun.
【TEL】0967-46-5732.
【Hours】9:00-17:00
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday)
【Visit】Take an express bus bound for Kurokawa at
Fukuoka Airport or Hakata Station to ”
Yu Station”bus
stop, then take a 5 min. taxi ride.

http://sakamotozenzo.com/

43 天草市立御所浦白亜紀資料館
Goshoura Cretaceous Museum

天草地域の恐竜化石等展示・化石採集体験可

Exhibits dinosaur fossils from the Amakusa area, and offers a chance to hunt for fossils.

【特典】オリジナル古生物カードプレゼント 【Special offer】Present: Original paleontology
※クーポンの利用は１回限りとする card.

*Coupons may be used 1 time only

【住 所】天草市御所浦町御所浦4310-5
【 T E L 】0969-67-2325
【営業時間】8：30～17:00
【休館日】年末年始（12/29〜1/3）
【アクセス】
「本渡」港もしくは「棚底」港などよ
り定期船に乗船し「御所浦」港で
下船 徒歩3分

【Address】 4310-5, Goshoura, Goshoura-machi,
Amakusa City.
【TEL】0969-67-2325.
【Hours】8：30-17：00
【Closed】End of year and New Year holidays (12/291/3)
【Visit】Take a ferry from Hondo or Tanasoko Port to
Goshoura Port, and walk 3 mins.

http://gcmuseum.ec-net.jp/

大分県

44 大分県立美術館

出会いと五感のミュージアム
Oita Prefectural Art Museum A museum of encounters and the five senses.

-“The Collection of The National Museum of Art, Osaka:
◦国立国際美術館コレクション
100 Years of Contemporary Art”(6/11 - 8/21)
現代アートの100年 ハロー、
アート！世界に夢中に
・Treasures of Head temple Shokoku-ji, Kinkaku-ji, and
なる方法
（6/11～8/21）
Ginkaku-ji (11/26 - 1/22)
◦大本山 相国寺と金閣・銀閣の名宝
（11/26～1/22） ・Pokémon Fossil Museum (12/10 - 1/24)
◦ポケモン化石博物館
（12/10～1/24）
【Address】2-1, Kotobuki-machi, Oita City.
【住 所】大分市寿町2-1
【TEL】097-533-4500.
【 T E L 】097-533-4500
【Hours】10：00-19：00 (until 20：00 on Fri. & Sat.)
【営業時間】10：00～19：00
（金・土は20：00まで） Open all year
【休館日】年中無休
【Visit】15 min. walk from JR“Oita Station”Funai Chuo
【アクセス】JR「大分駅」府内中央口
（北口）
から徒歩15分 Exit (North)

Oita prefecture

【特典】コレクション展 300円→250円 【Special offer】Permanent exhibition ¥300→250.
Special exhibition : Group admission applies.
企画展：団体割引適用

https://www.opam.jp/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

大分県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

44 大分香りの博物館
Oita Fragrance Museum

香水瓶や香料の展示、香水作り体験
Exhibits perfume flacons and ingredients and offers perfumery experience.

Oita prefecture

【特典】常設展 500円→450円（5名様まで） 【Special offer】Permanent exhibition ¥500→450 (up to 5 visitors)
*Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

※香水作り、
匂い袋作り、
アロマタイムは事前 *Reservation required for perfume/scent bag making
and aroma time.
予約が必要です。
【Address】48-1, Kitaishigaki, Beppu City.
【住 所】別府市北石垣48-1
【TEL】0977-27-7272.
【 T E L 】0977-27-7272
【Hours】10：00-18：00 (Reservation required for experience)
【営業時間】10：00〜18：00（体験は要予約）
【Closed】12/31-1/3.
【休館日】12/31〜1/3
【Visit】Take a Kamenoi Bus for Kannawa via Beppu Daigaku,
【アクセス】亀の井バス別府大学経由鉄輪行、
「大 alight at“Oishi/Oita Kaori no Hakubutsukan-mae”and walk
石・大分香りの博物館前」
下車 徒歩1分 1 min., 7 min. drive from Higashi Kyushu Expressway Beppu
東九州道別府ICから7分、JR日豊 Interchange, 12 min. walk from JR Nippo Main Line“Beppu
線「別府大学駅」下車 徒歩12分
Daigaku Station”

http://oita-kaori.jp

44 大分県立先哲史料館

おおいたに関係する先哲を分かりやすく紹介
Oita Prefecture Ancient Sages Historical Archives Introduces ancient sages connected to Oita.
【特典】展示パンフレット、
解説シート
などをプレゼント

【Special offer】Present: Exhibition pamphlet,
explanatory notes, etc.

【住 所】大分市王子西町14-1
【Address】14-1, Oji-Nishi-machi, Oita City.
【 T E L 】097-546-9380
【TEL】097-546-9380.
【営業時間】9:00～17:00
（入室は16:30まで）【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】第1・3・5月曜日（月曜日が祝日の 【Closed】1st, 3rd & 5th Monday (Tues. if Mon. is a
場合は火曜日）
national holiday)
【アクセス】①大分交通・大分バス県立図書館 【Visit】 Take Oita Kotsu or Oita Bus to “Kenritsu
前下車 ②JR西大分駅から徒歩 Toshokan-mae”bus stop. 15 min. walk from JR Nishi15分
Oita Station.

https://www.pref.oita.jp/site/sentetsusiryokan/

一部可

44 大分市美術館
Oita Art Museum

大分にゆかりのある作家の作品を展示

Exhibits works by artists associated with Oita.

【Special offer】
【特典】常設展観覧料
一 般
310円→260円 Discount admission to the permanent collection.
¥310→260
高校生・大学生 210円→150円 General
High school and university student

※クーポンの利用は１回限りとする

¥210→150

*Coupons may be used 1 time only

【住 所】大分市大字上野865
【Address】865, Ueno, Oita City.
【 T E L 】097-554-5800
【TEL】097-554-5800.
【営業時間】10:00～18:00
（最終入館は17:30）【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）
・年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR
「大分駅」
上野の森口バスのりば 【Visit】From JR“Oita Station”, take the“Oita Canbus”
から
「大分きゃんバス」
乗車 約7分 from Ueno-no-Mori-guchi”bus stop (approx. 7 min.)

https://www.city.oita.oita.jp/bunkasports/bunka/bijutsukan/index.html

44 朝倉文夫記念館

地元出身の彫刻家、朝倉文夫の作品を展示
Fumio Asakura Museum of Sculpture Exhibits works by the local sculptor Fumio Asakura.
【特典】常設展 500円→400円

【Special offer】
Permanent exhibition ¥500→400.

