5月18日（金）「国際博物館の日」関連サービスのご案内
Friday, May 18 - International Museum Day information
5月18日は「国際博物館の日」です。
国際博物館会議（ICOM）は博物館の役割を広く人々に知っていただくため、
5月18日を「国際博物館の日」としています。
毎年、世界中の美術館・博物館で様々な記念行事が行われています。

国立新美術館では、今年の「国際博物館の日」に以下のサービスを実施いたします。
May 18 is International Museum Day. The International Council of Museums (ICOM) created
International Museum Day to raise public awareness of the role museums have in society.
Every year on May 18 various commemorative and free events are held at museums throughout the world.

This year the National Art Center, Tokyo is pleased to offer the following.
企画展・Special Exhibition
会場・Venue

展覧会名・Exhibition Name

内容・Offer

企画展示室２Ｅ
（２階）

こいのぼりなう！
須藤玲子×アドリアン・ガルデール×齋藤精一
によるインスタレーション

5月18日（金）は
先着100名様に
ポスターをプレゼント

Koinobori Now!
Installation by Reiko Sudo, Adrien Gardère and Seiichi Saito

On Friday, May 18 first 100 visitors receive
a free poster

Special Exhibition Gallery 2E
(2nd Floor)

公募展・Artist Associations' Exhibitions
展覧会名・Exhibition Name

会場・Venue

展示室１Ａ～１Ｄ
（１階）
Gallery 1A-1D (1st Floor)

第114回 太平洋展
The 114th Taiheiyo Art Exhibition

展示室２Ａ～２Ｄ
（２階）

Gallery 3A, 3B (3rd Floor)

5月18日（金）は入場無料
先着100名様に
図録またはシンボルバッヂをプレゼント
On Friday, May 18 free admission
The first 100 visitors receive a free catalogue or
a badge with the association's symbol

5月18日（金）は入場無料
記念品をプレゼント

70回 三軌展
The Sanki Art Exhibition

Gallery 2A-2D (2nd Floor)

展示室３Ａ、３Ｂ
（３階）

内容・Offer

On Friday, May 18 free admission
and visitors will receive a souvenir

第40回 日本新工芸展
The Japanese New Art - Craft Exhibition

5月18日（金）は入場無料
On Friday, May 18 free admission

ミュージアムショップ・Museum Shop
会場・Venue
スーベニアフロムトーキョー
（地下１階、1階）
SOUVENIR FROM TOKYO (Basement, 1st Floor)

内容・Offer
5月18日（金）に商品をお買い上げのお客様に
美術館外観ポストカードをプレゼント
On Friday, May 18 visitors who purchase goods from the shop
will receive a free museum postcard

※プレゼントは商品の会計の際に配布いたします。 *The gift (postcard) will be presented at the time of payment.
※プレゼントは『1回の会計につき1枚』となります。 *There is a limit of 1 gift (postcard) per customer.

カフェ・Café
会場・Venue
カフェテリア カレ
（地下１階）
Cafétéria CARRÉ (Basement, 1st Floor)

内容・Offer
5月18日（金）16時以降にお食事をご利用のお客様に
コーヒー1杯をサービス
On Friday, May 18 customers who order a meal after 16:00
receive a free cup of coffee

※コーヒーのサービスはカフェテリア カレ販売メニューを店内でご利用のお客様へご提供します。
*Coffee offered will be only those available from Cafétéria CARRÉ's store menu, for eat-in costumers only.

