番号

施設の名称

所在地

特典
粗品贈呈
「プロの世界vol.8 人形師 中村信喬展」
9/17（土）～11/27（日）をご観覧の方のみ

1

九州産業大学美術館

福岡市東区松香台2-3-1

2

福岡アジア美術館

福岡市博多区下川端町3-1

3

「博多町家」ふるさと館

福岡市博多区冷泉町6-10

展示棟入館料200円→団体料金適用150円

4

福岡県立美術館

福岡市中央区天神5-2-1

コレクション展の団体割引料金適用
（コレクション展の会期外は絵ハガキ贈呈）

5

福岡市科学館

福岡市中央区六本松4-2-1

基本展示室及びドームシアター（プラネタリウム）一般番組の団
体割引料金適用

6

能古博物館

福岡市西区能古522-2

入館料
400円→300円

7

福岡市博物館

福岡市早良区百道浜3-1-1

常設展示室・企画展示室を団体料金にて観覧可
（一般）200円→150円
（高大生）150円→100円

8

西南学院大学博物館

福岡市早良区西新3-13-1

展覧会図録１冊プレゼント

9

福岡市美術館

福岡市中央区大濠公園1-6

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

10

元寇史料館

福岡市博多区東公園7-11

粗品贈呈

11

福岡市埋蔵文化財センター

福岡市博多区井相田2-1-94

粗品準備

12

出光美術館（門司）

北九州市門司区東港町2-3

入館料
一般700円→600円
高大生500円→400円

13

九州鉄道記念館

北九州市門司区清滝2-3-29

入館料2割引
大人300円→240円
小人:150円→120円

14

北九州市立美術館

北九州市戸畑区西鞘ケ谷町21-1

企画展入館者に限り、クリアファイル進呈（会期:7/16～9/4、
10/4～11/20、11/30～12/4）

15

北九州市立美術館分館

北九州市小倉北区室町1-1-1

企画展入館者に限り、クリアファイル進呈（会期:6/18～8/7、
9/10～11/6、11/19～12/18、1/4～2/26）

16

小倉城

北九州市小倉北区城内2-1

オリジナルグッズプレゼント

17

北九州市立小倉城庭園

北九州市小倉北区城内1-2

オリジナルグッズプレゼント

18

北九州市立松本清張記念館

北九州市小倉北区城内2-3

グッズ（オリジナル付箋）進呈

19

北九州市立いのちのたび博物館

北九州市八幡東区東田2-4-1

いのちのたび博物館オリジナルシールプレセント

20

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館

北九州市八幡西区木屋瀬3-16-26

記念館オリジナルグッズプレゼント

21

北九州市漫画ミュージアム

北九州市小倉北区浅野2-14-5

6階常設展ご入館の際、オリジナルポストカードプレゼント

22

関門海峡ミュージアム

北九州市門司区西海岸1-3-3

展示エリア入場料20％オフ

23

門司港レトロ展望室

北九州市門司区東港町1-32

入場料20%オフ

24

旧大阪商船わたせせいぞうギャラリー

北九州市門司区港町7-18

入場料割引
大人150円→120円
小中学生70円→60円

25

スペースLABO（北九州科学館）

北九州市八幡東区東田四丁目1-1

粗品贈呈

26

北九州市立文学館

北九州市小倉北区城内4番1号

オリジナルグッズ（メモ帳）プレゼント

27

北九州市環境ミュージアム

北九州市八幡東区東田2丁目2番6号

来館記念品を贈呈

28

春日市奴国の丘歴史資料館

春日市岡本3-57

ポケットティッシュプレゼント

29

大野城心のふるさと館

大野城市曙町3-8-3

記念品プレゼント

リバレインセンタービル7・8階

コレクション展示(アジアギャラリー）観覧料
一般 200円→150円
高校・大学生150円→100円

30

宗像ユリックスプラネタリウム

宗像市久原400

「おとな向けプログラム」「スタリーミュージック（未就学児入
場不可）」の観覧料金:
大人440円→360円
小中学生210円→160円
幼児（4歳以上）140円→100円