【Address】1587-11, Ikeda, Asaji-machi, Bungo-Ono

【住 所】豊後大野市朝地町池田1587-11 City.
【 T E L 】0974-72-1300
【TEL】0974-72-1300.
【営業時間】9:00～17:00
（最終入館は16:30） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）
・年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR豊肥本線
「朝地駅」
下車 タクシー 【Visit】10 min. by taxi from JR Hohi Main Line“Asaji
10分
Station”

https://www.bungo-ohno.jp/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

44 大分県立埋蔵文化財センター

Oita Prefectural Center for Archaeological Research

大分県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

大分の旧石器時代から江戸時代まで学べます
The center offers knowledge on Oita from the Paleolithic era to Edo period.

【住 所】大分市牧緑町1-61
【Address】1-61, Makimidori-machi, Oita City.
【 T E L 】097-552-0077
【TEL】097-552-0077.
【営業時間】9:00～17:00
（最終入館は16:30） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日(祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
その翌日)、年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR「牧駅」下車 徒歩6分
【Visit】6 min. walk from JR“Maki Station”

Oita prefecture

【特典】アンケートにご回答いただくと 【Special offer】Receive postcards, bookmarks,
ポストカード・しおり・キャラク or character magnets by answering questionnaire
ターマグネットをプレゼント

https://www.pref.oita.jp/site/maizobunka/

44 大分県立歴史博物館

宇佐・国東の歴史と文化の展示と古墳群。プロジェクションマッピング公開中

Oita Prefectural Museum of History

Exhibition on the history and culture of Usa and Kunisaki, as well as a group
of ancient burial mounds. Projection mapping currently on display.

s custom【特典】歴史博物館特製クリアファイル 【Special offer】Present: Museum’
made plastic file folder
1枚プレゼント

【住 所】宇佐市大字高森字京塚
【Address】Kyozuka, Takamori, Usa City.
【 T E L 】0978-37-2100
【TEL】0978-37-2100.
【営業時間】9:00～17:00
（最終入館は16:30） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）、年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR「柳ヶ浦駅」から車で5分
【Visit】5 min. drive from JR“Yanagigaura Station”or
JR「宇佐駅」から車で10分
10 min. drive from JR“Usa Station”

https://www.pref.oita.jp/site/rekishihakubutsukan/

宮崎県

45 宮崎県立美術館

自然豊かで親しみやすく開かれた美術館
Miyazaki Prefectural Art Museum The friendly and open museum is surrounded by nature.

【住 所】宮崎市船塚3-210
【 T E L 】0985-20-3792
【Address】3-210, Funatsuka, Miyazaki City.
【営業時間】10：00～18：00
【TEL】0985-20-3792.
（展示室入室17：30まで）
【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、
メン 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
テナンス休館日(10/31～1/16） other closings for maintenance（10/31-1/16）.
【アクセス】JR「宮崎神宮駅」徒歩20分
【Visit】20 min. walk from JR“Miyazaki Jingu Station”

http://www.miyazaki-archive.jp/bijutsu/

Miyazaki prefecture

【特典】コレクション展：ポストカードを 【Special offer】Collection Exhibit:
Postcard present
プレゼント

45 宮崎県総合博物館

宮崎県の自然・歴史・民俗の魅力を発見できる施設
Miyazaki Prefectural Museum of Nature and History Visitors can discover the charms of the nature, history and folklore of Miyazaki.
【特典】粗品進呈
（オリジナルグッズ）

【Special offer】Small present (original goods)
*Multilingual audio guides are available to borrow free
of charge (English, Korean, Chinese and Japanese)

※多言語音声ガイドを無料貸出
（英語・韓国語・中国語・日本語）

【住 所】宮崎市神宮2丁目4-4
【 T E L 】0985-24-2071
【営業時間】9:00～17:00
（入館16:30まで）
【休館日】火曜日（祝日の場合は翌日）、年末
年始
【アクセス】宮交バス「博物館前」徒歩3分、JR
「宮崎神宮駅」徒歩10分

【Address】2-4-4, Jingu, Miyazaki City.
【TEL】0985-24-2071.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】Tuesdays (or the following day if a holiday),
end of year and New Year holidays.
【Visit】3 min. walk from Miyako Bus“Hakubutsukanmae” stop, 10 min. walk from JR “Miyazaki Jingu
Station”

https://www.miyazaki-archive.jp/museum/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

宮崎県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

45 宮崎県埋蔵文化財センター分館
Miyazaki Prefecture Archaeological Center

県内の遺跡から出土した遺物などを展示

Exhibits artefacts excavated from ruins in Miyazaki Prefecture.

Miyazaki prefecture

【特典】粗品プレゼント
（ポストカードなど）【Special offer】Small present (postcard, etc.)

【住 所】宮崎市神宮2丁目4-4
【 T E L 】0985-21-1600
【営業時間】9:00～17:00
（入館16:30まで）
【休館日】年末年始（12/28～1/4）
特別整理期間（9/12～9/23）
【アクセス】宮交バス綾・国富・平和が丘行き
「博物館前」徒歩2分

【Address】2-4-4, Jingu, Miyazaki City.
【TEL】0985-21-1600.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】End of year and New Year holidays (12/281/4) / Special organization period (9/12-9/23)
【Visit】2 min. walk from“Hakubutsukan-mae”stop on
the Miyako Bus for Aya/Kunitomi/Heiwagaoka.

https://www.miyazaki-archive.jp/maibun/

45 みやざきアートセンター
Miyazaki Art Center

木のおもちゃや絵本・児童書の充実、様々なジャンルの展覧会、ワークショップ等を開催

Offers an array of wooden toys, picture books and children’s books, and hosts exhibitions in a variety of genres and workshops.

【特典】3階総合受付にて粗品進呈
（ポストカードなど）

【Special offer】Receive a free gift (postcard, etc.)
at the reception desk on the 3rd floor
*Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】宮崎市橘通西3-3-27
【Address】3-3-27, Tachibana Dori-Nishi, Miyazaki City.
【 T E L 】0985-22-3115
【営業時間】10：00～22：00
（入館21：30まで）【TEL】0985-22-3115.
【Hours】10:00-22:00 (Last admission 21:30)
火曜日18：00まで
（入館17：30）
※3・6階のみ
Until 18:00 on Tuesdays (Last admission 17:30) *3rd & 6th floors only.
【休館日】火曜日
（祝日の場合翌平日が休館日） 【Closed】Tuesdays (closes the next non-holiday weekday
※3・6階を除く if Tues. is a holiday) *Except 3rd & 6th floors.
【アクセス】宮交バス「橘通3丁目」
すぐ、JR「宮 【Visit】 Short walk from Miyako Bus “Tachibana Dori
崎駅」徒歩10分
Sanchome”stop, 10 min. walk from JR“Miyazaki Station”

http://miyazaki-ac.com

45 宮崎大学農学部 附属農業博物館

農林畜水産業資料、宮崎大学農学部研究紹介

Showcases materials associated with agriculture, forestry,
livestock and fisheries industries, and research by the university.

