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岩手県 中尊寺 〒029-4102　平泉町平泉衣関202 0191-46-2211 無料 無料 ガイド証提示下見の旨伝える

岩手県 毛越寺 〒029-4102　岩手県平泉町字大沢58 0191-46-2331 無料 無料※ 団体の訪問が決まっている場合の下見のみ

山形県 山寺/立石寺 〒999-3301　山形県山形市山寺4456-1 023-695-2843 無料
個人の下見には免除なし
会社単位の研修なら免除

茨城県 偕楽園 〒310-0033　水戸市常盤町1-1-3 029-244-5454 無料 無料
入園料自体無料/好文亭については添乗者無料、下見の場合
事前予約が望ましい

栃木県 東照宮 〒321-1431 栃木県日光市山内2301  0288-54-0560 無料※ 無料 1グループにつき1名ガイド無料ガイド証提示必須

栃木県 東照宮美術館 〒321-1431 栃木県日光市山内2301 0288-54-0560 無料※ 無料※ １グループにつき1名ガイド無料ガイド証提示必須

栃木県 東照宮宝物館 〒321-1431　栃木県日光市山内2301 0288-54-2558 無料※ 無料※ 団体15-20名につき1名ガイド無料ガイド証提示必須、要記名

栃木県 日光田母沢御用邸記念公園 〒321-1434　日光市本町8-27 0288-53-6767 無料 無料 下見の旨伝える

栃木県 二荒山神社 〒321-1431 栃木県日光市山内2307  (0288)54-0535 × × ＪＴＢなど通した契約団体ならば要相談

栃木県 輪王寺 〒321-1494  栃木県日光市山内2300 0288-54-0531 無料 無料 ガイド証提示必須、下見要予約(人数日時)

埼玉県 川越市立博物館 〒350-0053　川越市郭町2-30-1 049-222-5399 無料 無料 通訳である旨申し出

埼玉県 川越城本丸御殿 〒350-0053　川越市郭町2-13-1 049-222-5399 無料 無料 通訳である旨申し出

埼玉県 川越市蔵造り資料館 〒350-0063　川越市幸町7-9 049-222-5399 改修中→再開３年後

埼玉県 川越市立美術館 〒350-0053　川越市郭町2-30-1 049-228-8080 要相談 要相談 下見・当日ともツアー日程付の予約必要

埼玉県 川越まつり会館 〒350-0062 川越市元町2-1-10 .049-225-2727 無料 無料 ガイド証提示、要記名

埼玉県 川越大師喜多院 〒350-0036 川越市小仙波町1-20-1  049-222-0859 無料 ×

埼玉県 さいたま市大宮盆栽美術館 〒331-0804　さいたま市北区土呂町2-24-3 048-780-2091 無料 × ガイド証提示

埼玉県 鉄道博物館 〒330-0852　さいたま市大宮区大成町3-47 048-651-0088 × ×

東京都 上野動物園 〒110-8711 台東区上野公園9-83 03-3828-5171 無料 要相談

東京都 江戸東京たてもの園 〒184-0005　東京都小金井市桜町3-7-1 042-388-3300 無料 無料 ガイド証提示、下見の際その旨申し出る

東京都 江戸東京博物館 〒130-0015　東京都墨田区横網1-4-1 03-3626-9974 無料 × 常設展のみ、ガイド証提示必須

東京都 太田記念美術館 〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-10-10 03-3403-0880 無料※ × 10名以上の場合のみ添乗1名のみ

