参加施設一覧

期間中の特典

01 福岡市博物館

福岡市早良区百道浜3-1-1
092-845-5011
092-845-5019
（入館は17:00まで）
開館時間／9:30〜17:30

常設・企画展示
観覧料無料
月曜日

02 福岡市美術館

福岡市中央区大濠公園1-6
092-714-6051
092-714-6071
（入館は17:00まで）
開館時間／9:30〜17:30

月曜日

JR吉塚
呉服町ランプ

ふるさと館
06「博多町家」
HAKATA MACHIYA FOLK MUSEUM
JR博多

05 福岡市埋蔵文化財センター
FUKUOKA CITY ARCHAEOLOGICAL CENTER

西鉄雑餉隈
JR南福岡

板付中学校前

AND BOTANICAL GARDENS

板付中学校前

キャナルシティ博多前

祇園

地下鉄
（駅）

SCIENCE MUSEUM

13 福岡市動植物園
FUKUOKA CITY ZOOLOGICAL

中洲川端

公園

JR箱崎

川端町・博多座前

電車
（JR駅、
西鉄駅）

18 福岡市科学館
FUKUOKA CITY

天神ソラリアステージ前
薬院大通

福岡市都市高速ランプ

天神

01 福岡市博物館
FUKUOKA CITY MUSEUM

西鉄バス バス停

動物園前
小笹団地
正門前

凡例

築港ランプ
市民会館南口

HAKATA TRADITIONAL CRAFT
AND DESIGN MUSEUM

上智福岡中高前

13 福岡市動植物園

福岡市中央区南公園1-1
092-531-1968
092-531-1996
（入館は16:30まで）
開園時間／9:00〜17:00

はかた伝統工芸館

天神北ランプ

入館料無料
（常時）

07

六本松

12 能古博物館

福岡市西区能古522-2
092-883-2887
092-883-2881
（入館は16:30まで）
開館時間／10:00〜17:00
期間中は休館日なし

なし

16 高取焼本家味楽窯美術館
TAKATORI POTTERY
（MIRAKU KILN）

唐人町

リーフレット提示で
大人200円引
小人100円引

福岡タワー南口

ドーム
Pay Pay
九州医療センター
西新
修猷館前

FUKUOKA LITERATURE MUSEUM

大濠公園

（福岡市総合図書館内）

ヒルトン福岡
シーホーク前

11 西南学院大学博物館

福岡市早良区西新3-13-1
092-823-4785
092-823-4786
開館時間／10:00〜18:00
（入館は17:30まで）

14 福岡市文学館

姪浜

10 九州産業大学美術館

11 西南学院大学博物館
SEINAN GAKUIN UNIVERSITY MUSEUM

AND CULTURE OF
HAKATA
（HAKUHAKU）

箱崎九大前

福岡-SBI証券
19 チームラボフォレスト
TEAMLAB FOREST FUKUOKA - SBI SECURITIES CO., LTD.
百道ランプ
博物館北口

月曜日

福岡市中央区地行浜2-2-6
BOSS E・ZO FUKUOKA 4F
092-400-0515
開館時間／平日:11:00〜20:00 土日祝:10:00〜20:00

福岡市東区松香台2-3-1
092-673-5160
092-673-5757
（入館は16:30まで）
開館時間／10:00〜17:00

OH SADAHARU BASEBALL MUSEUM SUPPORTED BY LIPOVITAN D

市営
フェリー
ターミナル

15 ハクハク
MUSEUM OF FOOD

箱崎松原

Supported by リポビタンD

なし

入館料無料
（常時）

09 九州大学総合研究博物館
THE KYUSHU UNIVERSITY MUSEUM

08 王貞治ベースボールミュージアム

リーフレット
持参により
団体料金適用

福岡市東区箱崎6-10-1
092-642-4252
092-642-4299
土・日・祝日
開館時間／10:00〜17:00

02 福岡市美術館
FUKUOKA ART MUSEUM

NOKO MUSEUM

月曜日

09 九州大学総合研究博物館

04 福岡県立美術館
FUKUOKA PREFECTURAL MUSEUM OF ART

12 能古博物館

博物館南口
藤崎

Supported by リポビタンD

香椎東ランプ

10 九州産業大学美術館
MUSEUM OF KYUSHU SANGYO UNIVERSITY

のこ渡船場

08 王貞治ベースボールミュージアム

九州産業大学
南口

03 福岡アジア美術館
FUKUOKA ASIAN ART MUSEUM

入館料無料
（常時）

07 はかた伝統工芸館

唐の原
JR九産大前

17 福岡女子大学美術館
FUKUOKA WOMEN'S UNIVERSITY MUSEUM OF ART

月曜日

06「博多町家」
ふるさと館

福岡市早良区百道浜3-1-1福岡市博物館2階
092-409-5450
092-409-5460
開館時間／9：30〜17：30
（入館は17：00まで）

Area
Map

コレクション展
観覧料無料・
ポストカード贈呈

05 福岡市埋蔵文化財センター

福岡市博多区冷泉町6-10
092-281-7761
092-281-7762
開館時間／10:00〜18:00
（入館は17:30まで）

是非この機会に市内の多くのミュージアムに足をお運びいただき、
「 出会いの場」
「 知識の場」
「 発見の場」
である博物館・美術館の魅力を思う存分お楽しみください！