Agricultural Museum of Miyazaki University Faculty of Agriculture
【特典】粗品進呈

【Special offer】Small present

【住 所】宮崎市学園木花台西1-1
宮崎大学木花キャンパス内
【 T E L 】0985-58-2898
【営業時間】9:00～16:00（20人以上の団体
は要事前連絡）
【休館日】土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（大学祭、大学開放日は開館）
【アクセス】宮交バス「宮崎大学」下車

【Address】Miyazaki University Kibana Campus, 1-1,
Gakuen Kibanadai-Nishi, Miyazaki City.
【TEL】0985-58-2898.
【Hours】9:00-16:00 (a group exceeding 20 people
must call in advance)
【Closed】Sat., Sun., holidays, end of year and New
Year holidays (opens during the University Festival and
open days)
【Visit】Alight at Miyako Bus“Miyazaki Daigaku”stop.

https://www.miyazaki-u.ac.jp/museum/

45 都城市立美術館

南九州ゆかりの近現代美術を紹介しています
Miyakonojo City Museum of Art Showcases modern and contemporary art associated with south Kyushu.
【特典】収蔵作品展、
市美展：観覧無料
粗品贈呈
（ポストカードなど）
特別展：一 般 900円→800円
高大生 500円→400円
中学生以下 無料

【Special offer】Free admission to the collection and
city art exhibits, and small present (postcard, etc.)
Special exhibition :
General : ¥900→800,
High school and University student : ¥500→400,
Junior high school student and younger : Free

※クーポンの利用は１回限りとする

*Coupons may be used 1 time only

【住 所】都城市姫城町7-18
【Address】7-18, Himegi-cho, Miyakonojo City.
【 T E L 】0986-25-1447
【TEL】0986-25-1447.
【営業時間】9：00～17：00
（入館16：30まで） 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、館内 【Closed】Mondays (or the following day if a holiday), when the
整理日および年末年始
museum is rearranging, end of year and New Year holidays.
【アクセス】JR「西都城駅」徒歩10分
【Visit】10 min. walk from JR“Nishi-Miyakonojo Station”

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/artmuseum/
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

宮崎県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

45 都城島津邸

都城島津家に伝わる歴史資料を展示
Miyakonojo Shimazu Residence Exhibits historical materials handed down in the Shimazu family of Miyakonojo.

admitted to the main residence only)

※クーポンの利用は１回限りとする

*Coupons may be used 1 time only
【住 所】都城市早鈴町18街区5号
【Address】18-5, Hayasuzu-cho, Miyakonojo City.
【 T E L 】0986-23-2116
【営業時間】9：00～17：00
（入場16：30まで） 【TEL】0986-23-2116.
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は 【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
翌日）、年末年始
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【アクセス】宮交バス「島津邸入口」徒歩1分、【Visit】 1 min. walk from Miyako Bus “Shimazutei
JR
「西都城駅」
徒歩15分、
JR
「都城 Iriguchi”stop, 15 min. walk from JR“Nishi-Miyakonojo
駅」タクシー10分
Station”
, 10 min. by taxi from JR“Miyakonojo Station”

http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/shimazu/

Miyazaki prefecture

【特典】都城島津伝承館に入館された方 【Special offer】Present: Original writing paper
にオリジナル一筆箋を1つプレゼ to visitors admitted to the Miyakonojo
（本宅のみ入館者は特典対象外） Shimazu Denshokan. (Not available to visitors
ント

45 宮崎県立西都原考古博物館

南九州の古墳文化を代表する資料を多数展示
Saitobaru Archaeological Museum of Miyazaki Prefecture Exhibits numerous materials that represent the kofun (burial mound) culture of south Kyushu.
【特典】勾玉
（小）
づくり体験

【住 所】西都市大字三宅字西都原西5670
【 T E L 】0983-41-0041
【営業時間】9：30～17：30
（展示室入室17：00
まで）
【休館日】月曜日
（祝日の場合は翌日）
、
祝日の翌
日
（土・日又は休日を除く）
、
年末年始
【アクセス】宮交バス西都原考古博物館前行き
「西都原考古博物館前」下車すぐ

【Special offer】Sacred jewel-making (small)
experience.
【Address】5670, Saitobaru-nishi, Miyake, Saito City.
【TEL】0983-41-0041.
【Hours】9：30-17：30 (Last admission 17：00)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
the day after holiday (except Sat., Sun. & holiday), end
of year and New Year holidays.
【Visit】Immediate access from Saitobaru kokohakubutsukanmae, Miyako Bus (bound for Saitobaru kokohakubutsukanmae Bus Stop)

https://saito-muse.pref.miyazaki.jp

45 高鍋町美術館

江戸時代から教育の藩と言われ、県内一面積の小さい自治体が運営する美術館

Takanabe Museum of Art

The museum is operated by the smallest local government in the prefecture, which has been
regarded as the domain of education since the Edo period.

【特典】常設展 210円→100円

【Special offer】Permanent collection ¥210→100

【住 所】児湯郡高鍋町大字南高鍋6916-1 【Address】6916-1, Minami-Takanabe, Takanabe-cho,
Koyu-gun.
【 T E L 】0983-23-8887
【TEL】0983-23-8887.
【営業時間】10：00～17：00
（最終入館16：30） 【Hours】10:00-17:00 (Last admission 16:30)
【休館日】月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日 【Closed】Mondays (except holidays), the day after
（土日は除く）
holiday (except Sat. & Sun.)
【アクセス】JR
「高鍋駅」
から宮交バス一丁田経 【Visit】From JR“Takanabe Station”
, take a Miyako Bus for Saito
由西都行き
「舞鶴公園前」
徒歩3分 via Icchoda, alight at“Maizuru Koen-mae”and walk 3 mins.

http://www.town.takanabe.lg.jp/museum/

45 椎葉民俗芸能博物館

椎葉村に受け継がれてきた民俗文化や平家落人伝説等を写真や映像、祭礼具等の展示を通して紹介

Shiiba Museum of Folk Performing Arts

Showcases the folklore culture and legends the Heike Ochudo (fugitives from the Gempei War)
passed down in Shiiba Village through photographs, videos and exhibits of ceremonial tools.

【特典】ポストカード1枚プレゼント

【Special offer】Present:Museum's postcard

【住 所】東臼杵郡椎葉村大字下福良
1822-4
【 T E L 】0982-68-7033
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）、年
末年始(12/28～１/3）
【アクセス】JR
「日向市駅」
から宮交バス150分
終点「上椎葉」徒歩5分

【Address】 1822-4, Shimofukura, Shiiba Village,
Higashi Usuki - gun.
【TEL】0982-68-7033.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
holiday), end of year and New Year holidays (12/28-1/3)
【Visit】Take a Miyako Bus from JR“Hyugashi Station”
for 150 mins., alight at the final destination“KamiShiiba”and walk 5 mins.

https://shiiba-bunka.jp
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

鹿児島県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

46 鹿児島県歴史・美術センター黎明館

鹿児島の歴史、
考古、
民俗、
美術・工芸の資料を展示

Kagoshima Prefectural Museum of Culture Reimeikan

Kagoshima prefecture

【特典】常設展観覧料
一般
400円→300円
高・大生 250円→150円
小・中学生 150円→ 80円

Exhibits materials associated with the history, archaeology,
folklore, art and crafts of Kagoshima.