31

大宰府展示館

太宰府市観世音寺4-6-1

太宰府のポストカード1枚プレゼント

32

太宰府市文化ふれあい館

太宰府市国分4-9-1

ポケットティッシュプレゼント

番号

施設の名称

所在地

特典

33

九州国立博物館

太宰府市石坂4-7-2

観覧料の割引
一般:700円→560円
大学生:350円→280円

34

太宰府天満宮宝物殿

太宰府市宰府4-7-1

拝観料
500円→400円

35

古賀市立歴史資料館

古賀市中央2-13-1

36

福津市総合文化センター
カメリアステージ 歴史資料館

福津市津屋崎1-7-2

ポストカード進呈

37

津屋崎千軒民俗館「藍の家」

福津市津屋崎4-14-20

粗品進呈

38

朝倉市秋月博物館

朝倉市秋月野鳥532

博物館オリジナルクリアファイル1枚をプレゼント

39

甘木歴史資料館

朝倉市甘木216-2

図録を一冊プレゼント

リーパスプラザこが

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

40

共星の里「黒川INN美術館」

朝倉市黒川1546-1

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）

41

糸島市立伊都国歴史博物館

糸島市井原916

入館料
一般220円→110円
高校生110円→50円
※特別展期間中は料金の割引はありません。

42

糸島市立志摩歴史資料館

糸島市志摩初1番3

観覧料
一般220円→110円
高校生110円→50円

43

糸島市立伊都郷土美術館

糸島市前原東2-2-8

粗品贈呈

44

宇美町立歴史民俗資料館

糟屋郡宇美町宇美1-1-22

オリジナルポストカード・しおりプレゼント

45

須恵町立美術センター
久我記念美術館

糟屋郡須恵町大字須恵77-1

須恵焼オリジナルしおりプレゼント

46

須恵町立歴史民俗資料館

糟屋郡須恵町大字上須恵21-3

須恵焼オリジナルしおりプレゼント

47

新宮町立歴史資料館

糟屋郡新宮町新宮東2-5-1

粗品贈呈

48

筑前町立大刀洗平和記念館

朝倉郡筑前町高田2561-1

平和記念館オリジナルグッズプレゼント

49

小石原焼伝統産業会館

朝倉郡東峰村小石原730-9

入館料
一般250円→200円
小中生150円→100円

50

行橋市歴史資料館

行橋市中央1-9-3コスメイト行橋2F

オリジナルクリアファイルプレゼント

51

求菩提資料館

豊前市大字鳥井畑247

図録1冊プレゼント

52

中間市歴史民俗資料館

中間市大字垣生660-1

世界遺産グッズ1つプレゼント（先着100名まで）

53

芦屋歴史の里

遠賀郡芦屋町大字山鹿1200

54

芦屋釜の里

遠賀郡芦屋町大字山鹿1558-3

55

水巻町歴史資料館

遠賀郡水巻町古賀3-18-1

粗品準備

56

苅田町歴史資料館

京都郡苅田町冨久町1-19-1

「等覚寺の山岳信仰と松会」ガイドブック進呈

57

みやこ町歴史民俗博物館

京都郡みやこ町豊津1122-13

個人観覧料を団体観覧料に割引
（大人）200円→150円
（高校生以下）100円→50円

58

直方谷尾美術館

直方市殿町10-35

入館料を団体料金に割引（企画展は7/17～9/4まで）

59

飯塚市歴史資料館

飯塚市柏の森959-1

入館料を団体料金に割引

60

旧伊藤伝右衛門邸

飯塚市幸袋300

入館料を団体料金に割引

61

田川市石炭・歴史博物館

田川市大字伊田2734-1

個人観覧料を団体観覧料に割引

62

田川市美術館

田川市新町11-56

オリジナル缶バッヂプレゼント

63

宮若市石炭記念館

宮若市上大隈573

粗品贈呈

64

宮若市文化財収蔵・展示・交流センター
「宮若トレッジ」

宮若市宮永11-1

粗品贈呈

入館料
一般200円→100円
子ども100円→50円
入館料
一般200円→100円
子ども100円→50円

番号

施設の名称

所在地

特典

65

嘉麻市織田廣喜美術館

嘉麻市上臼井767

館所蔵のポストカード1枚プレゼント

