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1 下町風俗資料館 4/25（日）～5/31（月） http://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/

2 上野の森美術館 対象展開催なし http://www.ueno-mori.org/

3 国立科学博物館 4/25（日）～5/31（月） https://www.kahaku.go.jp/

4 東京国立博物館 4/25（日）～当面の間 http://www.tnm.jp/

5 旧東京音楽学校奏楽堂 4/25（日）～5/31（月） http://www.taitocity.net/zaidan/sougakudou/

6 東京都美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.tobikan.jp/

7 恩賜上野動物園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/

8 東京藝術大学大学美術館 4/25（日）～当面の間 https://www.geidai.ac.jp/museum/

9 旧岩崎邸庭園 4/25（日）～当面の間
https://www.tokyo-
park.or.jp/park/format/index035.html

10 朝倉彫塑館 4/25（日）～6/4（金） http://www.taitocity.net/zaidan/asakura/

11 書道博物館 4/25（日）～5/31（月） http://www.taitocity.net/zaidan/shodou/

12 一葉記念館 4/25（日）～5/31（月） http://www.taitocity.net/zaidan/ichiyo/

13 文京区立森鷗外記念館 4/25（日）～当面の間 https://moriogai-kinenkan.jp/

14 向島百花園 4/25（日）～当面の間
https://www.tokyo-
park.or.jp/park/format/index032.html

15 ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション 事前予約制 https://www.yamasa.com/musee/

16 国立映画アーカイブ 4/25（日）～当面の間 https://www.nfaj.go.jp/

17 相田みつを美術館 4/25（日）～当面の間 http://www.mitsuo.co.jp/museum/

18 出光美術館 4/27（火）～当面の間 http://idemitsu-museum.or.jp/

19 小石川後楽園 4/25（日）～当面の間
https://www.tokyo-
park.or.jp/park/format/index030.html

20 印刷博物館 4/28（水）～当面の間 https://www.printing-museum.org/

21 昭和館 4/25（日）～5/31（月） https://www.showakan.go.jp/

22 科学技術館 4/25（日）～当面の間 http://www.jsf.or.jp/

23 東京国立近代美術館 4/25（日）～当面の間 https://www.momat.go.jp/am/

24 パナソニック汐留美術館 4/28（水）～当面の間 https://panasonic.co.jp/ls/museum/

25 浜離宮恩賜庭園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.html

26 旧芝離宮恩賜庭園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index029.html

27 大倉集古館 4/27（火）～5/31（月） https://www.shukokan.org/

28 菊池寛実記念 智美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.musee-tomo.or.jp/

29 森美術館 4/25（日）～当面の間 https://www.mori.art.museum/jp/

29 東京シティビュー　※１ 対象展開催5/12（水）～6/8（火） https://tcv.roppongihills.com/jp/

30 国立新美術館 4/25（日）～当面の間 https://www.nact.jp/

31 渋谷区立松濤美術館 4/27（火）～5/31（月） https://shoto-museum.jp/

32 戸栗美術館 4/25（日）～当面の間 http://www.toguri-museum.or.jp/

33 山種美術館 5/15（土）～開館 http://www.yamatane-museum.jp/

「ぐるっとパス2021」参加施設の休館情報（予定）
※新型コロナウイルスの感染症の感染拡大の影響による東京都での緊急事態宣言の発出により、多くの参加施設が臨時休
館しています。
※ご購入の前およびご利用の前には、必ず最新の休館情報を各施設の公式ＨＰにてご確認いただくか、各施設にお問い合
わせください。
5月25日（火）現在の情報です。
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※開館している施設（定期休館等で休館している日もあります。）

※休館している施設（またはぐるっとパス対象の展示がありません。）
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館しています。
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わせください。
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34 東京都写真美術館 4/25（日）～5/31（月） http://topmuseum.jp/

35 国立科学博物館附属自然教育園 4/25（日）～5/31（月） http://www.ins.kahaku.go.jp/

36 東京都庭園美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.teien-art-museum.ne.jp/

37 目黒区美術館 4/25（日）～5/31（月） http://mmat.jp/

38 郷さくら美術館 5/22（土）～開館 https://www.satosakura.jp/

39 アクセサリーミュージアム 4/25（日）～緊急事態宣言解除迄 http://acce-museum.main.jp/

40 五島美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.gotoh-museum.or.jp/

41 長谷川町子美術館 4/25（日）～当面の間 https://www.hasegawamachiko.jp/#top

42 静嘉堂文庫美術館 4/25（日）～緊急事態宣言解除迄 http://www.seikado.or.jp/

43 世田谷文学館 4/25（日）～5/31（月） https://www.setabun.or.jp/

44 世田谷美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.setagayaartmuseum.or.jp/

45 新宿区立漱石山房記念館 4/25（日）～5/31（月） https://soseki-museum.jp/

46 新宿区立新宿歴史博物館 4/25（日）～5/31（月） https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