【Special offer】Discount admission to the permanent
collection.
General ¥400→300
High school and university student ¥250→150
Elementary and junior high school student ¥150→ 80

【住 所】鹿児島市城山町7-2
【Address】7-2, Shiroyama-cho, Kagoshima City.
【 T E L 】099-222-5100
【TEL】099-222-5100.
（入館は17:30まで） 【Hours】9:00-18:00 (Last admission 17:30)
【営業時間】9:00～18:00
（祝日の場合は翌平日）
、
毎月 【Closed】Mondays (following weekday if a holiday), 25th of every
【休館日】月曜日
25日
（土日は開館）
、
12/31〜1/2 month (Opens if 25th of every month is sat. and sun.), 12/31-1/2.
または 【Visit】7 min. walk from City Electric Railway or Public Bus
【アクセス】市電、路線バス「市役所前」
「水族館口」下車徒歩7分 鹿児島市内巡回 “Shiyakusho-mae”stop or“Suizokukan-guchi”, short walk
観光バス
「薩摩義士碑前」
下車すぐ
from City Sightseeing Loop Bus“Satsuma Gishihi-mae”stop.

http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/

46 鹿児島県霧島アートの森
Kirishima Open-Air Museum

野外彫刻作品などを展示した美術館

The museum exhibits sculptures,etc.

【特典】常設展一般 320円→250円
特別企画展 800円→600円

【Special offer】
Permanent collection: General
Special exhibition

¥320→250
¥800→600

【住 所】姶良郡湧水町木場6340-220
【Address】6340-220, Koba, Yusui-cho, Aira-gun.
【 T E L 】0995-74-5945
【TEL】0995-74-5945.
（入園は16：30まで）
【営業時間】9:00～17:00
【Hours】9:00-17:00 (Last entry 16:30)
※7/20～8/31の間、土・日・祝は
*Until 19:00 on Sat., Sun. and holidays from 7/20 to
19:00まで
（入園は18：30まで） 8/31 (Last entry 18:30)
（祝日の場合は翌日）、年末 【Closed】Mondays (following day if a holiday), end of
シャングリラの華
（草間彌生）【休館日】月曜日
年始
year and New Year holidays.
【アクセス】JR肥薩線「栗野駅」から町営ふる 【Visit】20 min. by Furusato Bus from JR Hisatsu Line
“Kurino Station”
さとバスで約20分

https://open-air-museum.org/

奄美の自然、文化、歴史・田中一村の作品を紹介する観光施設
46 鹿児島県奄美パーク・田中一村記念美術館
The tourist attraction showcases the nature, culture and history of

Amami Park and Tanaka Isson Museum
Amami, as well as the works of Isson Tanaka.
【特典】●共通観覧料 大人630→500円／高・大生 【Special offer】● Discount admission to all facilities Adult
¥630→500, High school and university student ¥420→330,
Elementary and junior high school student ¥310→240
● Amami-no-sato Adult ¥310→240, High school and university student
¥220→170, Elementary and junior high school student ¥150→120
● Tanaka Isson Museum Adult ¥520→410, High school and university
student ¥370→290, Elementary and junior high school student ¥260→200

420→330円／小・中生310→240円 ●奄美の郷
大人310→240円／高・大生220→170円／小・中生
150→120円 ●田中一村記念美術館 大人520→
410円／高・大生370→290円／小・中生260→200円
※1グループにつき2名まで、
クーポンの利用は1回限りとする

*Up to two persons per group / Coupons may be used 1 time only

【住 所】奄美市笠利町節田1834
【Address】1834, Setta, Kasari-cho, Amami City.
【TEL】0997-55-2333/Amami-no-sato
【 T E L 】0997-55-2333/奄美の郷
0997-55-2635/田中一村記念美術館 0997-55-2635/ Tanaka Isson Museum
【営業時間】9:00～18:00
（7・8月は19:00まで）【Hours】9:00-18:00 (until 19:00 in July & Aug.)
1st & 3rd Wednesdays (following day if a holiday)
（祝日の場合翌日） 【Closed】
【休館日】毎月第1・3水曜日
*Opens all week 4/29-5/5, 7/21-8/31, 12/30-1/3.
※4/29～5/5・7/21～8/31、
12/30～1/3日は開園 【Visit】 Accessible by bus. Please alight at Amami Park
【アクセス】奄美パーク内バス停下車（奄美空港から車で5分） Iriguchi.（5 min. by car from Amami Airport）

http://www.amamipark.com/

46 鹿児島県上野原縄文の森

国内最古・最大級の集落跡の国指定史跡
Uenohara Jomon-no-Mori (Kagoshima Prefecture) Nationally designated historical ruins; the oldest and largest village ruins in Japan.
【特典】展示館利用料金の2割相当減額 【Special offer】20% discount on exhibition hall
usage fee

【住 所】霧島市国分上野原縄文の森1番1号
【 T E L 】0995-48-5701
【営業時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）
・年末
【休館日】月曜日（休日の場合は翌日）
年始、
２月中旬（臨時休園日）
【アクセス】JR日豊本線「国分駅」から車で約
20分

【Address】 1-1, Kokubu-Uenohara-Jomon-no-Mori,
Kirishima City.
【TEL】0995-48-5701.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday),
e n d o f y e a r a n d N e w Ye a r h o l i d a y s , m i d - Fe b
(provisional closing)
【Visit】About 20 min. by car from Kokubu Station, JR
Nippo Main Line

https://www.jomon-no-mori.jp
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

鹿児島県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

46 鹿児島県立博物館

鹿児島の自然や恐竜化石を展示
Kagoshima Prefectural Museum The exhibits focus on dinosaur fossils and nature in Kagoshima.
【Special offer】Present: Visitors from outside
the prefecture will receive volcanic ash from
Sakurajima Volcano as a souvenir

【Address】1-1, Shiroyama-cho, Kagoshima City.
【住 所】鹿児島市城山町1-1
【 T E L 】099-223-6050
【TEL】099-223-6050.
（入館は16：30まで）【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）
【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
その他整理点検日あり
holiday), other days as announced.
「天文館」または「金生町」バス停 【Visit】7 min. walk from“Tenmonkan”or“Kinseicho”
【アクセス】
下車、徒歩７分
bus stop.

https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/

46 屋久島環境文化村センター

Kagoshima prefecture

【特典】県外からの来館記念に
桜島の火山灰プレゼント

屋久島の自然や文化に関する総合的な情報の提供、案内等を行います。

YAKUSHIMA Environmental Culture Village Center

Provides comprehensive information and guidance on the
nature and culture of Yakushima Island.

