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＊料金は、2018年12月１日現在のものです。最新情報は各施設のホームページ等でご確認ください。
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天心遺跡記念公園・天心墓所
茨城県北茨城市大津町五浦

1 交電車：JR 大津港駅下車、タクシーで約５分。車：常磐道 北茨城 IC ／いわき勿来 IC から
約15分 休 無 休 開終日公開 料無料 優なし

詳細は JNT の HP をご覧ください。U http://www.national-trust.or.jp/protection/

ＳＬ列車トラストトレイン号
大井川鐵道　新金谷―千頭間

2 交 JR 金谷駅で大井川鐵道金谷駅に乗り換え新金谷駅下車 開来年度運行日：決まり次第 JNT
の HP 上でお知らせいたします 料 SL 急行料金（片道）大人 800 円、小人 400 円＊運賃
は別 優会員証提示で割引（詳しくは P12 15大井川鐵道を参照）。ボランティア活動に優先
的に参加可能。

駒井家住宅（駒井卓・静江記念館）
〒606-8256京都府京都市左京区北白川伊織町64

☎075-724-3115
（金・土曜の公開日のみ）

4 交叡山電車 茶山駅より徒歩7分。または市バス「伊織町」下車徒歩3分か、「上終町京都造形芸
大前」下車徒歩約5分休月・火・水・木・日曜および、夏季（7月第3週～8月末まで）、冬季（12
月第3週～2月末まで）開金・土曜日10 時～16 時（最終入場は15 時まで）その他依頼に応じ
て貸館等料維持修復協力金として大人500 円、中高生200 円優会員証提示で無料。特別展開
催中は、追加料金が必要になることもあります。貸館等利用料を割引（ＪＮＴ事務局までお問
い合わせください）

名勝旧大乗院庭園
〒630-8301奈良県奈良市高畑町1083－1
☎0742-24-0808（名勝大乗院庭園文化館）

5 交JR 奈良駅より徒歩約20分、または近鉄奈良駅より徒歩約15分 休 月曜日（休日の場合は
翌日）、祝日の翌日（土曜・日曜は除く）、年末年始 開9 時～17 時 料大人（高校生以上）200
円、子供（小中学生）100円、幼児（小学生未満）無料 優なし

葛城の道歴史文化館
〒639-2343 奈良県御所市鴨神1126

☎0745-66-1159

1 交近鉄御所駅から五條バスセンター行バス「風の森」下車、徒歩15分休 月曜日、年末年始開10 
時～16時料【入館料】無料【集会室使用料】１日3,000円、半日1,500円優 集会室使用料が無
料（ＪＮＴ事務局までお申し込みください）

飛騨の匠文化館
〒509-4234 岐阜県飛騨市古川町壱之町10-1

☎０577-73-3321

2 交JR 飛騨古川駅から徒歩約5分休木曜日、年末年始（12/28 ～1/2）開9時～17時 (12 ～
2月は16 時30 分まで) 料大人300 円、子供100 円優会員証提示で無料

交JR 金沢駅からバス約75分「白川郷」下車。またはJR 高山駅からバス約50分「白川郷」下
車、徒歩約10分休不定休（ＪＮＴ事務局までお問い合わせください）開夏季公開を実施。その
他依頼に応じて貸館料【貸館利用料】会合：1日5,000円、5時間以内2,500円優会合の貸館
利用料を割引（ＪＮＴ事務局までお問い合わせください）。ＪＮＴ会員は1日1,000円

白川郷合掌文化館（旧松井家）
〒501-5627 岐阜県大野郡白川村荻町

33

詳細は JNT の HP をご覧ください。U http://www.national-trust.or.jp/heritagecenter/

旧安田楠雄邸庭園
 〒113-0022東京都文京区千駄木5-20-18

☎03-3822-2699（休館中はJNTに転送）
耐震工事により休館中　公開2019年11月初旬頃（予定）

3 交東京メトロ千駄木駅より徒歩約7分、またはJR 日暮里駅・西日暮里駅より徒歩約15分
休月・火・木・金・日曜およびお盆・年末年始開水・土曜日10時30分～16 時（最終入場は
15 時まで）その他依頼に応じて貸館等料維持修復協力金として大人500円、中高生200円
優会員証提示で無料。特別展開催中は、追加料金が必要になることもあります。貸館等利用
料を割引（ＪＮＴ事務局までお問い合わせください）
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● 文化・レジャー施設、交通機関など

