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つながる会員制度

国立美術館

キャンパスメンバーズ
平成29年度メンバー募集のご案内

独立行政法人 国立美術館
東京国立近代美術館 本館（東京・竹橋）／東京国立近代美術館 工芸館（東京・竹橋）／
東京国立近代美術館 フィルムセンター（東京・京橋）／京都国立近代美術館（京都・岡崎公園）／
国立西洋美術館（東京・上野公園）／国立国際美術館（大阪・中之島）／国立新美術館（東京・六本木）
2016年7月に国立西洋美術館を含む「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」が世界遺産に登録されました。

国立美術館とは

大学と美術館がもっとつながる

独立行政法人国立美術館は、東京国立近代美術館、京都
国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国

国立美術館キャンパスメンバーズ

立新美術館の5つの美術館を運営しています。これらの館
では、それぞれの特色を生かし、展覧会や美術作品の収
集・保存・研究を行っています。

平成29年度に開催予定の展覧会一例

国立美術館が提案する、大学等を対象とした会員制度です。ご入会いただいた学校の学生や教
職員の皆様は展覧会等を無料または割引料金でご観覧いただける特典を受けることができます。
学校教育において、日常から美術館を有効に活用し、肉眼で本物に触れ、アートに親しむ機会

茶碗の中の宇宙

樂家一子相伝の芸術

京都国立近代美術館

ゴッホ展
（仮称）

国立西洋美術館

シャセリオー展 ―19世紀フランス・ロマン主義の異才

国立国際美術館

クラーナハ展―500年後の誘惑／開館40周年記念展
（仮称）

国立新美術館

ミュシャ展／草間彌生

わが永遠の魂

設備改修工事や館内整備等のため、やむを得ず休館する場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお、詳しい会期等は各館のホームページをご覧ください。

を増やすことで、より豊かな教養と感性を身につけていただくことを目的としています。

東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

（本館・工芸館・フィルムセンター）
日本ではじめての国立美術館。日本最大級のコレクションをもち、
所蔵作品展が充実している本館、近代工芸に特化した工芸館、日本
で唯一の国立映画機関であるフィルムセンターの3館から成ります。

特典

ご入会いただけるメンバーの対象

入会手続きの流れ

ご入会いただいた学校、学生や教職員の皆様には、
お得な特典をご用意しています。

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、

1 入会を希望される学校は、
次の書類等を下記事務局へご郵送ください。

またはこれらを設置する法人、学部等の単位でも

1. 所蔵作品展を無料でご覧いただけます。
京都国立近代美術館
平安神宮の参道、岡崎公園の一角にある美術館。関西を中心とし
た近・現代美術と工芸のコレクションを活かした、京都らしさが
光る所蔵作品展を開催。企画展も開催しています。

国立美術館の所蔵作品展は、国内外の著名な作家の作品
を数多くそろえ、見ごたえのある展示となっています。
展示替えを年に数回行っていますので、ご来館の度に
違った作品に出会えます。
※国立新美術館では、所蔵作品展はありません。

所蔵作品展（常設展）通常料金

キャンパスメンバーズ料金

学生

130 円

学生

0円

教職員

430 円

教職員

0円

2. 企画展を割引料金（団体観覧料金）でご覧いただけます。
国立西洋美術館
｢松方コレクション」を基礎にした、西洋美術の歴史を一望できる
美術館。ルネサンスの作品をはじめ、印象派のモネやルノワール
といった著名な作家の作品を数多く所蔵しています。
品｜近代建築運動への顕著な貢献｜」が世界遺産に登録されました。

例1

2016年7月に、国立西洋美術館を含む「ル・コルビュジエの建築作

例えばダリ展やミュシャ展など、特別に企画された展覧
会が割引料金（団体観覧料金）でご覧いただけます。
学生は各展覧会の「大学生団体料金」
、教職員は「一般団
体料金」が適用になります。
企画展通常料金

例2

学生

1,200 円

900 円

教職員

1,600 円

1,300 円

学生

1,000 円

800 円

教職員

1,400 円

1,200 円

国立では唯一の現代美術に特化した美術館で、おもに1945年以降
の国内外の作品を中心にコレクションし、旬の作家にフォーカス
した企画展も人気を博しています。

3. フィルムセンターは上映も無料または割引されます。
フィルムセンターでは所蔵作品上映を無料、特別上映及
び共催上映を割引料金でご覧いただけます。

4. 学生向けの周知案内、展覧会情報をお送りします。
貴学の職員や学生がキャンパスメンバーであることを知
るための案内や、各館のニュース・所蔵品目録、展覧会
のチラシ・ポスター、図録等を学校にお送りします。

