
【賛助会等】Supporting Member System

○会員制度
　広くご支援を頂き運営基盤を確保するため、東京国立博物館・奈良
国立博物館では賛助会員制度を設けているほか、京都国立博物館では
社団法人清風会による支援を頂いております。
　また、お客様により博物館に親しんでいただくために、友の会・パ
スポート制度を設けております。皆様のご利用をお待ちしております。

○Membership 

Tokyo National Museum and Nara National Museum are supported by the 
Supporting Member system, while Kyoto National Museum is supported by 
the Seifukai Association. 
　We also offer ”Friends of the Museum” and ”Museum Passport” systems to 
encourage people to visit our museums more frequently. We welcome new 
members at any time of the year.

【友の会・パスポート】Friends of the Museum and the Museum Passport System

東京国立博物館
Tokyo National Museum

京都国立博物館
Kyoto National Museum

奈良国立博物館
Nara National Museum

名称
Name

東京国立博物館賛助会
TNM Members

社団法人　清風会
Seifukai Association

ミュージアム･
パートナー

Museum 
Partnerships

奈良国立博物館賛助会
Supporting Membership of the Nara National Museum

年会費
Annual Mem-
bership Fee

特別会員
Special membership

維持会員
Sustaining membership

賛助会員
Supporting 

membership

特別会員
Special

membership

普通会員
Regular 

membership

特別支援
会員

Supporting
membership

特別会員
Special

membership

一般会員
Regular membership

100万円以上
Over

1,000,000 yen

個人
5万円

Individuals:
50,000 yen

団体
20万円

Organizations:
200,000 yen

一口
10万円

(unit):
100,000 yen

5万円
50,000 yen

2万円
20,000 yen

100万円
以上
Over

1,000,000 yen

100万円
以上
Over 

1,000,000 yen

50万円
以上
Over

500,000 yen

団体
20万円

Organizations:
200,000 yen

個人
5万円

Individuals:
50,000 yen

特典
Benefits

平常展（東京国立博物館：総合文化展、奈良国立博物館：名品展、九州国立博物館：文化交流展）
　会員証を提示することにより、同伴者1名まで何回でも無料で入館できます。
特別展
　会員証を提示することにより、同伴者1名まで何回でも無料で入館できます。
※東京国立博物館の維持会員は、同伴者１名まで特別展ごとに1回のみ無料で入館できます。
※お申し込みの博物館以外の特別展は、同伴者１名まで特別展ごとに1回のみ無料で入館できます。

Regular exhibitions (Tokyo National Museum: Regular Exhibitions, Nara National Museum: Masterpiece Exhibitions, Kyushu National Museum: Cultural Exchange Exhibitions)
The member and one accompanying person have unlimited free admission to regular exhibitions by presentation of a membership pass. 
Special exhibitions:
The member and one accompanying person have unlimited free admission to special exhibitions by presentation of a membership pass with the following exceptions:
*  Sustaining members of the Tokyo National Museum are admitted to special exhibitions with one accompanying person free of charge, with a limit of one time per 

exhibition.
* The member and one accompanying person are allowed one free pass to each special exhibition held at other national museums.

お問合せ先
Inquiries

総務部総務課
General Affairs Division, Administration Department

03-3822-1111（代表）

社団法人　清風会
Seifukai Association
075-531-7519

総務課
事業推進係

General Affairs Division
075-531-7504

（直通）

総務課企画推進係
Business Development, General Affairs Division

0742-22-4450（直通）

※税制の優遇措置があります。(Tax deductions apply.)
※その他、館によって独自の特典があります。(Each museum has its own benefits for members.)
※ 京都国立博物館のミュージアム・パートナーは、特典として、当館を支援している旨の広報が可能です。 

(Museum Partnerships of the Kyoto National Museum are allowed to publicize details of their support.)