登別伊達時代村1
〒059-0463 北海道登別市中登別町53-1

☎0143-83-3311

交電車：JR 登別駅からバスで約８分「登別時代村」下車すぐ。車：道央道 登別IC より約5分
休冬季に数日間の保守休業あり（直接お問い合わせください）開9時～17時（11/1 ～3/31
は9時～16時）＊最終入場は閉村1時間前まで料通行手形（フリーパス）大人2,900円、小人
1,500円、幼児（4歳～未就学児）600円、3歳以下は無料優会員証提示で団体料金適用（大
人2,500 円、小人1,300 円、幼児500 円）U http://www.edo-trip.jp

白水阿弥陀堂
〒973-8405福島県いわき市内郷白水町広畑219

☎0246-26-7008

2 交電車：JR いわき駅から川平行きバス「あみだ堂」下車、徒歩約 5 分。車：常磐道 いわき湯本
ICから約15分休毎月第4水曜日開8時30分～16時（11月～3月は8時30分～15時30分）
＊最終入場は閉館15分前まで 料 大人500円、小人300円 優 会員証提示で割引（大人300
円、小人150円）U http://shiramizu-amidado.org/

茨城県天心記念五浦美術館
〒319-1703茨城県北茨城市大津町椿2083

☎0293-46-5311

3 交 電車：JR 大津港駅下車、タクシーで約5分。車：常磐道 北茨城 IC ／いわき勿来 IC から
約15分休月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始 12/29 ～ 1/1 開 9時30分～17時＊最終
入場は16時30分まで料企画展：企画展ごとに設定。岡倉天心記念室（常設展示室）：一般
190 円、満 70 歳以上 90 円、高大生110 円、小中生80 円優 会員証提示で団体料金適用
U http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp

地下鉄博物館
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-3-1

☎03－3878－5011

6 交 東京メトロ東西線葛西駅高架下 休 月曜日（休日の場合は翌日）、12/30～１/3 開10時
～17時 ＊最終入場は16時30分まで 料 大人210円、小人100円（満4歳以上中学生まで）
優 会員証提示で団体料金適用（大人155円、小人80円）Ｕ http://www.chikahaku.jp

箱根関所
〒250-0521神奈川県足柄下郡箱根町箱根1番地

☎0460-83-6635

7 交 電車：小田原駅から箱根町港行バス55分、または箱根湯本駅より箱根町港行バス40分、「箱
根関所跡」下車、徒歩約2分。車：小田原西IC から約40分、または東名御殿場IC から約50分
休無休 開9時～17時、冬期（12/1 ～2 月末）9時～16時30分＊最終入場は閉館30分前ま
で料観覧料：大人500円、小人（小学生）250円＊土休日は小中学生無料優会員証提示で大人
400円、小人150円Ｕ http://www.hakonesekisyo.jp

8 南木曽町博物館（妻籠宿本陣・
脇本陣奥谷・歴史資料館）

〒399－5302 長野県木曽郡南木曽町吾妻2190
☎0264－57－3322

交電車：JR 南木曽駅から馬籠または保神行きバス約10分「妻籠」下車。車：中央道 中津川
IC から約25分 休 年末年始（12/29 ～1/1）開 9時～17時＊最終入場は16時45分まで
料共通券700円、妻籠宿本陣300円、脇本陣奥谷・歴史資料館600円＊小人（小中学生）は半
額 優 会員証提示で共通券が団体料金適用（560 円）Ｕ http://nagiso-museum.jp/

上条集落もしもしの家
〒404-0025山梨県甲州市塩山下小田原1099

☎0553-32-4748
(NPO法人山梨家並保存会)

9 交JR 中央本線塩山駅から車で約10分休HP をご覧ください料 【日中】2,000 円／時間【夜
間】ハイシーズン30,000 円／棟、土日祝日20,000 円／棟、平日10,000円／棟【宿泊】（夜
間利用料に加え）大人3,000 円／人、小人2,000 円／人、未就学児無料優会員証提示で合計
利用料金より1,000 円引（平日限定）Ｕ https://koushu-minka.jp/