66

嘉麻市碓井郷土館

嘉麻市上臼井767

ポケットティッシュプレゼント

67

嘉麻市碓井平和祈念館

嘉麻市上臼井767

ポケットティッシュプレゼント

68

王塚装飾古墳館

嘉穂郡桂川町大字寿命376

入館料
大人330円→270円
中高生160円→130円
小学生110円→80円
※土曜日は高校生以下無料。

69

香春町歴史資料館

田川郡香春町大字高野987-1

記念品プレゼント

70

ふるさと館おおとう

田川郡大任町大字今任原1666-2

記念品プレゼント

71

サボテンハウス

田川郡大任町大字今任原1666-2

記念品プレゼント

72

大牟田市石炭産業科学館

大牟田市岬町6-23

常設展示室入場者には記念品プレゼント

73

大牟田市立三池カルタ・歴史資料館

大牟田市宝坂町2-2-3

オリジナルポストカード1枚プレゼント

74

福岡県青少年科学館

久留米市東櫛原町1713

クーポン１枚につき常設展無料招待券１枚と交換（注:コスモシ
アター（プラネタリウム）には使用不可）

75

有馬記念館

久留米市篠山町444

団体料金に割引（210円→150円）

76

坂本繁二郎生家

久留米市京町224-1

団体料金に割引

77

久留米市立草野歴史資料館

久留米市草野町草野411-1

ポストカード1枚プレゼント

78

久留米市美術館・石橋正二郎記念館

久留米市野中町1015

団体料金にて入館（美術館開館後、利用可能）

79

久留米市世界のつばき館

久留米市草野町490-2

椿の写真入りポストカードプレゼント

80

久留米市鳥類センター

久留米市櫛原町中央公園内

飼育動物の写真入りポケットティッシュ

81

柳川古文書館

柳川市隅町71-2

リーフレット1部又は缶バッジ1個

82

北原白秋生家・記念館

柳川市沖端町55-1

入館料より50円引き

83

立花家史料館

柳川市新外町1

ミュージアムグッズプレゼント

84

八女市岩戸山歴史文化交流館
いわいの郷

八女市吉田1562-1

オリジナルクリアファイル1枚プレゼント

85

星の文化館

八女市星野村10828-1

入場料
大人500円→400円、
小学生300円→250円
4才以上100円→50円

86

茶の文化館

八女市星野村10816-5

玉露しずく茶全メニュー10%引き

87

八女市田崎廣助美術館

八女市立花町原島108-1

田崎廣助素描（複製）1枚プレゼント

88

筑後市郷土資料館

筑後市大字水田17-2

オリジナルグッズプレゼント

89

筑後広域公園芸術文化交流施設
（九州芸文館）

筑後市大字津島1131

図録プレゼント

90

大川市立清力美術館

大川市大字鐘ヶ江77-16

記念品プレゼント

91

古賀政男記念館・生家

大川市大字三丸844

入館料

92

九州歴史資料館

小郡市三沢5208-3

観覧料210円→無料（常設展・企画展・特別展すべて）

93

うきは市立吉井歴史民俗資料館

うきは市吉井町983-1

日岡古墳装飾実測図ポスタープレゼント

94

広川町古墳公園資料館（こふんピア広川） 八女郡広川町大字一條1436-2

館所蔵品説明シート・オリジナルポストカード

95

山口県立美術館

山口県山口市亀山3-1

コレクション展の団体割引料金適
一般300円→240円
学生200円→160円

96

山口県立萩美術館・浦上記念館

山口県萩市平安古町586-1

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

通常料金より100円引

番号

施設の名称

所在地
山口県岩国市横山２丁目１０−２７

特典

97

柏原美術館

98

下関市立美術館

山口県下関市長府黒門東町１番１号

オリジナルシール（非売品）２枚１セットをプレゼント

99

熊谷美術館

山口県萩市今魚店町47番地

入館料2割引
福引笑付
限定松葉茶のご紹介（希望者のみ）

100 香月泰男美術館

山口県長門市三隅中226

オリジナルポストカード１枚プレゼント

101 周南市郷土美術資料館

山口県周南市富田永源（永源山公園内）

