☆水と土の芸術祭2015 連携文化施設
※減免措置期間：平成27年7月18日（土）～平成27年10月12日（月・祝）【87日間】
平成27年7月7日現在
施設連絡先
区分 No.

施設名

施設所在地
開館時間

1 マリンピア日本海

2 新潟市美術館

025-222-7500

〒951-8555
新潟市中央区西船見町5932-445

9:00～17:00（夏季は延長の場合あり）

〒951-8556
新潟市中央区西大畑町5191-9

9:30～18:00（8/10～8/16は20:00まで）

025-223-1622

3 新津美術館

〒956-0846
新潟市秋葉区蒲ヶ沢109-1

0250-25-1300

4 新潟市會津八一記念館

〒950-0088
新潟市中央区万代3-1-1 メディアシッ
プ5階

025-282-7612

回数
制限

なし

6

新潟市歴史博物館
みなとぴあ

〒950-0909
新潟県新潟市中央区八千代2-5-7 万
代シテイBP2 1階
〒951-8013
新潟市中央区柳島町2-10

〒951-8068
新潟市中央区上大川前通12-2733

025-222-0300

なし

一般500円→400円、大学生300円→240円、高校生200円→160円、小中学生100円→80円
8/1～9/7は特別展のため，一般1,000円→800円，高校生・大学生600円→480円，小中学生400円→
320円
※土日祝日は小中学生無料

○月曜日（7月20日、9月7日・21日、10月12日を除く）
○展示替え作業期間（7月21日～31日、9月10日～18日）

なし

常設展観覧料に団体割引（20%割引）を適用

会期中、該当日なし。
※展示替えによる臨時休館あり

なし

・ガイドブックの提示で常設展・企画展とも団体割引（20%割引）
※何度でも利用可。ただし持参者のみ。
・スタンプラリーの台紙の提示で小中学生は常設展・企画展とも団体割引（20%割引）
※親等、同伴者は対象外。

○月曜日(その日が休日に当たる場合はその翌日）
○休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たる場合は火曜日)

なし

・ガイドブック等の提示で団体割引（20%割引）
※何度来ても割引可。ただし持参者のみ。
・スタンプラリーの台紙の提示で小中学生は団体割引（20%割引）
※親等、同伴者は対象外

○毎週月曜日（休日の場合は翌日）
○休日の翌日（土・日の場合は火曜日）

・団体割引（観覧料2割引）
※ガイドブック1冊につき1人1回まで
・スタンプラリーの台紙の提示で小中学生は団体割引
※同伴者は対象外

○火曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）
※このほかに資料整理のため臨時休館することがあります。

なし

下記入園料100円引き（1冊につき1名まで。他割引券との併用不可）
【割引対象施設】 キラキラガーデン

会期中につき、なし。

なし

一般400円→300円、小中高生200円→100円

毎週月曜日(休日の場合は翌日)

なし

・一般300円→240円、小就学生100円→80円
※土日祝日は小中学生無料
・抹茶又はコーヒーを100円引

○毎週月曜日（祝日の場合は開館し、火曜日に休館）
○祝休日の翌日（この日が土日である場合は開館し、火曜日に休館）
※この他、臨時に休館する場合があります。

なし

ガイドブックの提示者及びスタンプラリーの台紙を提示した小中学生に対して、団体割引適用（大人
500円→400円、小人300円→200円）
※何度でも利用可。ただし、持参者のみ。
※笹川邸及び曽我・平澤記念館は共通入館料。

○月曜日（休日の場合は翌日）
○休日の翌日（土曜日が休日の場合、火曜日）

なし

一般400円→300円、高校生200円→150円、小中学生無料

第2・4水曜日（ただし、この日が祝日の場合は翌日）

大人500円→400円、小中学生無料

月曜日
(月曜日が祝日の場合は翌日。日曜日が祝日に当たる場合はその翌々
日)

9:30～17:00

8 新潟市新津鉄道資料館
市
所
管

〒956-0816
新潟市秋葉区新津東町2-5-6 （新津
地域学園内）

〒950−0933
新潟市中央区清五郎336

9 いくとぴあ食花

0250-24-5700

ガイドブック1冊に
つき1人1回まで

9:30～17:00（入館は16:30まで）
025-384-8732（情報館）

○毎週月曜日（祝日又は振替休日の場合は、その翌日）
○祝日又は振替休日の翌日（日曜にあたる場合は火曜日）
※臨時に休館日を変更することがあります。
○月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）
○展覧会準備期間
※各展覧会開催中につき1～2回は「あいてマンデ～！」で月曜開館。

9:30～17:00（4月～9月は18:00まで）

7 新潟市文化財旧小澤家住宅

会期中、該当日なし。

「ようこそ光のワンダーランドへ 魔法の美術館（6/20～8/23）」
「デビュー30周年記念 さくらももこの世界展（8/29～10/18）」
7/18～10/12の期間中、観覧料を2割引

11:00～19:00（土日・祝は10:00～）
025-225-6111

休館日

なし

10:00～18:00
025-240-4311

大人1,500円→1,200円 小中学生600円→480円 幼児200円→160円
※幼児、小中学生は同伴家族がガイドブック所持の場合

なし
「開館30周年記念 リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展(7/19～9/23)」
回数制限の記載は 「コレクション展Ⅰ Hi , stories ! (7/19～10/9)」
しない
観覧料に団体割引を適用