〒951-8104 新潟県新潟市中央区西大畑町
5218-1☎025-222-2676

砂丘館（旧日本銀行新潟支店
長役宅）

10 交電車：新潟駅からバス「西大畑坂上」下車、徒歩 1 分。車：磐越自動車道 新潟中央 IC →
国道 8 号線（新潟バイパス）→桜木 IC から約 25分 休月曜日（祝・休日の場合は翌日）、祝・
休日の翌日（土 ･ 日の場合は直近の火曜日）、12/28 ～ 1/3 開 9 時～ 21時 料 入館無料 優
喫茶「茶寮六華」のコーヒー代の割引（500 円→ 300 円）Ｕ http://sakyukan.jp/

江戸ワンダーランド 日光江戸村
〒321－2524 栃木県日光市柄倉470－2

☎0288-77-1777

5 交電車：東武鬼怒川温泉駅からバスで約20分。車：東北道（宇都宮IC）から日光道（今市IC）
を出て、国道121号線で約15分 休 水曜日、冬期休村日（12/8 ～12/21）＊但し、12/29
～1/5、3/25 ～4/7、4/29 ～5/5、7/21 ～8/31 および祝日は水曜日も営業 開9時～17
時（冬期12/1 ～3/19 は9 時30 分～16 時）＊最終入場は閉園1 時間前まで 料通行手形

（フリーパス）大人4,700円、小人2,400円（未就学児は無料）、午後手形（14時以降、冬期
13 時以降）大人4,100円、小人2,100円 優 会員証提示で団体料金適用（大人4,000円、小
人2,000円）＊午後割：大人3,500円、小人1,900円U http://www.edowonderland.net

茨城大学五浦美術文化研究所
〒319-1703茨城県北茨城市大津町五浦727-2

☎0293-46-0766

4 交電車：JR 大津港駅下車、タクシーで約10分。車：常磐道 北茨城IC ／いわき勿来ICから約
20分 休月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始12/29 ～1/3 開4月～9月の期間は8時30
分～17時30分 、10・2・3月の期間は8 時30分～17時 、11月～1月の期間は8 時30分～
16時30分＊最終入場は閉館30分前まで 料 入場料：300円（中学生以下無料）優 会員証
提示で団体割引適用（250円）U http://rokkakudo.izura.ibaraki.ac.jp/access

交電車：京都丹後鉄道 網野駅から丹海バス10 分「琴引浜」下車、徒歩2分。車：山陰近畿自
動車道京丹後大宮IC から30 分、国道312 号線→府道17 号線→国道178 号線経由休 火曜
日（祝日の場合は翌日）、12/28 ～1/3 ＊夏休み期間7/20 ～8/31 は無休開9 時～17 時
＊最終入場は16 時30 分まで料大人300円、小中学生100円優 会員証提示で無料

琴引浜鳴き砂文化館
〒629-3112京都府京丹後市網野町掛津1250

☎0772-72-5511

36

交電車：JR 村上駅より徒歩約25分。車：日本海東北道 村上瀬波温泉IC から5分休年末年始
（12/29 ～1/4）＊正月の臨時開館は直接お問い合わせください開9時～16時30分料大人
200 円・小中高生100円優会員証提示で無料

村上歴史文化館
〒958-0837 新潟県村上市三之町7－17

☎0254-53-3666

37

交JR 伊予西条駅から徒歩約1分 休水曜日（祝日の場合は翌日）開9時～18時＊最終入場は
17時30分まで料高校生以上300円、小中学生100円優会員証提示で無料

四国鉄道文化館
〒793-0030 愛媛県西条市大町798－１

☎0897-47-3855

38

交電車：JR 長浜駅西口から徒歩3分。車：北陸道 長浜 IC より15分(約5km) 休年末年始
（12/29 ～ 1/3）開 9時30分～ 17時＊最終入場は16時30分まで 料３館共通：大人300
円、小中学生150円＊イベント開催中は入場料が異なる場合あり優事前に JNT 事務局まで
招待券をご請求ください

長浜鉄道文化館・北陸線電化記念館
　　〒526-0057滋賀県長浜市北船町1－41

☎0749-63-4091

35

交JR 奈良駅より徒歩約20分、または近鉄奈良駅より徒歩約15分 休 月曜日（休日の場合は
翌日）、祝日の翌日（土曜・日曜は除く）、年末年始開9 時～17 時 料【入館料】 無料【使用料】 
展示室・茶室・和室 ①9 時～12 時　②13 時～16 時　③17 時～21 時　各時間帯：1,200
円、全日（9 時～21 時）3,000 円＊入場料・会費等を徴収する場合は、使用料を別に定めます。
優 使用料が減額もしくは無料になる場合があります（JNT 事務局までお申し込みください）