エリアマップ

04 福岡県立美術館

福岡市博多区井相田2-1-94
092-571-2921
092-571-2825
開館時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

館（園）料などが無料または割引となるほか各参加施設が工夫をこらし、
さまざまなイベントを開催します。

コレクション展
観覧料無料

福岡市博多区下川端町3-1
092-263-1100
092-263-1105
開館時間／9:30〜19:30
（金曜・土曜は20:00まで）
観覧時間／9:30〜18:00
（金曜・土曜は20:00まで）
※ギャラリー入室は閉室30分前まで
水曜日

福岡市中央区天神5-2-1
092-715-3551
092-715-3552
開館時間／10:00〜18:00
（入館は17:30まで）

福岡市では、博物館・美術館の役割を広く周知するために制定された「国際博物館の日」
（ 5月18日）にあ
わせ、
「 福岡ミュージアムウィーク」
を開催します。期間中は市内の参加施設において、常設展示観覧料・入

コレクション展
観覧料無料

03 福岡アジア美術館

福岡のミュージアムをお得に楽しむ９日間！

入館料無料・
来館者プレゼント

デジタルスタンプラリー景品

月曜日

リーフレット提示で
来館者プレゼント
日曜日

リーフレット提示で
来館者プレゼント
月〜木曜日の平日

リーフレット提示で
入園料を2割引

1等賞

４館分（市美術館・アジア美術館・市博物館・県立美術館）の特別企画展ペア招待券 【10組20名】

2等賞

３館（市美術館・アジア美術館・県立美術館）いずれかの特別企画展ペア招待券 【各館23組46名】

特別賞
福岡タワー賞【10組20名】

福岡タワー展望 ペア招待券

NHK福岡放送局【20名】

NHK福岡マスコットキャラクターグッズセット

福岡市美術館
（レストラン）
賞【3組6名】 福岡市美術館レストラン ランチペア券
福岡県青少年科学館賞【10組20名】

月曜日

西鉄雑餉隈

JR南福岡

展示室・コスモシアター ペア招待券

博多座賞【4組8名】

博多座公演（７月公演 ミュージカル
「四月は君の嘘」） ペア招待券

福岡市早良区百道浜3-7-1 福岡市総合図書館ギャラリー
（常時）
092-852-0606
092-852-0609
開館時間／平日・土曜日:10:00〜19:00 日曜日・休日:10:00〜18:00
月曜日

高取焼本家味楽窯美術館【10名】

お買い物券（1,000円分）

福岡市文化芸術振興財団賞【3名】

福岡おさんぽバッグ（黒）

15 ハクハク

九州芸文館賞【10組20名】

オードリー・ヘプバーン展 ペア招待券

能古博物館賞【5組10名】

のこのしまアイランドパーク 招待券

九州歴史資料館賞【10組20名】

常設展 ペア招待券

14 福岡市文学館

入館料無料

5/21
（土）

5/22
（日）
は
福岡市東区社領2-14-28
入館無料
092-621-8989
092-629-3376
開館時間／10:00〜16:00
（入館は15:30まで） 火曜日
5/20
（金）
、5/21
（土）
、5/22
（日）
の営業時間は15:00までです

16 高取焼本家味楽窯美術館

入館料無料

（常時）
福岡市早良区高取1-26-62
092-821-0457
092-823-1899
開館時間／10:00〜17:00
日・祝祭日 ※事前予約にて対応可

17 福岡女子大学美術館

福岡市東区香住ケ丘1-1-1
092-692-3202
092-661-2416
開館時間／9：00〜17：00
日曜・祝日

18 福岡市科学館

入館料無料
（常時）

福岡市動植物園賞【10名】

動植物園オリジナルグッズ

ハクハク賞【20組40名】

ハクハク ペア招待券

BOSS E・ZO FUKUOKA 賞【10組20名】

王貞治ベースボールミュージアム Supported by リポビタンD
ペアご招待券 10組20名様

「博多町家」
ふるさと館賞【5名】
福岡市科学館賞【3組6名】

リーフレット提示で

みやげ処お買い物券(1,000円）
・展示棟 招待券
ドームシアター
（プラネタリウム）
スペシャル番組特別鑑賞 ペア引換券

福岡市埋蔵文化財センター賞【20名】 「掘り出された古の博多」
重要文化財指定品と遺跡の紹介図録

基本展示室チケット
福岡市中央区六本松4-2-1
団体料金適用
092-731-2525
092-731-2530
開館時間／9:30〜18:00 基本展示室 9:30〜18:00（最終入場17:30）
ドームシアター
（プラネタリウム）
はHPの投映スケジュールを参照
火曜日

はかた伝統工芸館賞【3名】

19 チームラボフォレスト 福岡 -SBI証券 リーフレット提示で
大人200円引
福岡市中央区地行浜2-2-6
小人100円引
BOSS E・ZO FUKUOKA 5F
092-400-0515
開館時間／平日:11:00〜20:00 土日祝:10:00〜20:00
なし

・当選者の発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。
・応募者の個人情報は
「福岡ミュージアムウィーク2022」
の事業目的以外には一切利用いたしません。

福岡女子大学賞【5名】

はかた伝統工芸館オリジナルグッズセット
吉川幸作 画集「はかた慕情」
＆オリジナルグッズセット
（100周年記念クリアファイル・ステッカー）