【特典】屋久島環境文化村センター特製 【Special offer】Present: Center's special sticker
「まるりんと仲間たち」
シール１枚 featuring "Marurin and friends"
プレゼント
【住 所】熊毛郡屋久島町宮之浦823-1
【 T E L 】0997-42-2900
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日、但し
GW・夏休み期間は無休）、12/28
～1/1
【アクセス】宮之浦港から徒歩5分

【Address】823-1, Miyanoura, Yakushima-cho, Kumagegun.
【TEL】0997-42-2900.
【Hours】9:00-17:00.
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday ;
however, does not close during Golden Week or
summer vacation), 12/28-1/1
【Visit】5 min. on foot from Miyanoura Port

https://www.yakushima.or.jp/

46 知覧特攻平和会館
Chiran Peace Museum

特攻隊員の遺書・資料や当時の戦闘機を展示

Exhibits the farewell letters and other documents of kamikaze pilots as well as fighter aircraft from the era

【特典】オリジナルポストカード贈呈

【Special offer】Present: Original postcard

*Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【Address】17881, Chiranchokori, Minamikyushu City.

【住 所】南九州市知覧町郡17881
【TEL】0993-83-2525.
【 T E L 】0993-83-2525
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16：30)
（入館は16:30まで） Open all year.
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】年中無休
【Visit】Take the bus bound for Chiran from JR Kagoshima
ＪＲ鹿児島中央駅から知覧行きバス Chuo Station, get off at Tokko Kannon Iriguchi 3 min.
【アクセス】
で
「特攻観音入口」
下車 徒歩3分
on foot
ロビー受付前

https://www.chiran-tokkou.jp/

46 鹿児島大学総合研究博物館 常設展示室
The Kagoshima University Museum

鹿大に蓄積された歴史・自然史資料を紹介

Presents documents on the historical and natural history collected at Kagoshima University

【特典】ポストカード等プレゼント

【Special offer】Present: Postcard, etc.

【住 所】鹿児島市郡元1ｰ21ｰ24
【Address】1-21-24, Korimoto, Kagoshima City.
【 T E L 】099ｰ285ｰ7259
【TEL】099ｰ285ｰ7259.
（入館は16：30まで）【Hours】10：00-17：00 (Last admission 16：30)
【営業時間】10：00〜17：00
【休館日】日曜日・月曜日
【Closed】Sundays, Mondays (may temporarily close or
（大学休業期間は臨時休館・開館 open during university holidays. See website for
あり、ホームページ参照）
details.)
【アクセス】市電唐湊・徒歩5分、バス停鹿大 【Visit】5 min. on foot from Toso Station on the City Tram,
正門前・徒歩1分
1 min. on foot from Kadaiseimon-mae

https://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

鹿児島県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

46 屋久島町屋久杉自然館
Yakusugi Museum

屋久杉の歴史や島の自然、文化について展示

Exhibits on the history of the Yakushima cedar as well as the nature and culture of the island

【特典】ポストカードプレゼント

【Special offer】Postcard present

Kagoshima prefecture

【住 所】熊毛郡屋久島町安房2739番地 【Address】2739-343, Ambo, Yakushima-cho, Kumagegun.
343
【 T E L 】0997-46-3113
【TEL】0997-46-3113.
【営業時間】9：00～17：00(最終入館16:30) 【Hours】9:00-17:00 (Last entry 16：30)
（5月・8月を除く）
、【Closed】 1st Tuesday of the month (except May &
【休館日】毎月第1火曜日
12/29～1/1
August), 12/29-1/1
【アクセス】屋久島空港より車で約20分（福 【Visit】About 20 min. by car from Yakushima Airport.
岡・鹿児島空港からの直行便あり）（There are direct flights from Fukuoka and Kagoshima.）

https://www.yakusugi-museum.com

46 薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum

薩摩藩英国留学生の偉業や功績を紹介

Presents the achievements and feats of exchange students from Satsuma to England

【特典】観覧料 50円引き

【Special offer】¥50 off Admission fee

【住 所】いちき串木野市羽島4930番地
【 T E L 】0996-35-1865
【営業時間】10：00～17：00
（カフェ11：00～16：00）
【休館日】火曜日（祝日の場合は翌日）、
12/29～12/31
【アクセス】バス停「羽島小学校前」から徒歩3分

【Address】4930, Hashima, Ichikikushikino City.
【TEL】0996-35-1865.
【Hours】10：00-17：00 (Cafe 11：00-16：00)
【Closed】Tuesdays (or the following day if a holiday),
12/29-12/31
【Visit】3 min. on foot from Hashima Shogakko-mae
bus stop

http://www.ssmuseum.jp/

46 姶良市歴史民俗資料館

Aira-city history folklore museum

姶良市の考古・歴史・民俗資料を展示
Exhibits archaeological, historical, and folk artifacts from the city of Aira

【特典】文化財ポストカード１枚を
プレゼント

【Special offer】 Present: Cultural property
postcard

【Address】498, Higashi-mochida, Aira City.

【住 所】姶良市東餅田498番地
【TEL】0995-65-1553.
【 T E L 】0995-65-1553
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16：30)
（入館は16:30まで）【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
【営業時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は
substitute holiday), 25th of every month, end of year
and New Year holidays.
翌日）、毎月25日、年末年始
【アクセス】JR「帖佐駅」徒歩１0分
【Visit】10 min. on foot from JR Chosa Station

http://www.city.aira.lg.jp/bunkazai/shisetsu/kyoiku/shiryokan/20150623.html

46 三宅美術館

鹿児島ゆかりの焼物と絵画を展示
MIYAKE MUSEUM OF ART Exhibits pottery and paintings with ties to Kagoshima.
【特典】ハガキセット
（8枚組）
をプレゼント 【Special offer】Present: Postcard set (set of 8
※クーポンの利用は１回限りとする postcards)

【住 所】鹿児島市谷山中央1-4319-4
【 T E L 】099-266-0066
【営業時間】10：00～16：30
【休館日】水曜日、年末年始
【アクセス】JR指宿枕崎線「谷山駅」下車 徒歩
5分

*Coupons may be used 1 time only

【Address】1-4319-4, Taniyama Chuo, Kagoshima City.
【TEL】099-266-0066.
【Hours】10：00～16：30
【Closed】 Wednesdays, end of year and New Year
holidays.
【Visit】 5 min. walk from Taniyama Station on the JR
Ibusuki Makurazaki Line.

http://www.miyake-art.com/

53

※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

鹿児島県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

46 長島美術館
NAGASHIMA

眺望抜群、地元作家や海外作品、薩摩焼展示
MUSEUM Excellent view.Exhibition of local artists, overseas works, and Satsuma ware.
【Special offer】Permanent collection admission
General ¥1,000→800
Senior high school and university student ¥800→640
Elementary and junior high school student ¥400→320
【Address】3-42-18, Take, Kagoshima City.