東京都 葛西臨海水族園 〒134-8587　東京都江戸川区臨海町6-2-3 03-3869-5152 水曜休園

東京都 葛飾区山本亭 〒125-0052　東京都葛飾区柴又7-19-32 03-3657-8577 × ×

東京都 葛飾柴又寅さん記念館 〒125-0052　葛飾区柴又6-22-19 03-3657-3455 × ×

東京都 旧芝離宮恩賜庭園 〒105-0022　東京都港区海岸1-4-1 03-3434-4029 無料 × ガイド証提示必須

東京都 小石川後楽園 〒112-0004　東京都文京区後楽1-6-6 03-3811-3015 無料 × ガイド証提示必須

東京都 小金井公園 〒184-0001　小金井市関野町1-13-1 042-385-5611 無料 無料

東京都 国立西洋美術館 〒110-0007　東京都台東区上野公園7-7 03-6671-9355 × ×

東京都 下町風俗資料館 〒110-0007　台東区上野公園2-1 03-3823-7451 × ×

東京都 新宿御苑 〒160-0014 東京都新宿区内藤町１１ 03(3341)1461 × ×

東京都 伝統工芸　青山スクエア 東京都港区赤坂8-1-22 赤坂王子ビル 1F 03-5785-1301 無料 無料 入場無料

東京都 東京国立博物館 〒110-8712　東京都台東区上野公園13-9 03-5777-8600 × × 5・9・10月に無料観覧日有

東京都 東京スカイツリー 台東区押上 :03-3626-0634 無料※ 無料※ ※団体予約がある場合のみ、下見無料は3名まで

東京都 東京タワー 日本電波塔株式会社　東京都港区芝公園4-2-8 03-3433-5121 無料(添乗員) × ガイド証提示必須、添乗員別の場合添乗員のみ無料

東京都 東京都現代美術館 〒135-0022　江東区三好4-1-1木場公園内 03-5245-4111 － － 大規模改修中～2018

東京都 東京都庁舎 〒163-8001  東京都新宿区西新宿2-8-1 03-5321-1111 無料 無料

東京都 日本科学未来館 〒135-0064　東京都江東区青海２丁目３−６ 03-3570-9151 無料 ×

東京都 根津美術館 〒107-0062　東京都港区南青山6-5-1 03-3400-2536 無料※ × ※20名以上の団体の場合のみ

東京都 浜離宮恩賜庭園 〒104-0046　東京都中央区浜離宮庭園1-1 03-3541-0200 無料 ×

東京都 三鷹の森ジブリ美術館 〒181-0013　東京都三鷹市下連雀1-1-83 0570-055777 × ×

東京都 三菱一号館美術館 〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-6-2 03-3287-7001 × × 訪日客はパスポート提示で200円引き