102 周南市美術博物館

山口県周南市花畠町10-16

103 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館

佐賀県佐賀市城内一丁目15番23号

ポストカード1枚プレゼント

104 佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館

佐賀県佐賀市川副町大字早津江津446-1

観覧料の団体割引適用
大人 500円→350円
小中高生 200円→140円

105 佐賀城本丸歴史館

佐賀県佐賀市城内二丁目18番1号

オリジナルしおり1枚プレゼント

106 佐賀大学美術館

佐賀県佐賀市本本庄町１

粗品贈呈

107 大隈重信記念館

佐賀市水ケ江二丁目11番11号

大隈重信記念館

108 佐賀バルーンミュージアム

佐賀市松原二丁目2-27

佐賀バルーンミュージアム

佐賀県佐賀市東与賀町大字田中2757-4

オリジナルグッズプレゼント（クリアファイルまたはステッ
カー）

110 徴古館

佐賀県佐賀市松原2-5-22

鍋島小紋柄折り紙1セット（15色各1枚入り）プレゼント

111 吉野ヶ里歴史公園

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手1843

体験プログラム「勾玉づくり」体験料
200円→100円（白・緑）
250円→150円（ピンク・青モザイク）

112 中冨記念くすり博物館

佐賀県鳥栖市神辺町288-1

入館料割引およびポストカードプレゼント

113 佐賀県立名護屋城博物館

佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3

館所蔵のポストカードを１枚プレゼント

114 唐津城

佐賀県唐津市東城内8番１号

オリジナルスタンドメモプレゼント

115 佐賀県立宇宙科学館

佐賀県武雄市武雄町大字永島16351

オリジナルメモ帳プレゼント

116 佐賀県立九州陶磁文化館

佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3100-1

館所蔵のオリジナルポストカード

117 長崎歴史文化博物館

長崎市立山１－１－１

常設展630円→500円

長崎市出島町２－１

周遊パス提示で団体料金適用
一般420円→340円
大学生・70歳以上310円→250円
小中学生210円→170円

109 東よか干潟ビジターセンター

ひがさす

118 長崎県美術館

119

長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージ
長崎市松が枝町４番２７号
アム

入館料2割引

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

オリジナルグッズを１つプレゼント

オリジナルグッズを１つプレゼント

1枚

団体料金適用
（大人300円→240円）
（小中学生150円→90円）

120 平戸市生月町博物館・島の館

平戸市生月町南免4289番地1

オリジナル世界遺産しおり２枚プレゼント

121 松浦史料博物館

平戸市鏡川町１２

個人入館料金1割引

122 壱岐市立一支国博物館

壱岐市芦辺町深江鶴亀触５１５番地１

オリジナルポストカード３枚セット

123 佐世保市博物館島瀬美術センター

佐世保市島瀬町6-22

特別展当日券200円割引
（特別展開催時のみ）

124 有馬キリシタン遺産記念館

南島原市南有馬町乙1395

入館料50円引き、「原城跡」クリアファイルプレゼント（※数量
に限りがあります）

125 大村市歴史資料館

大村市東本町481番地

ウェットティッシュプレゼント

126 長崎市恐竜博物館

長崎市野母町568-1

常設展割引
一般 500円→400円
小中学生・未就学児 200円→160円

127 対馬博物館

対馬市厳原町今屋敷668番地2

対馬博物館と対馬朝鮮通信使歴史館の2階をご利用の方にオリジ
ナルグッズプレゼント
※両館の半券と交換。数量に限りがあります。
※グッズ交換は博物館ミュージアムショップで行います。