名勝大乗院庭園文化館
〒630-8301奈良県奈良市高畑町1083－1

☎0742-24-0808

34
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ゆきだるま温泉「雪の湯」
〒942-0534 新潟県上越市安塚区須川4820

☎０25-593-2241

11 交 電車：北越急行 虫川大杉駅からタクシーで約15分。車：関越道（六日町IC）から国道253
号線にて約63km 休 月曜日（夏休み・冬シーズン無休）開平日11時～18時、土曜・特定日
11 時～20時 料 大人600円、小人500円（小学生）、幼児（3～6歳）200円、3歳未満無料
優 会員証提示で550円、子供・幼児料金は割引なしＵ http://www.yukidaruma-kogen.
com

飛騨の里
〒506-0055 岐阜県高山市上岡本町1-590

☎0577-34-4711

1２ 交電車：JR 高山駅から、さるぼぼバス約10分「飛騨の里」下車。車：中部縦貫道 高山西ICよ
り東へ約15分 休 無休 開 8 時30分～17時 料 大人700円、小中学生200円 優会員証提示で
団体料金適用（大人600円、小中学生150円＊ 5名まで）Ｕ http://www.hidanosato-tpo.jp

野外博物館合掌造り民家園
〒501-5627 岐阜県大野郡白川村大字荻町2499

☎ 05769-6-1231

1３ 交JR 金沢駅からバス約75 分「白川郷バス停」下車。またはJR 高山駅からバス約50 分「白
川郷バス停」下車、バス停より徒歩15 分休4 月～11 月無休、12 月～3 月は木曜日（祝
日の場合は前日）開8 時40 分～17 時（3 月～11 月）、9 時～16 時（12 月～2 月）＊
最終入場は閉園20 分前まで料 大人600 円、子供400 円優 会員証提示で無料Ｕ http://
shirakawago-minkaen.jp

国指定重要文化財旧遠山家住宅
〒501-5506 岐阜県大野郡白川村御母衣125

☎05769-5-2062

1４ 交 JR 高山駅から濃飛バス（白川郷経由）約 95 分「牧」下車、徒歩約 15 分 休  年末年始、
水曜日（祝日の場合は前日）開 10 時～ 16 時 料 大人 300 円、小人 150 円 優 会員証提示
で無料

大井川鐵道
〒428-8503 静岡県島田市金谷東2丁目1112-2 

☎ 0547-45-4112

15 優 会員証提示で普通（大人）片道運賃を１割引。＊ＳＬ券・急行券・指定席券・路線バス等は
割引適用外＊お得なきっぷや他の割引切符との併用不可≪利用方法≫下記、発売駅窓口にてＪ
ＮＴ会員証を提示し、割引乗車券を購入してください。会員証ご本人様のみ割引となります。
往復の発券も可能です。≪発売窓口≫金谷駅、新金谷駅、新金谷駅前「プラザロコ」、家山駅、
駿河徳山駅、千頭駅、奥泉駅、井川駅＊発売窓口の営業時間にご注意ください。≪問合先≫大
井川鐵道ＳＬ予約センター☎ 0547-45-4112 Ｕ http://www.oigawa-railway.co.jp/

修善寺　虹の郷
〒410-2416 静岡県伊豆市修善寺4279-3

☎ 0558-72-7111

1６ 交伊豆箱根鉄道 修善寺駅から東海バスで約 20 分、「虹の郷」下車すぐ 休直接お問い合わ
せください 開 9時～17時（4月～9月）　9時～16時（10月～3月）＊最終入場は閉館30分
前まで 料大人1,200円、子供（満4歳～小学生）600円 優会員証提示で大人1,000円、子供
500 円Ｕ http://www.nijinosato.com

博物館明治村
〒484-0000 愛知県犬山市大字内山1

☎ 0568-67-0314

1７ 交電車：名鉄犬山駅からバス約20分。車：中央道 小牧東IC より約5分休 直接お問い合わせ
ください開 9時30分～17時（季節により変動）料 大人1,700円、シニア（65歳以上）・大学
生1,300円、高校生1,000円、小中学生600円＊通常入村料は変更になる可能性があります
優会員証提示で各料金100円引Ｕ http://www.meijimura.com