東京都 六義園 〒113-0021　東京都文京区本駒込6-16-3 03-3941-2222 無料 × ガイド証提示必須

神奈川県 安国論寺 〒248-0007 鎌倉市大町4-4-18 0467-22-4825 志納 志納

神奈川県 円覚寺 〒247-0062 鎌倉市山ノ内４０９ 0467-22-0478 × ×

神奈川県 岡田美術館 足柄下郡箱根町小涌谷493−1 0460-87-3931 無料 無料 ガイド証提示必須

神奈川県 海賊船 無料※ 無料※ 旅行会社の団体のみ、添乗2名まで、下見の際に要名刺

神奈川県 鎌倉大仏高徳院 〒248－0016　鎌倉市長谷4-2-28 0467-22-0703 無料 × ガイド証提示必須

神奈川県 建長寺 〒247-8525　鎌倉市山ノ内８ 0467-22-0981 無料 無料 入場無料

神奈川県 光則寺 〒248-0016　鎌倉市長谷3-9-7 0467-22-2077 △ △ (良識にゆだねる)山門にて100円入れる

神奈川県 寿福寺 〒248-0011　鎌倉市扇ガ谷1-17-7 0467-22-6607 無料 無料 拝観自由

神奈川県 松岡山東慶寺 〒247-0062　鎌倉市山ノ内1367  0467-33-5100 × × 鎌倉市ガイド＆学校関係者のみ無料

神奈川県 松岡山東慶寺　水月観音 × × 鎌倉市ガイド＆学校関係者のみ無料

神奈川県 松岡山東慶寺　松岡宝蔵 × × 鎌倉市ガイド＆学校関係者のみ無料

神奈川県 浄智寺 〒247-0062　鎌倉市山ノ内1402 0467-22-3943 無料 無料 通訳外であることを申し出る

神奈川県 浄土宗大本山光明寺 〒248-0013　鎌倉市材木座6-17-19 0467-22-0603 無料 無料 拝観自由

神奈川県 浄妙寺 〒248-0003　鎌倉市浄明寺3-8-31 0467-22-2818 無料 × 100円

神奈川県 彫刻の森美術館 〒250-0493　足柄下郡箱根町箱根町二ノ平１１２１ 0460-82-1161 無料 無料 ガイド証提示必須

神奈川県 鶴岡八幡宮 〒240-0101　横須賀市長坂3-41-1 0467-22-4667 × × 宝物殿

神奈川県 成川美術館 〒250-0522　足柄下郡箱根町元箱根570番 0460-83-6828 無料 無料 ガイド証提示必須

神奈川県 箱根登山ケーブルカー 0465-32-6823 × ×

神奈川県 長谷寺 〒248-0016　鎌倉市長谷 3-11-2 0467-22-6303 無料 × ガイド証提示必須

神奈川県 藤子不二雄ミュージアム 〒214-0023　川崎市多摩区長尾2-8-1 0570-055-245 × ×

神奈川県 報国寺 〒248-0003　鎌倉市浄明寺2丁目7番4号 0467-22-0762 無料 × 16時まで

神奈川県 明月院 〒247-0062　鎌倉市山ノ内189 0467-24-3437 無料 ×

神奈川県 芦ノ湖箱根遊覧船 足柄下郡箱根町元箱根45-3 0460-83-6351 無料 無料 なるべく予約があるとよい

神奈川県 日本民家園 〒214-0032　川崎市多摩区枡形7−1−1 044-922-2181 無料 無料 下見の旨伝える、予約が望ましい

神奈川県 岡本太郎美術館 〒214-0032　川崎市多摩区枡形7-1-5  044-900-9898 ×※ × ※行政からの依頼有れば関係者減免有

静岡県 MOA美術館 〒413-0006　熱海市桃山町26-2 0557-84-2511 無料（添乗員） × 2017年2月5日renewal open

山梨県 河口湖オルゴールの森 富士河口湖町河口3077－20 0555-20-4111 無料 無料 下見の際は要予約及びガイド証提示

山梨県 河口湖木の花美術館 富士河口湖町河口3026-1 0555-76-6789 無料 無料

山梨県 河口湖ハーブ館 〒401-0301　富士河口湖町船津6713-18 0555-72-3082 無料 無料 入館無料

山梨県 河口湖ミューズ館 〒401-0302　富士河口湖町小立923八木崎公園  0555-72-5258 無料 無料 下見の際予約望ましい、下見票への記入

山梨県 久保田一竹美術館 〒401-0304　富士河口湖町河口2255 0555-76-8811 無料 割引あり ガイド証提示必須、下見要予約(予約時に割引額お知らせ)

山梨県 氷穴(鳴沢) 無料 無料

山梨県 西湖いやしの里根場 〒401-0332　富士河口湖町西湖根場2710 0555-20-4677 無料 無料

山梨県 西湖コウモリ穴 〒403-0332　富士河口湖町西湖2068 0555-82-3111 無料 無料

山梨県 風穴(富岳) 無料 無料

長野県 大王わさび園 〒399-8303　安曇野市穂高3640 0263-82-2118 無料 無料

長野県 松本城 〒390-0873　松本市丸の内4-1 0263-32-2902 無料（添乗員） 無料 下見の際、黒門（正門）で下見券を発券

愛知県 犬山城 〒484-0082　犬山市犬山北古券65-2 0568-61-1711 × ×

通訳案内士のガイド証等の提示により、入館料の減免の有無についての調査
特定非営利活動法人日本文化体験交流塾による調査

※本調査は、当交流塾の事業費に基づく貴重な調査です。非会員への情報提供及び無断のコピーを禁止します。
※休館日等状況が変更になっている場合がありますので、最新の情報は事前に各自で確認をしてください。

tel:03-3626-0634
tel:0555-20-4677
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愛知県 からくり展示館 〒484-0081　犬山市犬山北古券8 0568-62-4802 無料 無料 要ガイド証