【TEL】099-250-5400.
【住 所】鹿児島市武三丁目42番18号
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16：30)
【 T E L 】099-250-5400
（入館は16:30まで）【Closed】Tuesdays (or the following weekday if a holiday)
【営業時間】9：00～17：00
（祝日の場合は翌平日） 【Visit】20 min. walk from "Take Chugakko-shita" bus
【休館日】毎週火曜日
【アクセス】武中学校下バス停から徒歩20分 stop.
一部可

https://ngp.jp/nagashima-museum/

46 枕崎市文化資料センター南溟館
Makurazaki Nanmeikan Cultural Material Center

Kagoshima prefecture

【特典】常設展入館料
一般 1,000円→800円
高大生 800円→640円
小中学生 400円→320円

現代アートや郷土ゆかりの作家の作品を展示

Displays works of modern art and those by artists with ties to the area.

【特典】ポストカードをプレゼント

【Special offer】Postcard present

【Address】175, Yamate-cho, Makurazaki City.

【住 所】枕崎市山手町175番地
【TEL】0993-72-9998.
【 T E L 】0993-72-9998
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16：30)
（入館は16:30まで）【Closed】 Mondays (or the following weekday if a
【営業時間】9：00～17：00
（祝日の場合は翌平日）
【休館日】月曜日
holiday)
ＪＲ指宿枕崎線「枕崎駅」から徒歩 【Visit】8 min. walk from Makurazaki Station on the JR
【アクセス】
8分
Ibusuki Makurazaki Line.

https://nanmeikan.jp.net/top

沖縄県

47 沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）

あなたの沖縄に出会う
Okinawa Prefectural Museum and Art Museum (OkiMu) Discover your Okinawa
*Discount for up to 5 persons / May not be used with
other discounts
【Address】3-1-1, Omoro-machi, Naha City.
【住 所】那覇市おもろまち3-1-1
【TEL】098-941-8200.
【 T E L 】098-941-8200
【Hours】 9:00-18:00 (Until 20:00 on Fri. & Sat.)
【営業時間】9:00～18:00
（金・土曜日は20:00 *Last admission is 30 min. before closing
まで）
※入館は閉館の30分前まで 【Closed】Mondays (or the following weekday if a holiday),
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）
・年末 end of year and New Year holidays, other closings for
年始、
その他メンテナンス休館あり maintenance.
【アクセス】沖縄都市モノレール「ゆいレール」【Visit】About 10 min. walk from Okinawa City monorail
おもろまち駅から徒歩10分ほど (Yui Rail）
“Omoro-machi Station”
※割引は最大5名様まで、他割引との
併用はできません

https://okimu.jp

47 那覇市立壺屋焼物博物館

Naha Municipal Tsuboya Pottery Museum

Okinawa prefecture

【特典】｢博物館常設展｣ ｢美術館コレク 【Special offer】Museum Permanent exhibition and Art
Museum’s collection： 20% discount on viewing fees
ション展｣を2割引

壺屋焼の他、沖縄の焼物の歴史や文化を紹介
Introduction to tsuboya pottery and the history and culture of pottery in Okinawa.

【特典】常設展観覧料 ２割引

【Special offer】20% off admission to the
permanent exhibition.

【住 所】那覇市壺屋1-9-32
【 T E L 】098-862-3761
【営業時間】10：00～18：00
【Address】1-9-32 Tsuboya, Naha City.
（最終入館は17：30)
【TEL】098-862-3761.
【休館日】月曜日（休日にあたる場合を除 【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
く）、12月28日～1月4日、資料整 【Closed】 Mondays (except holidays), 12/28-1/4;
理期間
closings for organizing materials.
【アクセス】モノレール牧志駅徒歩10分
【Visit】10 min. walk from Makishi Station (Monorail), 5
バス「壺屋」
「 開南」
「てんぶす前」 min. walk from Tsuboya, Kainan, and Tenbusumae Bus
下車各徒歩５分
Stops.

http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/tsuboya/
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

沖縄県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

47 那覇市歴史博物館

世界で唯一の琉球国王の王冠を展示
Naha City Museum of History The world's only exhibit of crowns belonging to monarchs of the Ryukyu Islands.

Okinawa prefecture

【特典】入館料２割引

【Special offer】20% discount on admission fee

【住 所】那覇市久茂地1-1-1
パレットくもじ４階
【 T E L 】098-869-5266
【営業時間】10：00～19：00
【休館日】木曜日（展示替えに伴う臨時休館
あり）
【アクセス】ゆいレール
「県庁前駅」
下車徒歩5分

【Address】Pallete Kumoji 4F, 1-1-1 Kumoji, Naha City.
【TEL】098-869-5266.
【Hours】10:00-19:00.
【Closed】 Thursdays (also provisional closings for
exhibit changes)
【Visit】5 min. walk from Prefectural Office Station, Yui
Rail (Monorail)

http://www.rekishi-archive.city.naha.okinawa.jp/

47 那覇市伝統工芸館

那覇の伝統工芸品の秀作を展示
Naha city traditional arts center Exhibits excellent traditional crafts from Naha
【特典】特別展示室入館料
大人
310円→280円
高校生 200円→180円
小中学生 100円→ 90円

【Special offer】Special exhibit room admission
Adults ¥310→280
High school student ¥200→180
Elementary and junior high school student ¥100→ 90

【住 所】那覇市牧志3-2-10てんぷす那覇２F
【 T E L 】098-868-7866
【営業時間】特別展示室 9:30～17:30
販売場
10:00～19:00
【休館日】毎週水曜日、年末年始（12/29～
1/3)
【アクセス】モノレール牧志駅下車徒歩５分

【Address】2F Tempus Naha, 3-2-10 Makishi, Naha City.
【TEL】098-868-7866.
【Hours】(Special Exhibition Room) 9:30-17:30
(Shop) 10:00-19:00
【Closed】Wednesday of month, end of year and New
Year holidays (12/29-1/3)
【Visit】5 min. on foot from Makishi Station on the monorail

※クーポンの利用は１回限りとする

*Coupons may be used 1 time only

https://kogeikan.jp

47 宜野湾市立博物館
Ginowan City Museum

宜野湾市の考古・歴史・民俗資料を展示

Exhibits on archaeological, historical, and folk lore materials from Ginowan City

【特典】ポストカード１枚プレゼント

【Special offer】Postcard present

【住 所】宜野湾市真志喜1-25-1
【 T E L 】098-870-9317
【営業時間】9：00～17：00
（最終入場は16：30）
【休館日】火曜日・祝日（慰霊の日、文化の日
は開館）、年末年始
【アクセス】真志喜バス停から徒歩5分程

【Address】1-25-1 Mashiki, Ginowan City.
【TEL】098-870-9317.
【Hours】9:00-17:00 (Last admission 16:30)
【Closed】 Tuesdays, holidays (open on Okinawa
Memorial Day and Culture Day), end of year and New
Year holidays.
【Visit】5 min. walk from Mashiki Bus Stop.