128 南島原市口之津歴史民俗資料館

南島原市口之津町丙4358番地6（口之津港ターミナルビル2F）

希望者にオリジナル缶バッジをプレゼント

番号

施設の名称

所在地

特典

129 南島原市口之津歴史民俗資料館分館

南島原市口之津町甲16番地7

ウェットティッシュプレゼント

130 御船町恐竜博物館

熊本県上益城郡御船町大字御船995-6

常設展観覧料50円引
※同行者全員

131 阿蘇火山博物館

阿蘇市赤水1930-1

入館料割引
大人880円→780円
小人440円→340円

132 熊本県立美術館（本館）

熊本市中央区二の丸2番

ミュージアムグッズをプレゼント

133 八代市立博物館未来の森ミュージアム

熊本県八代市西松江城町12-35

観覧料2割引

134 熊本県立装飾古墳館

熊本県山鹿市鹿央町岩原３０８５

古墳館オリジナルグッズ

熊本県山鹿市菊鹿町米原４４３－１

館所蔵のポストカード１枚プレゼント

136 芦北町立星野富弘美術館

熊本県葦北郡芦北町湯浦
1439-2

星野富弘

137 熊本県伝統工芸館

熊本市中央区千葉城町3-35

企画・常設展示室の観覧料を団体料金に割引
一般210円→140円
大学生130円 →100円)

八代市北の丸町３－１５

松濵軒の絵ハガキ贈呈

139 肥後の里山ギャラリー

熊本市中央区練浜町一番地
肥後銀行本店１階

ギャラリー特製ポストカードをプレゼントします。

140 玉名市立歴史博物館こころピア

熊本県玉名市岩崎１１７

・一般入館料 300円→210円、
大学生入館料 200円→140円
・金栗四三ポストカードセットを進呈

141 水俣病歴史考証館

熊本県水俣市袋３４

特製ポストカード1枚プレゼント

142 坂本善三美術館

熊本県阿蘇郡小国町黒渕2877

入館料10％off

143 天草市立御所浦白亜紀資料館

熊本県天草市御所浦町御所浦4310-5

オリジナル古生物カードプレゼント

144 大分県立美術館

大分県大分市寿町2番1号

【特典】コレクション展:300円→250円
企画展:団体割引適用
・国立国際美術館コレクション
現代アートの100年 ―ハロー、アート！世界に夢中になる方法
―（6/11～8/21）
・大本山 相国寺と金閣・銀閣の名宝（11/26～1/22）
・ポケモン化石博物館（12/10～1/24）