10:00～17:00

5 新潟市マンガ・アニメ情報館

割引内容

9:00～17:00(最終入場は16:30まで)
10 水の駅「ビュー福島潟」

11 新潟市旧齋藤家別邸

〒950-3328
新潟県新潟市北区前新田乙493
〒951-8104
新潟県新潟市中央区西大畑町576

12 笹川邸（重要文化財旧笹川家住宅）

〒950-1261
新潟県新潟市南区味方216

13 曽我・平澤記念館

〒950-1261
新潟県新潟市南区味方213-1
12・13の施設の開館時間は共通

14 しろね大凧と歴史の館
15 潟東樋口記念美術館
16 潟東歴史民俗資料館
17 澤将監の館

18 中之口先人館

19 敦井美術館

20 小野塚美術館

21 雪梁舎美術館

22 知足美術館

〒950－1214
新潟県新潟市南区上下諏訪木1770-1

025-387-1491
9:00～17:00（16:30最終入場）
025-210-8350
9:30～18:00（10/1～翌3/31は17:00まで）
025-372-3006

025-373-6600
9:00～17:00（入館は16:10まで）
025-372-0314
9:00～17:00（入館は16:30まで）

〒959-0505
新潟県新潟市西蒲区三方92

0256-86-3444

〒950-1348
新潟県新潟市西蒲区打越甲434

025-375-1300

〒950-1327
新潟市西蒲区中之口363

025-375-1112

〒950-0087
新潟県新潟市中央区東大通1-2-23
北陸ビル

大人500円→400円、小中学生無料
なし

大人300円→200円、高校生150円→100円、小中学生無料

○月曜日(祝日にあたる場合は翌日)
○祝日の翌日（日曜日の場合はその翌々日）

なし

大人200円→150円、高校生100円→50円、小中学生無料

○月曜日（祝日の場合は翌日）
○祝日の翌日（日曜日の場合はその翌々日）

なし

期間中開催の企画展の入館料を以下の通り割引する。
一般500円→400円、大学・高校生300円→250円、小中学生200円→150円

○日曜・祝日
○展示替期間

なし

一般300円→200円、大学生以下無料

月曜日

なし

一般500円→400円

○月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）
○展示替期間

なし

観覧料100円引

日曜・祝日

なし

大学・専門学生700円→600円、高校生以下無料

○水曜日
○8月は夏期休館

なし

一般500円→400円、学生（高校生以上）300円→240円、中学生以下無料
※ただし、會津八一記念館の特別展会期中は上記とは異なる。

○月曜（祝日の場合は翌日）
○展示替え期間

なし

下記企画展の当日観覧料100円引き（ガイドブック提示で5名様まで。
前売券等、他の割引券との併用不可）
【割引対象企画展】
○「生誕100年 写真家・濱谷浩」（会期 7/4-8/30）
○「会田誠展」（会期 9/12-11/3 ※割引期間は10/12まで）

○月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館）※9月22日は開
館
○展示替期間

なし

下記展覧会のみ当日観覧料100円引き（ガイドブック提示で5名様まで。
前売券、他の割引との併用不可）
【割引対象展覧会】
「生誕100年 亀倉雄策展」（会期 7/11-8/30）

○月曜日
（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館。※月曜開館日有り）
○展示替期間

なし

月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は火曜日）
ガイドブック提示により、大人600円・シルバー500円のところ、団体料金480円（他の割引との併用不可）
※展示入替等により、臨時休館・開館する場合有り。

なし

ガイドブック提示で入館料1割引 大人800円→720円、小中学生400円→360円
提示した本人のみの割引

○月曜日（月曜日が祝日の場合は開館、翌日を休館）
○展示替時期

なし

大人800円→700円、小中学生400円→300円

年中無休

なし

大人450円→350円、小中学生200円→150円

月曜日（祝祭日の場合は開館し、翌日休館）

なし

大人500円→400円、中学生300円→240円

○毎月29日～31日
○お盆（8/11頃～17頃）
※この他に臨時休館日があるため、ご来館の方は事前に要連絡。

9:00～16:30

9:00～16:30
025-247-3311
10:00～17:00（入館は16:30まで）

〒950-1347
新潟県新潟市西蒲区姥島167

025-375-3160

〒950-1101
新潟県新潟市西区山田451

025-377-1888

〒950-0965
新潟県新潟市中央区新光町10-2 技術
士センタービル別棟2F

なし

9:00～16:00

9:00～16:00

9:30～17:00
025-281-2001
10:00～17:00（最終入館は16:30まで）
0250-25-1000

23 中野邸美術館

〒956-0845
新潟県新潟市秋葉区金津598

24 にいがた文化の記憶館

〒950-0088
新潟県新潟市中央区万代3-1-1 新潟
日報メディアシップ5階

春季 9:30～16:30（入館は16:00まで）
秋季 ホームページを参照してください。
025-250-7171
10:00～18:00（入館は17:30まで）
0258-28-4111

民
間
・
県
運
営

25 新潟県立近代美術館

〒940-2083
新潟県長岡市千秋3丁目278-14
9:00～17:00（入館は16:30まで）

26 新潟県立万代島美術館

〒950-0078
新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代
島ビル5階

025-290-6655（代）
10:00～18:00
0250-24-6465

27 新潟県立植物園

〒956-0845
新潟県新潟市秋葉区金津186

28 新津記念館

〒951-8122
新潟県新潟市中央区旭町通1-754-34

29 北方文化博物館

30

北方文化博物館
新潟分館

鑑賞温室開館時間
9:30～16:30（入館は16:00まで）
025-228-5050
10:00～16:00（入館は15:40まで）

〒950-0205
新潟県新潟市江南区沢海2-15-25

025-385-2001

〒951-8112
新潟県新潟市中央区南浜通2-562

025-222-2262

9:00～17:00

9:30～17:00
025-271-9567

31 巻菱湖記念時代館

〒950-0015
新潟県新潟市東区河渡庚296-33

平日/9:00～17:00（最終入館16:30まで）
日曜・祝日/10:00～17:00（同上）