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kyoiku/1/2/index.html

47 佐喜眞美術館

SAKIMA ART MUSEUM

1994年開館の県内初の私設美術館
The first private art museum in the prefecture, opened in 1994

【特典】入館料100円引き

【Special offer】¥100 off admission

（Only the rooftop cannot be used）

（屋上のみのご利用不可）
※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】宜野湾市上原358
【 T E L 】098-893-5737
【営業時間】9：30～17：00
【休館日】火曜日・旧盆・年末年始
【アクセス】宜野湾市「上原」バス停より徒歩
5分

*Coupons may be used 1 time only

【Address】358 Uehara, Ginowan City.
【TEL】098-893-5737.
【Hours】9:30-17:00
【Closed】Tuesdays, Bon Festival, end of year and New
Year holidays.
【Visit】5 min. walk from Uehara Bus Stop, Ginowan City.

http://sakima.jp
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

47 浦添市美術館

Urasoe Art Museum

沖縄県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

日本初の漆芸専門美術館で主に琉球漆器を紹介
Introduction to Ryukyuan lacquerware, in Japan's first art museum dedicated to lacquerware.

【Special offer】Permanent exhibits:
Adults: ¥200→160 , University student: ¥130→100
Receive commemorative items by completing the stamp
rally, Presents: Postcard for answering questionnaire
【Address】1-9-2 Nakama, Urasoe City.

【住 所】浦添市仲間1-9-2
【TEL】098-879-3219.
【 T E L 】098-879-3219
【Hours】9:30-17:00 (Fri: -19:00) Last admission: 30
【営業時間】9:30～17:00（金曜日は19:00 minutes before closing.
まで）入館は閉館の30分前まで 【Closed】Mondays (Open if a holiday or substitude
・ holiday), year-end/New Year holiday; provisional closings
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は開館）
年末年始、展示替期間、館内消毒期間など for exhibit changes or disinfecting, etc.
【アクセス】ゆいレール「古島駅」下車古島駅バス停 【Visit】Furujima Station, Yui Rail (Monorail), to Furujima Station
（21.90.98.112）大平バス停下車、徒歩5分 Bus Stop（21.90.98.112）; 5 min. walk from Ohira Bus Stop

http://museum.city.urasoe.lg.jp

47 ひめゆり平和祈念資料館
Himeyuri Peace Museum

Okinawa prefecture

【特典】常設展 大人 200円→160円
大学生130円→100円
スタンプラリー達成で記念品進呈
アンケート回答でポストカード進呈

ひめゆり学徒隊の沖縄戦体験を知る

Learn about the experience of the Himeyuri Student Corps during the Battle of okinawa.

【特典】入館料 大人 450円→400円 【Special offer】Admission
Adults ¥450→400
高校生 250円→200円
High school student ¥250→200
小中学生 150円→110円
【住 所】糸満市字伊原671-1
【 T E L 】098-997-2100
【営業時間】9：00～17：25
（最終入場17:00)
【休館日】年中無休
【アクセス】旭 橋・那 覇 バスターミナル か ら
（89番線）で約30分、糸満バス
ターミナル（82）乗換え約15分
ひめゆりの塔前下車

Elementary and junior high school student ¥150→110

【Address】671-1 Ihara, Itoman City.
【TEL】098-997-2100.
【Hours】9:00-17:25 (Last admission 17:00)
Open all year.
【Visit】Taka Route 89 from the AsahiBashi/Naha Bus
Terminal for about 30 min, transfer to Route 82 at
Itoman Bus Terminal, travel for about 15 min, then get
off at "Himeyuri-no-to-mae" Bus Stop/

http://www.himeyuri.or.jp/

47 沖縄市立郷土博物館
Okinawa Municipal Museum

郷土の歴史と自然をテーマとした展示
Exhibition themed on local history and nature.

【特典】オリジナルシール＆下敷きプレ 【Visiting benefits】Original stickers and shitajiki
(plastic sheet to use under paper when writing)
ゼント
【Address】Culture Center, 3rd floor 2-19-6 Uechi,

【住 所】沖縄市上地2-19-6文化センター3階 Okinawa City.
【 T E L 】098-932-6882
【TEL】098-932-6882.
【営業時間】9：00～17：00
【Hours】9：00-17：00
【休館日】月曜日・祝日(文化の日は開館）、【Closed】Mondays, Holidays (open on Culture Day),
慰霊の日、
年末年始
（12/29～1/3 Okinawa Memorial Day, Year-end and New Year holidays
まで）
（12/29-1/3）
.
【アクセス】園田バス停下車徒歩2分
【Visit】2 min. on foot from "Sonda" bus stop.

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/about/134

47 沖縄空手会館

沖縄空手に関する情報を幅広く展示しています
Okinawa Karate Kaikan Exhibits a wide range of information on Okinawan karate
【特典】資料室観覧料 310円→250円 【Special offer】Reference room admission

¥310→250

【住 所】豊見城市豊見城854-1
【Address】854-1 Tomigusuku, Tomigusuku City.
【 T E L 】098-851-1025
【TEL】098-851-1025.
【営業時間】資料施設 9:00～18:00
【Hours】9:00-18:00 (Last admission 17:30)
（入室は17:30まで）
【Closed】Wednesdays (or the following weekday if a
【休館日】水曜日（祝日の場合は翌平日）、 holiday), 12/30-1/3
12月30日～1月3日まで
【Visit】10 min. by car from Okinawa Prefectural Office,
【アクセス】沖縄県庁から車で約10分、
空港自 7 min. by car from Tomigusuku IC on the Airport
動車道豊見城ICから車で約７分
Expressway

https://karatekaikan.jp
※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）
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新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用・十分な距離を保ってご鑑賞ください。

沖縄県

In order to prevent the spread of coronavirus disease, all visitors are asked to wear a mask and maintain an appropriate distance from others when touring the premises.

47 宮古島市総合博物館
Miyakojima City Museum

外観は、
「仲宗根豊見親の墓」
（国指定文化財）がモチーフ、宮古島独特の風土を感じられる博物館

The Tomb of Nakasone Tuyumya (Nationally-designated Important Cultural Property) is used as
a motif for the facade, letting you experience the unique culture of Miyako Island at this museum

Okinawa prefecture

【特典】入館料 一般 300円→250円 【Special offer】Admission ： General ¥300→250

*Coupons may be used 1 time only

※クーポンの利用は１回限りとする

【Address】1166-287 Higashinakasonezoe, Hirara,

【住 所】宮古島市平良字東仲宗根添1166 Miyakojima City.
番地287
【TEL】0980-73-0567.
【 T E L 】0980-73-0567
【Hours】9:00-16:30 (Last admission 16:00)
【営業時間】9:00～16:30
（入館は16:00まで） 【Closed】Mondays, holidays, end of year and New
【休館日】月曜日・祝祭日・年末年始
year holidays.
【アクセス】宮古空港から車で７分
【Visit】7 min. by car from the Miyako airport.

https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/kyouiku/syougaigakusyu/hakubutsukan/

47 東村立山と水の生活博物館
Higashi Museum

東村の歴史資料や生きたハブの生態展示

Historical materials from Higashi-son, and exhibit of live habu vipers.