国立新美術館
コレクションをもたず、国内最大級の展示スペースを生かした多
彩な企画展の開催や美術団体等への会場の提供を行うなど、新し
いタイプの美術館。建物自体が開放的なアート作品であり、充実
したアートラ イブラリを設置しています。

そのほかキャンパスメンバーズに限らず、学術や教育研究を目的とした団体
観覧の場合、東京国立近代美術館ではご希望に応じ、コレクション展のガイ
ドも行っていますので、ご相談下さい。さらに、東京国立近代美術館・フィ
ルムセンターでは、講堂、小ホール・試写室を特別価格でご利用いただけま
す。ゼミや授業などで有効にご利用ください。
※京都国立近代美術館・国立西洋美術館・国立国際美術館・国立新美術館では対応
しておりません。

1-1 国立美術館キャンパスメンバーズ入会申込書
（※銀行振込予定日を必ずご記入ください）

ご入会いただけます。

1-2 学校基本調査（申込時直近のもの）の在学者数が明記さ
れた部分の写し

ご利用方法

1-3 学生証及び教職員証のサンプル

窓口で学生証・教職員証をご提示ください。

（白黒コピー、カラーコピーどちらでも可）

※ご提出いただいた学生証・教職員証サンプルと異なるデザインの場合、ご利用い
ただけませんのでご注意ください。

平成29年4月1日から平成30年3月31日までです。
年度途中の入会も可能です。
年度途中に入会された場合の年会費は、入会日の属
する月から当該年度末までの会費を頂戴いたします。

3 有効期限を記載したメンバー証を
学校にお送りいたします。

年会費振込先
みずほ銀行

メンバーの区分と年会費
メンバーには年度ごとに年会費をお振込いただきます。
※年度途中に入会された場合の年会費は、入会日の属する月から当該年度末までの
会費を頂戴いたします。

区分 全館
（5 館）
利用 関東3 館利用
年会費
年会費
学生数

1-4 学校要覧等（新規加入校のみ）

2 請求書をお送りいたしますので、
書面に記載の指定期日までに会費をお振込ください。

平成29年度 メンバー有効期間

キャンパスメンバーズ料金

※上記はあくまでも一例です。企画展により料金が異なりますので、ホー
ムページ等でご確認ください。

国立国際美術館

各種学校の学校単位でお申し込みください。

関西 2 館利用
年会費

1館利用
年会費

東京営業部 普通口座 2349402
口座名 独立行政法人国立美術館
（ドクリツギョウセイホウジンコクリツビジュツカン）
※振込手数料は、各学校でご負担願います。
※振込名は学校名が分かるようご入力ください。
例）｢学校法人美術館学園 国美大学」の場合、｢コクビダイガク」と入力。

2,000人未満

206,000 円

185,000 円

165,000 円

103,000 円

2,000人以上
5,000人未満

411,000 円

370,000 円

329,000 円

206,000 円

お問合せ／お申込み先

5,000人以上
1万人未満

617,000 円

555,000 円

494,000 円

309,000 円

独立行政法人国立美術館 本部事務局 普及・研修担当

1,029,000 円 926,000 円

823,000 円

514,000 円

〒102-8322
東京都千代田区北の丸公園 3-1
Tel. 03-3214-2584（直通、月〜金 10:00〜18:00）
Fax. 03-3214-2577
E-mail: fukyu@momat.go.jp

1万人以上

※1 メンバー区分の
「全館（5館）利用」
とは、東京国立近代美術館（本館・工芸館・フィル
ムセンターを含む。以下同じ）、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際
美術館、国立新美術館の利用となります。
2 メンバー区分の「関東3館利用」
とは、関東に所在する東京国立近代美術館、国立
西洋美術館、国立新美術館の利用となります。
3 メンバー区分の
「関西2館利用」
とは、関西に所在する京都国立近代美術館及び国
立国際美術館の利用となります。
4 メンバー区分の「1館利用」
とは、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、
国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館のうちいずれか1館の利用とな
ります。

国立美術館 サイト
http://www.artmuseums.go.jp/
キャンパスメンバーズ サイト
http://www.campusmembers.jp/
※印は注意事項

表（表紙）左上から時計まわりに東京国立近代美
術館工芸館、国立西洋美術館、国立新美術館、
国立西洋美術館
裏（表紙）左上から時計まわりに国立新美術館、
国立西洋美術館、国立国際美術館、国立国際美
術館、京都国立近代美術館（撮影：河田憲政）、
東京国立近代美術館フィルムセンター

独立行政法人国立美術館
http://www.artmuseums.go.jp/
〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1
Tel: 03-3214-2584（直通、月〜金 10:00 ‒18:00）
E-mail: fukyu@momat.go.jp

