森美術館＋東京シティビュー パスポート 特典一覧
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
特典
１．1 年間、入館無料
1 年間何度でも、以下の対象施設に無料で入館が可能です。
森美術館・東京シティビュー・スカイデッキ
※森アーツセンターギャラリーは対象外
2．優先入場
専用カウンターのご利用で混雑時にはスムーズにご入館いただけます。
3．同伴者優待
ご同伴者 5 名様まで、優待料金にてご入館いただけます。
一般 300 円引き
スカイデッキ 追加料金なし
※展覧会によって料金が変更になる場合があります。
4．ミュージアムショップ、ミュージアムカフェ＆レストラン 10％OFF
ミュージアムショップ、ミュージアムカフェ＆レストランのお会計が、10％OFF になります。
※一部対象外あり。
※ミュージアムカフェ＆レストランは、イベントや貸切等によりご利用いただけない場合があります。
※特別メニュー、コラボレーションメニューは割引対象外です。
5．その他の特典
三菱一号館美術館 入館料割引
当面のあいだ、本割引サービスは中止となります。あらかじめご了承ください。
開催中の展覧会において、年間パスポート掲示により、本人および同伴者 1 名の入館料が
200 円引となります。
※対象は一般、学生の入館料のみ。
※他の割引との併用はできません。
三菱一号館美術館ウェブサイト
http://mimt.jp/

ご利用にあたっての注意事項


本パスポートをご利用いただくには、登録手続きが必要になります。なお、登録時に個人認証用の
顔写真を撮影します。あらかじめご了承ください。



本パスポートのご提示で、登録日より 1 年間に限り森美術館、東京シティビュー、スカイデッキ、およ
びミュージアムカフェ＆レストランに何度でもご入館いただけます。



本パスポートは、ご登録いただいたご本人様のみ有効です。他人への貸与・譲渡はできません。また
払戻し、破損・紛失等による再発行はできません。



ご来館時に本パスポートをご提示ください。当日入館券を発行いたします。ご提示がない場合は通
常料金を申し受けますのでご注意ください。



ご同伴者 5 名様まで優待料金（一般 300 円引き、スカイデッキは追加料金なし）にてご入館い
ただけます。学生、子供料金の設定はありません。



森美術館は展示替えにより閉館している場合があります。



スカイデッキは、強風、降雨、落雷等により予告なく閉鎖する場合があります。



ミュージアムショップには「森美術館 ショップ 53」「東京シティビュー ショップ」「森美術館 ショップ」が
含まれます。（割引には一部対象外あり）



ミュージアムカフェ＆レストランはカフェエリア「THE SUN」とレストランエリア「THE MOON」があります。



ミュージアムカフェ＆レストランは、貸切等によりご利用いただけない場合があります。また、イベントに
よって追加料金が必要になる場合があります。



森アーツセンターギャラリーへの入場に際しては、別途追加料金が必要になります。



各施設での特別イベント開催時は、本パスポートでご入館いただけない場合があります。

Mori Art Museum + Tokyo City View Passport Exclusive Privileges
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Exclusive Privileges
１．Free admission for a year
Free admission to the facilities below as many times as you like for a year.
Mori Art Museum・Tokyo City View・Sky Deck * Excludes Mori Arts Center Gallery
2．Priority admission
Priority admission during busy hours.
3．Discounted admission for 5 guests
300 yen admission discount for up to 5 guests will be applied. * Adult admission
ONLY
No additional fee for the Sky Deck.
* Discount fee might be changed in some exhibitions.
4．10 % discount at the Museum Shops and Museum Cafe & Restaurant
10% discount on items purchased at the Mori Art Museum Shops (excluding some
items) and on payments at the Museum Cafe & Restaurant.
* Museum Cafe & Restaurant may not be available for use when rented out for some
events and/or exclusive use.
* Please note discounts do not apply to the special menus and collaboration menus.
5．Other Benefits
Admission Discount to Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo
This admission discount service has been suspended for the time being (until
further notice). Thank you for your understanding.
Please present the Passport at the ticket counter of Mitsubishi Ichigokan Museum
and receive an admission discount of 200 yen. Discount is applied to the holder and
one accompanied guest.
* Applied to “Adult” and “Student” admission only.
* The discount is not applicable in combination with other discounts.
Mitsubishi Ichigokan Museum Website: http://mimt.jp/english/

Terms and Conditions of Use


Registration is required in order to use the Passport. Please note that we take
photographs of yours for the ID.



The Passport, when presented upon admission, entitles the holder to
unlimited entry into the Mori Art Museum, the Tokyo City View, the Sky Deck
and the Museum Cafe & Restaurant for one full year from the date of
registration.



The Passport is valid only when used by the registered holder. The Passport is
non-transferable and non-refundable and cannot be reissued in the event of
loss or destruction.



Please present the Passport at the ticket counter and receive an admission
ticket valid for that day. Free admission will not be granted otherwise.



300 yen admission discount for up to five guests will be applied. Adult
admission ONLY. There is no discount for students or children.



Please note that the Mori Art Museum may be closed between exhibitions.



Please note that the Sky Deck may be closed without prior notification due to
severe weather conditions, such as strong wind, heavy rain and lightning.



The Museum Shops include “MORI ART MUSEUM SHOP 53,” “TOKYO CITY
VIEW SHOP,” and “MORI ART MUSEUM SHOP.” (Discount excluded in some
payments)



Museum Cafe & Restaurant comprise of THE SUN and THE MOON.



Museum Cafe & Restaurant may not be open to public when rented out for an
exclusive use. Also, extra fees may apply during special events.



Admission entrance fee to the Mori Arts Center Gallery will be required.



Entry may be declined when special events are held at each of these facilities.