東京国立博物館
Tokyo National Museum

京都国立博物館
Kyoto National Museum

奈良国立博物館
Nara National Museum

九州国立博物館
Kyushu National Museum

名称
Name

友の会
Friends of the 

Museum

パスポート
Passport

パスポート
Passport

パスポート
Passport 

友の会
Friends of the 

Museum

パスポート
Passport

年会費
Annual  

Membership fee

１万円
10,000 yen

一般
4,000円

General:
4,000 yen

学生
2,500円
Students:
2,500 yen

一般
3,000円

General:
3,000 yen

学生
2,000円
Students:
2,000 yen

家族
6,000円

Family: 
6,000 yen

一般
3,000円

General:
3,000 yen

学生
2,000円
Students:
2,000 yen

1万円
10,000 yen

一般
3,000円

General:
3,000 yen

学生
2,000円
Students:
2,000 yen

特
典

Benefits

平
常
展

Regular exhibitions

（東京国立博物館：総合文化展、奈良国立博物館：名品展、九州国立博物館：文化交流展）
会員証を提示することにより、何回でも無料で入館できます。
※奈良国立博物館の家族会員は1回につき自館5人まで、他館1人のみ
(Tokyo National Museum: Regular Exhibitions, Nara National Museum: Masterpiece Exhibitions, Kyushu National Museum: Cultural Exchange Exhibitions)
The member has unlimited free admission to regular exhibitions by presentation of a membership pass.
N.B: For Nara National Museum Family Membership, a total of five persons per visit are admitted free to regular exhibitions at Nara National Museum; one member per visit is admitted free to 
the other national museums.

特
別
展

Special exhibitions

友の会：特別観覧券を１２枚配布（ただし、
東京国立博物館以外でも使用できる観覧
券は６枚）
パスポート：各展覧会ごとに１回、合計
６回まで無料（４館：共通）
Friends of the Museum:
12 free tickets to special exhibitions at the 
national museums (six tickets are valid only at 
the Tokyo National Museum)
Passport: Free admission once only to each 
special exhibition (up to six) at the four National 
Museums

各展覧会ごとに１回、合計６回まで無料（ただし、関西地区（京
都国立博物館・奈良国立博物館）以外については２回まで）
※ 奈良国立博物館の家族会員は、１回につき自館５人まで、他館
１人のみ

Free admission once only to each special exhibition, (up to six including two 
exhibitions outside the Kansai (Nara and Kyoto) area)
N.B: For the Nara National Museum Family Membership, a total of five persons 
per visit are admitted free to regular exhibitions at Nara National Museum; one 
member per visit is admitted free to the other national museums.

友の会：特別観覧券を１２枚配布（ただし、
九州国立博物館以外でも使用できる観覧
券は６枚）
パスポート：各展覧会ごとに１回、合計
６回まで無料（ただし、九州国立博物館
以外については２回まで）
Friends of the Museum: 
12 free tickets to special exhibitions at the 
national museums (six tickets are valid only at 
the Kyushu National Museum) 
Passport: 
Free admission once only to each special 
exhibition, up to six exhibitions (including two 
for the other national museums)

お問合せ先
Inquiries

総務部総務課
General Affairs, Administration Department

03-3822-1111（代表）

総務課事業推進係
Programs and Events,

General Affairs Division
075-531-7504（直通）

総務課企画推進係
Business Development, General Affairs Division

 0742-22-4450（直通）

総務課
General Affairs Division

092-918-2807（代表）

※その他、館によって独自の特典があります。(Each museum has its own benefits for members.)
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【キャンパスメンバーズ】
　各国立博物館では、大学や専修学校等を対象としたキャンパスメン
バーズ制度を設けております。本制度は大学等と博物館との連携を深
め、学生の皆さんにより博物館に親しんでいただく機会を提供するこ
とを目的としています。
　学生数に応じた年会費をお支払いいただくことにより、平常展を無
料でご観覧いただけるなど各博物館で様々な特典をご用意していま
す。詳しくは以下にお問い合わせください。

Campus Members System
Each of the four National Museums has its own membership programs for 
universities and colleges. The program is aimed at deepening cooperation 
with institutions of higher education and providing opportunities for their 
students to become familiar with the National Museums.
　Members can enjoy various privileges, including free admission to regular 
exhibitions, for a yearly membership fee corresponding to the number 
of students. For further information, please contact the departments 
indicated in the list.