愛知県 トヨタ産業技術記念館 〒451-0052　名古屋市西区則武新町4-1-35 052-551-6115 × 無料 下見の際、総合案内で言えば無料

愛知県 名古屋城 〒460-0031　名古屋市中区本丸１−１ 052-231-1700 × ×

愛知県 ノリタケの森（クラフトセンター） 〒451-8501　名古屋市西区則武新町３−１−３６ 052-561-7142 無料 無料 要ガイド証

岐阜県 白川郷・神田家 〒501-5627　白川村荻町７９６ 05769-6-1072 無料 無料

岐阜県 白川郷・和田家 〒501-5627　白川村荻町997 05769-6-1058 無料 無料

岐阜県 杉原千畝記念館 〒505-0301　八百津町八百津１０７１ 0574-43-2460 無料 無料

岐阜県 高山陣屋 〒506-0012　岐阜県高山市八軒町1−５ 0577-32-0643 無料 無料

岐阜県 高山祭屋台会館 〒506-0858　岐阜県高山市桜町１７８ 0577-32-5100 無料 無料

石川県 石川県立伝統産業工芸館 〒920-0936　石川県金沢市兼六町１−１ 076-262-2020 無料 無料

石川県 金沢21世紀美術館 〒920-8509　石川県金沢市広坂１−２−１ 076-220-2800 無料 ×

石川県 金沢能楽美術館 〒920-0962　石川県金沢市広坂１丁目２−２５ 076-220-2790 無料 ×

石川県 鈴木大拙館 〒920-0964　石川県金沢市本多町３丁目４−２０ 076-221-8011 無料 ×

石川県 武家屋敷跡野村家 〒920-0865　石川県金沢市長町１丁目３−３２ 076-221-3553 無料 無料

石川県 金沢城公園 〒920-0937　石川県金沢市 丸の内1番1号 076-234-3800 × ×

石川県 兼六園 〒920-0936　石川県金沢市兼六町１ 076-234-3800 × ×

石川県 成巽閣 〒920-0936　石川県金沢市兼六町１−２ 076-221-0580 無料 無料 水曜日休館

石川県 妙立寺 〒921-8031　石川県金沢市野町１−２−１２ 076-241-0888 × × 通称：忍者寺

滋賀県 MIHOミュージアム 〒529-1814　滋賀県甲賀市信楽町田代３００ 0748-82-3411 無料 ※⑩
※⑩前日迄にツアーの日時、人数を電話で連絡すれば下見
無料

京都府 （南禅寺）金地院 京都市左京区南禅寺福地町86−１２ 075-771-3511 無料 ×

京都府 上賀茂神社 京都市北区上賀茂本山３３９ 075-781-0011 無料 無料 宝物殿も無料

京都府 祇園コーナー 京都市 東山区祇園町南側570-2 弥栄会館内 075-561-1119 無料 ※⑦
※⑦事前（なるべく早く）にメールかファックスで予約すれば下
見無料

京都府 京都国立博物館 京都市東山区茶屋町５２７ 075-525-2473 無料 ×

京都府 京都タワー 京都市下京区 烏丸通七条下ル東塩小路町721-1 075-361-3215 × ×

京都府 清水寺 京都市東山区清水１丁目２９４ 075-551-1234 無料 ※② ※②往復はがきで申請すれば下見無料

京都府 銀閣寺 京都市左京区銀閣寺町２ 075-771-5725 無料 ※⑤ ※⑤前日迄に電話で予約すれば下見無料

京都府 建仁寺 京都市東山区 大和大路通四条下る小松町584 075-561-6363 無料 ×

京都府 下賀茂神社相生社 京都市左京区下鴨泉川町59 075-781-0010 無料 無料 資料館は有料

京都府 浄瑠璃寺 木津川市加茂町西小札場40 0774-76-2390 無料 無料

京都府 禅林寺 京都市 左京区永観堂町48 075-761-0007 無料 × 通称：永観堂（えいかんどう）

京都府 総本山知恩院 京都市東山区林下町４００ 075-531-2111 無料 ×

京都府 大徳寺大仙院 京都市北区紫野大徳寺町５４−１ 075-491-8346 無料 ×

京都府 天龍寺 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町６８ 075-881-1235 無料 ×

京都府 東寺 京都市南区九条町１ 075-691-3325 無料 ×

京都府 東福寺 京都市東山区本町１５丁目７７８ 075-561-0087 × ×

京都府 東福寺 京都市東山区本町１５丁目７７８ 075-561-0087 無料 ※③ ※③HP上で申請すれば下見無料

京都府 西陣織会館 京都市上京区 堀川通今出川南入ル竪門前町414 075-451-9231 無料 無料

京都府 二条城 京都市中京区二条城町５４１ 075-841-0096 無料 無料 要ガイド証

京都府 仁和寺 京都市右京区御室大内３３ 075-461-1155 無料 無料 要ガイド証

京都府 平等院 宇治市宇治蓮華１１６ 0774-21-2861 無料 ×

京都府 平安神宮　庭園 京都市左京区岡崎西天王町 075-761-0221 無料 ※④ ※④HP上で減免申請すれば下見無料

京都府 妙心寺退蔵院 京都市右京区花園妙心寺町３５ 075-463-2855 無料 ※⑥ ※⑥事前（なるべく早く）に電話で予約すれば下見無料

京都府 龍安寺 京都市右京区龍安寺御陵ノ下町１３ 075-463-2216 無料 無料 要ガイド証

京都府 蓮華王院三十三間堂 京都市東山区三十三間堂廻リ６５７ 075-561-0467 無料 ×

京都府 鹿苑寺 〒603-8361 京都府京都市北区金閣寺町１ 075-461-0013 無料 × 通称：金閣寺（きんかくじ）

京都府 大河内山荘庭園 〒616-8394 京都府京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町８ 075-872-2233 無料 ×