伊勢・安土桃山城下街
〒519-0603 三重県伊勢市二見町三津1201-1

☎ 0596-43-2300

1８ 交電車：JR 二見浦駅から徒歩で約15分。車：伊勢道（伊勢IC）→伊勢二見鳥羽ライン二見
出口を出て約1分 休 無休 開 9時～17時＊最終入場は閉園1時間前まで 料 入国手形：大人
3,600 円、中人2,300円、小人2,000円＊未就学児童無料優 会員証提示で団体料金適用（大
人2,800円、中人1,800円、小人1,600円）Ｕ http://www.ise-jokamachi.jp

頼山陽書斎　山紫水明處
京都府京都市上京区東三本木通丸太町通上ル

南町
☎075-561-0764

19 交 京阪電鉄神宮丸太町駅から徒歩約5分休8月及び12月中旬～3月中旬開10時～16時＊予
約制、２名以上から受付料700円 、団体 500円（20 名以上）優 会員証提示で無料。往復は
がきにて2 週間前迄に〒605-0063 京都市東山区新門前松原町289（一財）賴山陽旧跡保存
会へ申し込みが必要。記入事項：見学希望日時（第2希望まで）・見学人数・代表者名と電話番号・
住所＊JNT 会員であることを明記

〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町
北六甲4-744

ヴォーリズ六甲山荘
（旧小寺家山荘）

20 交 阪急電車六甲駅から六甲山頂行きバスで「記念碑台」下車徒歩約15 分開原則として4 月～
11 月中旬までの土日祝日の11 時～16 時（入場は15 時半まで）。但し、行事のため休館の
場合があります。詳細はHP でご確認ください。料500 円優 会員証提示で400 円Ｕ http://
amenity2000.la.coocan.jp/

法輪寺
〒636-0101 奈良県生駒郡斑鳩町三井1570

☎0745-75-2686

21 交 法隆寺夢殿・中宮寺から徒歩約15分。近鉄郡山駅・近鉄筒井駅・JR 王寺駅からバスで「中
宮寺前」下車、徒歩約15分 休 無休 開 8時～17時（3月～11月）、8時～16時30分（12
月～2月）料大人 500 円、中高校生 400 円、小学生 200 円 優会員証提示で無料
U http://www1.kcn.ne.jp/~horinji/

有田町歴史民俗資料館東館・有田焼参考館
〒844-0001 佐賀県西松浦郡有田町泉山1-4-1

☎0955-43-2678

22 交 JR 上有田駅より徒歩15分。またはJR 有田駅から有田町コミュニティーバス10分「白
磁ヶ丘」下車すぐ 休年末年始（12/29 ～1/3）、展示替え期間中 開9時～16時30分 料大
人100 円、大高生50 円、小中生30 円 優会員証提示で無料

● その他サービス
ニッポンレンタカー 優 ①一般料金より基本料金が 20% ～最大 55% 割引（24 時間料金比較）②ご利用の

2 時間前まで予約可能③クレジットカードで安心のネット決済＊ ID・パスワードは JNT
事務局までお問い合わせください。＊輸入車レンタルサービスありＵ https://www.
nipponrentacar.co.jp/ods/

● 宿泊施設
星出館
〒516-0009 三重県伊勢市河崎2-15-2 

☎ 0596-28-2377

２３ 交近鉄伊勢市駅（北口改札）より徒歩約 7 分休直接お問い合わせください開チェックイン
16時(門限22時）チェックアウト10時料素泊まり：食事無し5,250円～、朝食付き6,250
円～優現金払いと会員証提示でミニプレゼント有りＵ http://www.hoshidekan.jp/

交 JR 京都駅（烏丸中央改札口）下車すぐ休直接お問い合わせください 料ツ インルーム
32,076 円（税込）～優会員証提示で10％OFF ＊朝食を希望の場合は1名2,300 円
Ｕ http://www.keihanhotels-resorts.co.jp 

京都センチュリーホテル
〒600-8216 京都府京都市下京区東洞院

塩小路下ル東塩小路町680
☎075-351-0111 

２４

全九州第一ホテルチェーン
佐世保☎ 0956-22-7486
延　岡☎ 0982-34-1181

宮　崎☎ 0985-23-1111
日　向☎ 0982-52-8151

日　南☎ 0987-23-9111
かごしま ( 鴨池 ) ☎ 099-256-2900

＊料金は直接お問い合わせください　優 宿泊料金（シングル最低料金）の一割引、税込