東京国立博物館
Tokyo National Museum

京都国立博物館・奈良国立博物館
Kyoto National Museum, Nara National Museum

九州国立博物館
Kyushu National Museum

年
会
費

A
nnual M

em
bership fee

2,000人未満 200,000円
2,000人以上5,000人未満
 300,000円
5,000人以上10,000人未満
 500,000円
10,000人以上50,000人未満
 800,000円
50,000人以上 1,500,000円
※２年目以降、会費の継続割引
があります。
Less than 2,000 students: 200,000 yen
2,000-4,999 students: 300,000 yen
5,000-9,999 students: 500,000 yen
10,000-49,999 students: 800,000 yen
50,000 or more students:1,500,000 yen
※ Discount is applied for renewal 

subscription

京都国立博物館１館を利用
1,500人未満 50,000円
1,500人以上3,000人未満
 100,000円
3,000人以上5,000人未満
 150,000円
5,000人以上10,000人未満
 250,000円
10,000人以上 400,000円
Membership for Kyoto National Museum 
only
Less than 1,500 students: 50,000 yen
1,500-2,999 students: 100,000 yen
3,000-4,999 students: 150,000 yen
5,000-9,999 students: 250,000 yen
10,000 or more students: 400,000 yen

２館を利用
1,500人未満 112,500円
1,500人以上3,000人未満
 225,000円
3,000人以上5,000人末満
 375,000円
5,000人以上10,000人未満
 525,000円
10,000人以上 750,000円
Membership for both museums
Less than 1,500 students: 112,500 yen
1,500-2,999 students: 225,000 yen
3,000-4,999 students: 375,000 yen
5,000-9,999 students: 525,000 yen
10,000 or more students: 750,000 yen

奈良国立博物館１館を利用
1,500人未満 100,000円
1,500人以上3,000人未満
 200,000円
3,000人以上5,000人未満
 300,000円
5,000人以上10,000人未満
 500,000円
10,000人以上 800,000円
Membership for Nara National Museum 
only 
Less than 1,500 students: 100,000 yen
1,500-2,999 students: 200,000 yen
3,000-4,999 students: 300,000 yen
5,000-9,999 students: 500,000 yen
10,000 or more students: 800,000 yen

250人未満 50,000円
250人以上500人未満

100,000円
500人以上1,500人未満

200,000円
1,500人以上3,000人未満

300,000円
3,000人以上5,000人未満

 400,000円
5,000人以上 500,000円
Less than 250 students: 50,000 yen
250-499 students: 100,000 yen
500-1,499 students: 200,000 yen
1,500-2,999 students: 300,000 yen
3,000-4,999 students: 400,000 yen
5,000 or more students: 500,000 yen

京都国立博物館平常展示館の建て替え工事が完了し、平常展示館が開館するまでの暫定措置とな
ります。
Temporary discount applies to: Kyoto National Museum until the completion of the reconstruction of the 
Collections Hall.

※年度途中のご加入の場合、会費が変わります。Membership fee varies depending on the month of subscription.

特
典

Benefi ts

・ 平常展（総合文化展）の観
覧料無料
・会員向け講座・講演会を実施
・施設の利用等の割引
・研究誌の無料提供
など
・ Free admission to regular exhibitions
・Lectures and workshops for members
・ Discounts for museum facility rental 

fees
・ Free copies of research periodicals, etc.

・平常展（名品展）の観覧料無料（奈良国立博物館を利用の場合のみ）
・研究誌等の無料提供
・施設の利用等の割引
・特別展の観覧料金割引
など
・Free admission to regular exhibitions (temporarily available only at Nara National Museum)
・Free copies of academic journals 
・Reduction of the museum facilities rental fees
・Reduction of admission fees to special exhibitions, etc.

・ 平常展（文化交流展）の観
覧料無料
・特別展の観覧料金割引
・パスポートの割引購入
・刊行物の無料提供
・施設の利用等の割引
・イベント参加への優先
・ レストラン・カフェ・ミュー
ジアムショップの割引
など
・ Free admission to Cultural Exchange 

Exhibitions
・Discounts for special exhibitions
・Discounts for museum passports
・Discounts for museum publications
・Discounts for facility use
・Prior attention given at selected events
・ Discounts at Museum restaurant, 

Museum café and Museum shop, etc.

お
問
合
せ
先

Inquiries
総務部総務課

General Aff airs, Administration 
Department

03-3822-1111（代表）

総務課事業推進係
Programs and Events, General Aff airs Division 

075-531-7504（直通）

総務課企画推進係
Business Development, General Aff airs Division

0742-22-4450（直通）

総務課
General Aff airs Division

092-918-2807（代表）
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