145 大分香りの博物館

大分県別府市北石垣48-1

常設展500円→450円（10%OFF

146 大分県立先哲史料館

大分県大分市王子西町14番1号

オリジナルクリアファイル、パンフレットをプレゼント

147 大分市美術館

大分県大分市大字上野865番地

常設展観覧料
一般310円→260円
高校生・大学生210円→150円

148 朝倉文夫記念館

大分県豊後大野市朝地町池田1587-11

常設展500円→400円

149 大分県立埋蔵文化財センター

大分県大分市牧緑町１-６１

アンケートにご回答いただくとポストカード・しおり・キャラク
ターマグネットをプレゼント

150 大分県立歴史博物館

大分県宇佐市大字高森字京塚

歴史博物館特製クリアファイル1枚プレゼント

151 宮崎県立美術館

宮崎県宮崎市船塚3-210

コレクション展:ポストカードをプレゼント
特別展の団体割引適用を削除する

152 宮崎県総合博物館

宮崎県宮崎市神宮２丁目４－４

粗品進呈（オリジナルグッズ）

153 宮崎県埋蔵文化財センター分館

宮崎県宮崎市神宮２丁目４－４

粗品プレゼント（ポストカードなど）

154 みやざきアートセンター

宮崎県宮崎市橘通西3-3-27

３階総合受付にて粗品進呈（ポストカードなど）

155 宮崎大学農学部

宮崎市学園木花台西１－１

135

熊本県立装飾古墳館分館
歴史公園鞠智城・温故創生館

138 国指定

名勝史跡

松濵軒

附属農業博物館

宮崎大学木花キャンパス内

※クーポン1枚につき1名のみ

プレゼント

詩画集絵はがきをプレゼント

5名様まで）

粗品進呈

156 都城市立美術館

宮崎県都城市姫城町7-18

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

157 都城島津邸

宮崎県都城市早鈴町18街区5号

都城島津伝承館に入館された方にオリジナル一筆箋を１つプレゼ
ント（本宅のみ入館者は特典対象外）

158 宮崎県立西都原考古博物館

宮崎県西都市大字三宅字西都原西5670番

勾玉（小）づくり体験

159 高鍋町美術館

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋6916番地1

常設展

210円→100円

番号

施設の名称

所在地

160 椎葉民俗芸能博物館

特典

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1822-4

ポストカード1枚プレゼント

161 鹿児島県歴史・美術センター黎明館

鹿児島県鹿児島市城山町7-2

常設展観覧料団体割引
一般400円→300円,
高・大生250円→150円，
小・中学生150円→80円

162 鹿児島県霧島アートの森

鹿児島県姶良郡湧水町木場6340番地220

常設展一般320円→250円
特別企画展800円→600円

163 鹿児島県奄美パーク・田中一村記念美術館 鹿児島県奄美市笠利町節田1834

○共通観覧料 大人630円→500円/高・大生420円→330円/小・中
学生310円→240円
○奄美の郷 大人310円→240円/高・大生220円→170円/小・中学
生150円→120円
○田中一村記念美術館 大人520円→410円/高・大学生370円→290
円/小・中学生260円→200円

164 鹿児島県上野原縄文の森

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森１番１号

展示館利用料金の２割相当減額

165 鹿児島県立博物館

鹿児島市城山町１－１

県外からの来館記念に桜島の火山灰プレゼント

166 屋久島環境文化村センター

熊毛郡屋久島町宮之浦823－1

屋久島環境文化村センター特製
「まるりんと仲間たち」シール１枚プレゼント

167 知覧特攻平和会館

南九州市知覧町郡17881

オリジナルポストカード贈呈

鹿児島市郡元1ｰ21ｰ24

ポストカード等プレゼント

169 屋久島町屋久杉自然館

熊毛郡屋久島町安房2739番地343

ポストカードプレゼント

170 薩摩藩英国留学生記念館

いちき串木野市羽島4930番地

観覧料50円引き

171 姶良市歴史民俗資料館

姶良市東餅田498番地

文化財ポストカード１枚をプレゼント

172 三宅美術館

鹿児島市谷山中央1-4319-4

ハガキセット（8枚組）をプレゼント

173 長島美術館

鹿児島市武三丁目42番18号

常設展入館料
一般 1000円→800円
高大生 800円→640円
小中学生400円→320円

174 枕崎市文化資料センター南溟館

枕崎市山手町175番地

ポストカードをプレゼント

175 沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）

沖縄県那覇市おもろまち3-1-1

「博物館常設展」「美術館コレクション展」を2割引

176 那覇市立壺屋焼物博物館

沖縄県那覇市壺屋1-9-32

常設展入館料２割引

177 那覇市歴史博物館

沖縄県那覇市久茂地１－１－１
パレットくもじ４階

入館料２割引

178 那覇市伝統工芸館

那覇市牧志3-2-10
てんぷす那覇２F

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

179 宜野湾市立博物館

沖縄県宜野湾市真志喜1-25-1

ポストカード１枚プレゼント

180 佐喜眞美術館

沖縄県宜野湾市上原358

入館料100円引き

168 鹿児島大学総合研究博物館

常設展示室

○常設展
沖縄県浦添市仲間１－９－２

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
○アンケート回答でポストカード進呈

182 ひめゆり平和祈念資料館

沖縄県糸満市字伊原671-1

入館料
大人450円→400円
高校生250円→200円
小中学生150円→110円

183 沖縄市立郷土博物館

沖縄県沖縄市上地2-19-6
沖縄市文化センター３階

オリジナルシール＆下敷きプレゼント

184 沖縄空手会館

沖縄県豊見城市豊見城854-1

資料室観覧料

185 宮古島市総合博物館

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1166番地287

入館料

186 東村立山と水の生活博物館

沖縄県国頭郡東村字川田６１－１

常設展
大人200円→100円
小人100円→50円

187 恩納村博物館

沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1656-8

オリジナルしおりセットプレゼント

181 浦添市美術館

188

世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージア
沖縄県中頭郡読谷村座喜味708-6
ム

310円→250円

一般300円→250円

常設展
（一般）500円→400円
（小中学生）300円→240円