47 文化学園服飾博物館 展示替 4/23（金）～5/31（月） http://museum.bunka.ac.jp/

48 古賀政男音楽博物館 4/26（月）～5/31（月） http://www.koga.or.jp/

49 東京オペラシティ アートギャラリー 4/25（日）～5/31（月） https://www.operacity.jp/ag/

50 ＮＴＴインターコミュニケーション・センター［ICC］ 対象展開催なし https://www.ntticc.or.jp/ja/

51 新宿区立林芙美子記念館 4/25（日）～5/31（月）
https://www.regasu-
shinjuku.or.jp/rekihaku/fumiko/12/

52 ちひろ美術館・東京 5/25（火）～開館 https://chihiro.jp/tokyo/

53 練馬区立美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.neribun.or.jp/museum.html

54 永青文庫 4/25（日）～当面の間 http://www.eiseibunko.com/index.html

55 古代オリエント博物館 4/25（日）～当面の間 http://aom-tokyo.com/

56 紙の博物館 4/25（日）～当面の間 https://papermuseum.jp/ja/

57 旧古河庭園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index034.html

58 六義園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index031.html

59 東洋文庫ミュージアム 4/25（日）～5/31（月）
http://www.toyo-
bunko.or.jp/museum/museum_index.php

60 たばこと塩の博物館 4/25（日）～当面の間 https://www.tabashio.jp/index.html

61 すみだ北斎美術館 4/25（日）～5/31（月） https://hokusai-museum.jp/

62 東京都江戸東京博物館 4/25（日）～5/31（月） http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

63 刀剣博物館 4/25（日）～5/31（月） https://www.touken.or.jp/museum/

64 江東区芭蕉記念館 4/25（日）～緊急事態宣言解除迄 https://www.kcf.or.jp/basho/

65 清澄庭園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index033.html

66 東京都現代美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.mot-art-museum.jp/

67 江東区深川江戸資料館 4/25（日）～緊急事態宣言解除迄 https://www.kcf.or.jp/fukagawa/
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68 江東区中川船番所資料館 4/25（日）～緊急事態宣言解除迄 https://www.kcf.or.jp/nakagawa/

69 地下鉄博物館 4/25（日）～5/31（月） http://www.chikahaku.jp/

70 葛西臨海水族園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/

71 夢の島熱帯植物館 4/25（日）～当面の間 https://www.yumenoshima.jp/

72 パナソニックセンター東京 AkeruE（アケルエ） 4/25（日）～5/31（月）
https://www.panasonic.com/jp/corporate/center-
tokyo/akerue.html

73 日本科学未来館 4/25（日）～5/31（月） https://www.miraikan.jst.go.jp/

74 武蔵野市立吉祥寺美術館 4/25（日）～当面の間 http://www.musashino-culture.or.jp/a_museum/

75 井の頭自然文化園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ino/

76 三鷹市美術ギャラリー 4/25（日）～5/31（月） https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/

77 三鷹市山本有三記念館 4/25（日）～5/31（月） https://mitaka-sportsandculture.or.jp/yuzo/

78 調布市武者小路実篤記念館 5/12（水）～開館 http://www.mushakoji.org/

79 神代植物公園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-park.or.jp/jindai/

80 府中市美術館 4/25（日）～5/31（月） http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

81 府中市郷土の森博物館 4/25（日）～5/31（月） http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

82 多摩六都科学館 4/25（日）～5/31（月） https://www.tamarokuto.or.jp/

83 江戸東京たてもの園 4/25（日）～5/31（月） https://www.tatemonoen.jp/

84 小平市平櫛田中彫刻美術館 4/27（火）～緊急事態宣言解除迄 http://www.city.kodaira.tokyo.jp/dencyu/

85 殿ヶ谷戸庭園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index036.html

86 たましん美術館 4/25（日）～当面の間 https://www.tamashin.or.jp/

87 多摩動物公園 4/25（日）～当面の間 https://www.tokyo-zoo.net/zoo/tama/

88 八王子市夢美術館 4/26（月）～5/31（月） http://www.yumebi.com/

89 東京富士美術館 4/25（日）～5/31（月） https://www.fujibi.or.jp/

90 町田市立国際版画美術館 4/25（日）～5/31（月） http://hanga-museum.jp/

91 そごう美術館 https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/

92 帆船日本丸/横浜みなと博物館 https://www.nippon-maru.or.jp/

93 神奈川県立歴史博物館 事前予約制 http://ch.kanagawa-museum.jp/

94 横浜都市発展記念館/ 事前予約制 http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/index.html

94 横浜ユーラシア文化館 事前予約制 http://www.eurasia.city.yokohama.jp/

95 横浜開港資料館 事前予約制 http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

96 三溪園 https://www.sankeien.or.jp/

97 千葉市美術館 http://www.ccma-net.jp/

98 埼玉県立近代美術館 対象展開催なし4/17（月）～7/9（金） https://pref.spec.ed.jp/momas/

99 埼玉県立歴史と民俗の博物館 https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/

※1　ぐるっとパス対象の展覧会は開催していますが、オンラインで購入した場合と当日パスの200円割引利用と金額は一緒です。
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