
メンバー特典

*1　 有効期限は、ご入会日より翌年の前月末までです。（例：2021年10月5日入会 → 2022年9月30日まで有効）
*2　 各施設での特別イベント開催時は、ご入館いただけない場合があります。森美術館は展覧会会期以外は閉館しています。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。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です。
*3　「ゲスト登録」は、オンライン上でご家族やお友達を招待できる特典です。メンバー本人と同伴せずにご入館いただけます。（「美術館・展望台ID」要登録）
*4　 「MAMCナイト」はフェローおよびベネファクターメンバーを対象とした、閉館後のギャラリーを貸し切りでお楽しみいただくイベントです。
*5　 「MAMCアニュアルカクテルパーティー」はフェローおよびベネファクターメンバーを対象としたイベントです。（参加費別途）
*6　 ミュージアムショップには「森美術館 ショップ」（3階）、「森美術館 ショップ 53」（53階）、「東京シティビュー ショップ」（52階）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、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。
*7　 土日祝（11:00～16:00）のみ利用可能、要予約、6名様まで。六本木ヒルズクラブ利用に関するお問い合わせ：六本木ヒルズクラブ Tel：03-6406-6001

*8　 アカデミーヒルズ利用に関するお問い合わせ：アカデミーヒルズ六本木ライブラリー事務局
　　  メールアドレス：library@academyhills.com（平日10:00～18:00）　 　 

*9　  グランド ハイアット 東京宿泊に関するお問い合わせ：グランド ハイアット 東京 宿泊予約 Tel：0120-088-188

*10  1日につき1枚、美術館または東京シティビューご来館時。
　　  駐車券のご利用は「美術館・展望台チケット／インフォメーション」（六本木ヒルズ森タワー3階）のカウンターにてお申し出ください。
*11  匿名をご希望の場合は、お申し出ください。

上記特典は、やむを得ない事情によりご利用いただけない場合があります。

フェロー
22,000円（税込）

ベネファクター
44,000円（税込）
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フレンド
5,500円（税込）

同伴者1名半額
（一般料金のみ対象）

芳名掲示（施設内および森美術館ウェブサイト）*11

六本木ヒルズ駐車券を1時間分進呈 *10

グランド ハイアット 東京宿泊料ご優待 *9

アカデミーヒルズ（六本木ヒルズ森タワー49階）
LOUNGE 49のご利用（年間3回まで）*8

六本木ヒルズクラブ（六本木ヒルズ森タワー51階）
のご利用（フィフティワンのみ）*7

ミュージアムショップでのお買い物（書籍等一部除外品あり）、
ミュージアムカフェ&レストランでのお会計が10％割引 *6

メンバー向けメールニュース
「MAMCメンバーズ・エクスプレス」配信（不定期）

ラーニング・プログラムの無料参加またはご優待
（一部対象外プログラムあり）

メンバーズイベント
「MAMCアニュアルカクテルパーティー」へご案内 *5

メンバー向けプライベートビューイング「MAMCナイト」へ
同伴者とご招待 *4

森美術館展覧会カタログ引換券を進呈（年間）

森美術館各展覧会の招待券を進呈

森美術館各展覧会内覧会およびオープニングレセプションへ
同伴者とご招待

ゲスト登録 *3

東京シティビュー、スカイデッキにメンバー本人
および同伴者の入館無料 *2

森美術館にメンバー本人入館無料、同伴者の入館特典付き*2

ミュージアム
ショップのみ

10%割引



Members’ Benefits

*1    Your membership expires at the end of the month prior to the month of admission of the following year 
       (e.g., If the date of admission is October 5, 2021, then it should expire on September 30, 2022).
*2    Entry may be declined when special events are held at each of these facilities. Also, Mori Art Museum is closed to the public when there are
       no 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. Admission into the Mori Arts Center Gallery requires additional fee.
*3     “Guest registration” allows members to issue online invitations to friends and family, who can then enter the Museum without actually being
       accompanied by the member. (Requires signing up for a Museum & Observatory ID).
*4     “MAMC Night” is a private-viewing event for Fellow and Benefactor members, providing them with an opportunity to use the gallery
       exclusively after it closes to the public.
*5    The “MAMC Annual Cocktail Party” is organized exclusively for Fellow and Benefactor members (There is a separate fee for attending).
*6    The Museum Shops include “MORI ART MUSEUM SHOP 53,” “TOKYO CITY VIEW SHOP,” and “MORI ART MUSEUM SHOP”
        (Discounts do not apply to certain items). 
       Museum Cafe & Restaurant may not be available for use when rented out for some events and /or exclusive use.
*7    Saturdays, Sundays and Holidays only (11:00-16:00), up to 6 seats. Reservation required. For inquiries on use of Roppongi Hills Club, 
       contact: Roppongi Hills Club Tel: +81-(0)3-6406-6001
*8    For inquiries on use of Academyhills, contact: Roppongi Hills Library Secretariat E-mail: library@academyhills.com (Monday-Friday 10:00-18:00)
*9    For inquiries on staying at the Grand Hyatt Tokyo, 
       contact: Grand Hyatt Tokyo Reservations Tel: 0120-088-188 (domestic) /+81-(0)3-4570-0869 (from overseas)
*10  One pass per day, for visit to the Mori Art Museum and /or the Tokyo City View. 
       Please inquire at the “Museum & Observatory Tickets / Information” (3F, Roppongi Hills Mori Tower).
*11  Please inform us if wish to stay anonymous.
Please note that there may be some cases where some of the benefits above are not available due to inevitable reasons.
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Your name to be listed
(within the facilities and on the Mori Art Museum website) *11

One-hour parking voucher for the Roppongi Hills Parking*10

Special lodging rate at the Grand Hyatt Tokyo *9

Use of LOUNGE 49 (Academyhills, 49F, Roppongi Hills Mori Tower) :
up to three times annually *8

Use of “fifty-one” at Roppongi Hills Club
(51F, Roppongi Hills Mori Tower) *7

A 10% discount on Museum Shop purchases (excluding certain 
items such as books) and Museum Cafe & Restaurant payments*6

Delivery of the “MAMC Members Express” e-mail newsletter for
members (published irregularly)

Priority booking and /or free participation in learning programs 
(excluding certain programs)

Invitation to “MAMC Annual Cocktail Party” members’ event, 
with the invitation also extended to a member’s guest(s) *5

Invitation to a private-viewing members’ event “MAMC Night,” 
with the invitation also extended to a member’s guest(s) *4

Mori Art Museum exhibition catalogue exchange coupons presented per year

Complimentary tickets presented for each Mori Art Museum exhibition

Invitation to Mori Art Museum exhibition previews and opening receptions, 
with the invitation also extended to a member’s guest(s)

Guest registration *3

Free admission into the Tokyo City View and the Sky Deck, 
with free admission for guest(s) accompanying a member *2

Free admission into the Mori Art Museum, with discounted or 
free admission for guest(s) accompanying a member *2

10% discount
only at
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	MAMC_パンフ_中_特典日.pdf
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