【特典】常設展 大人 200円→100円
小人 100円→ 50円
※クーポンの利用は１回限りとする

【住 所】国頭郡東村字川田61-1
【 T E L 】0980-51-2828
【営業時間】10：00～18：00
（最終入館は17：30)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は
翌日）
・年末年始
【アクセス】名護市源河バス停よりコミュニ
ティーバスに乗り換え、福地付近
下車徒歩15分

【Special offer】Permanent exhibits
Adults: ¥200→100
Child: ¥100→ 50

*Coupons may be used 1 time only

【Address】61-1 Kawata, Higashi-son, Kunigami-gun.
【TEL】0980-51-2828.
【Hours】10:00-18:00 (Last admission 17:30)
【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
substitute holiday), end of year and New Year holidays.
【Visit】 Change at Nagoshi-genka Bus Stop to
Community Bus; 15 min. walk from Fukuji area.

http://yamamizu.vill.higashi.okinawa.jp

47 恩納村博物館

Onna Village Museum

恩納村の歴史・文化・自然などの資料を展示
Displays materials related to the history, culture and natural surroundings of Onna Village.

【特典】オリジナルしおりセットプレゼント 【Special offer】Present: Original bookmark set

【Address】1656-8 Nakadomari, Onna-son, Kunigami-gun.

【住 所】国頭郡恩納村字仲泊1656-8
【TEL】098-982-5112.
【 T E L 】098-982-5112
【Hours】9：00-17：00 (Last admission 16：30)
【営業時間】9：00～17：00
（最終入館は16：30）【Closed】Mondays (or the following day if a holiday or
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は substitute holiday), 6/24, end of year and New Year
翌日）
・6月２4日・年末年始
holidays.
【アクセス】
「ルネッサンスホテル前」バス停 【Visit】5 min. walk from Renaissance Hotel-mae Bus
から徒歩５分
Stop.

https://www.onna-culture.jp/museum/

47 世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム
Yuntanza Museum（Zakimi-jo-site）

遺跡から美術まで読谷村の魅力を展示

From historic ruins to art, the charm of Yomitan Village is on display here.

【特典】常設展
一般
500円→400円
小中学生 300円→240円

【Special offer】Permanent exhibits
General: ¥500→400
Elementary/middle school: ¥300→240

※その他の割引とは併用できません。

*May not be used with other discounts

【住 所】中頭郡読谷村座喜味708-6
【 T E L 】098-958-3141
【Address】708-6 Zakimi, Yomitan-son, Nakagami-gun.
【営業時間】9：00～18：00
（最終入場は17：30）【TEL】098-958-3141.
【休館日】水曜
（祝日は除く）
、
年末年始、
その 【Hours】9:00-18:00 (Last admission 17:30)
他臨時休館あり
【Closed】Wed (excepting holidays), end of year and
【アクセス】
「高志保入口」バス停から徒歩約 New Year holidays; other provisional closings.
30分
【Visit】30 min. walk from Takashiho-iriguchi Bus Stop.

http://www.yuntanza-museum.jp
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※施設によっては、
臨時休業・休館・開館時間短縮の場合がありますので、
事前にホームページや電話でご確認ください。
（掲載施設情報は2022年7月現在）
※Certain facilities are sometimes closed temporarily, or on particular days, or have limited opening hours. Please check the homepage or call
for information prior to visiting
（Information provided is correct as of July 2022）

このままご提示ください

Please present this coupon without cutting it off.

COUPON
クーポン

ミュージアム
周遊パス

Museum
Excursion Pass

クーポンの使い方 How to use coupons
webからスマホやタブレットなどでクーポンをダウンロード
し、画面を窓口でご提示ください。

このページを窓口で
ご提示ください。

or
Please present this page at …
the ticket counter.

Please download the coupon from the website to your mobile device
such as smartphone and tablet, then show it at the ticket counter.
ダウンロードはこちらから。または
下記のワードから検索してください。
Download from here. Or, please
search the download page by
typing in the following keywords.
ミュージアム周遊パス

Fukuoka Museum Excursion Pass

クーポン使用上の注意

Important notes on the use of coupons

新型コロナウイルス感染症対策について

Concerning measures to help prevent the spread of COVID-19

●利用期限は８月１日～１月31日までです。
●クーポンのコピーは使用できません。
●他の優待との併用はできません。
●施設によっては、
冊子のクーポンのみ有効の場合があります。
●施設によっては、
回数制限がありますので、施設の紹介のペー
ジでご確認ください。

⃝Coupons can be used between August 1 and January 31. They
are not valid before or after this period.
⃝Photocopied coupons are not valid.
⃝Coupons are not valid with any other offers.
⃝Some establishments only accept coupons from the book.
⃝Since some establishments limit the number of admissions, be sure
to check on the page that has information on each establishment.

●掲載施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組 ⃝The listed facilities will remain open to the public while working
to prevent the spread of COVID-19.
みながら開館しております。
●ミュージアム周遊パスを利用される皆様におかれましても、感 ⃝We would like to ask all those using the Museum Excursion
Pass to cooperate in these preventive measures against the
染症に対する予防策にご協力いただくようお願いいたします。
spread of COVID-19.
●混雑を避けるため、入場制限又は事前予約制としている施設 ⃝In order to avoid congestion, some facilities are employing
がありますので、事前にホームページ等で施設情報をご確認
admission restrictions or advance reservations, so please check
ください。
the facility information on the website in advance to find out more.
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福岡 クロスロード
Fukuoka

ふくおか

Oita

MAGIC!

http://www.visit-oita.jp/

宮崎 みやざき観光情報
Miyazaki

Kagoshima

Nagasaki

Nagasaki Tabinet

https://www.nagasakitabinet.com/

沖縄 沖縄県文化情報ポータル
Okinawa

サイトしまかる

Okinawa Prefecture’s
cultural information
portal site Shimakaru
https://www.shimacul.
okinawa/

もっと、もーっと! くまもっと｡

沖縄県観光情報 WEBサイト
おきなわ物語

https://kumamoto.guide

http://www.okinawastory.jp/

熊本 熊本県観光サイト

Kumamoto

Kagoshima Prefecture’s
tourism site, Don-don
Kagoshima no Tabi
http://www.kagoshimakankou.com/

http://www.asobo-saga.jp/
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