大阪府 梅田スカイビル 〒531-6023 大阪府大阪市北区 大淀中1-1-88 06-6440-3855 無料 無料

大阪府 大阪城天守閣 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城１−１ 06-6941-3044 無料 ×

大阪府 海遊館 〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通１丁目１−１０ 06-6576-5501 × ×

大阪府 ハルカス300展望台 〒545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１−１−４３ 06-6621-0300 ※① × ※①15名以上無料（１４名以下有料）

奈良県 飛鳥寺 〒634-0103 奈良県高市郡明日香村大字飛鳥682 0744-54-2126 無料 無料

奈良県 安倍文殊院 〒633-0054 奈良県桜井市安倍山 0744-43-0002 無料 無料

奈良県 海龍王寺 0742-33-5765 無料 ※⑥ ※⑥事前（なるべく早く）に電話で予約すれば下見無料

奈良県 春日大社　国宝殿 〒630-8212 奈良県奈良市春日野町１６０ 0742-22-7788 無料 ×

奈良県 元興寺 〒630-8392 奈良県奈良市中院町１１番地 0742-23-1377 無料 無料

奈良県 金峯山寺 〒639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山２４９８ 0746-32-8371 無料 無料

奈良県 興福寺　国宝館 〒630-8213 奈良県奈良市 登大路町４８ 0742-22-7755 × ×

奈良県 聖林寺 〒633-0042 奈良県桜井市下６９２ 0744-43-0005 無料 ×

奈良県 当麻寺中の坊 〒639-0276 奈良県葛城市當麻１２６３ 0745-48-2001 無料 ※⑤ ※⑤前日迄に電話で予約すれば下見無料

奈良県 中宮寺 斑鳩町法隆寺北１丁目１−２ 0745-75-2106 無料 ※⑧ ※⑧事前にファックスで予約すれば下見無料

奈良県 唐招提寺 〒630-8032 奈良県奈良市五条町１３−４６ 0742-33-7900 無料 無料

奈良県 東大寺　大仏殿 〒630-8211 奈良県奈良市雑司町４０６−１ 0742-22-5511 無料 無料 要ガイド証

奈良県 奈良国立博物館 〒630-8213 奈良市登大路町50 0742-22-7771 無料 ×

奈良県 長谷寺 〒633-0112 奈良県桜井市初瀬731−１ 0744-47-7001 無料 無料

奈良県 法隆寺 斑鳩町法隆寺山内１−１ 0745-75-2555 無料 ※⑨ ※⑨事前にはがき（片道）で予約すれば下見無料

奈良県 法華寺 〒630-8001 奈良県奈良市法華寺町882 0742-33-2261 × × 旅行会社のツアーが確認できれば同行無料

奈良県 室生寺 〒633-0421 奈良県宇陀市室生７８ 0745-93-2003 無料 無料

奈良県 薬師寺 0742-33-6001 × ×

奈良県 依水園 〒630-8208 奈良県奈良市水門町７４ 0742-25-0781 無料 無料

奈良県 興福寺　東金堂 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町４８ 0742-22-7755 × ×

和歌山県 金剛峯寺 〒648-0294 和歌山県伊都郡高野町高野山１３２ 0736-56-2011 無料 無料

兵庫県 姫路城 079-285-1146 無料 無料

岡山県 後楽園 086-272-1148 無料 無料

広島県 厳島神社 0829-44-2020 無料 ×

広島県 宮島ロープウェー 〒739-0588 広島県廿日市市宮島町紅葉谷公園 0829-44-0316 無料 無料

広島県 広島平和記念資料館 082-241-4004 無料 無料 申請用紙をその場で書けば下見無料

広島県 大聖院 0829-44-0111 無料 無料

香川県 栗林公園 高松市 087-833-7411 × ×


