
展覧会名／団体名 展示内容 展覧会期（初日・最終日開催時間） 展示室・ギャラリー 観覧料 ※（ ）内は団体料金 問い合わせ先
再興第103回　院展
公益財団法人　日本美術院

日本画 9月1日（土）→9月17日（月）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
最終日入場12:00まで／閉会13:00

ロビー階　第1・2・3・4展示室 一般900円（700円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

70歳以上700円
学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料
※「特別展」、「企画展」チケット持参の方は200円引き

03-3821-4510
http://www.nihonbijutsuin.or.jp

第54回　主体展
主体美術協会

油彩画、水彩画 ほか 9月1日（土）→9月17日（月）
最終日入場11:30まで／閉会12:00

1階　第1・2・3展示室 一般800円（500円）、大学生500円（200円）
※（ ）内は団体料金（20名以上）
65歳以上500円 
高校生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料
※「特別展」、「企画展」チケット持参の方は300円引き

0297-85-6665
http://www.shutaiten.com/

第55回　近代美術協会展
近代美術協会

油彩画、水彩画、日本画、版画 8月31日（金）→9月8日（土）
初日13:00→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第4展示室 一般500円（300円）、大学生300円（200円）
※（ ）内は団体料金（5名以上）
高校生以下・60歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（1名） 無料
※「特別展」、「企画展」チケットご持参の方は100円引き

043-301-4671
http://www.kindaibijutsu.jp

第69回　連合書道展
一般社団法人書芸文化院特別企画事業
第32回　関東女流書展
一般社団法人　書芸文化院

書 9月1日（土）→9月8日（土）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第1・2・3展示室 無料 03-5281-0717

日本山岳写真協会展　2018
－山・われらをめぐる世界
日本山岳写真協会

写真 8月31日（金）→9月8日（土）
初日13:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第4展示室 無料 042-563-5778
http://www.japa.server-shared.com/

第43回　日本手工芸美術展覧会
日本手工芸美術協会

手工芸、工芸 9月10日（月）→9月17日（月）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
初日10:30→17:30
最終日入場12:30まで／閉会13:30

1階　第4展示室 一般700円（350円）、大学生600円（300円）、高校生
300円（150円）　※（ ）内は団体料金（30名以上）

中学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は半額

03-3406-8885
http://ameblo.jp/shukougei/

第56回　全展
全日本美術協会

油彩画、写真、水彩画、日本画 9月9日（日）→9月17日（月）
初日13:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1展示室 一般500円、大学生・高校生・中学生300円
小学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（2名） 無料
※「特別展」、「企画展」チケットご持参の方は100円引き

047-387-8055
http://www.zen-ten.org/

第47回　齣展
齣展

油彩画、水彩画、彫塑・立体、
水墨画、版画、写真 ほか

9月9日（日）→9月17日（月）
初日14:00→17:30
最終日入場12:00まで／閉会13:00

2階　第2展示室 一般500円（400円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名） 無料

048-465-3538
http://www.geocities.jp/komaten1/

第48回　純展
美術協会　純展

油彩画、水彩画、日本画 9月10日（月）→9月17日（月）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
最終日入場13:00まで／閉会15:00

2階　第3・4展示室 一般500円
学生以下・60歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（3名） 無料

047-444-1424
090-8874-0655
http://www.junten.net

第80回記念　一水会展
一水会

油彩画、水彩画、パステル 9月20日（木）→10月5日（金）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

ロビー階　第1・2・3・4展示室 一般800円
学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料
※9月20日（木）のみ70歳以上 無料

042-674-6922
http://www.issuikai.org/

第61回　新協美術展
一般社団法人　新協美術会

油彩画、写真、工芸、
彫塑・立体、水彩画、日本画

9月20日（木）→9月26日（水）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第1・2・3展示室 一般700円（400円）、大学生300円（200円）、高校生・
中学生200円（100円）　※（ ）内は団体料金（15名以上）

小学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名） 無料

03-3946-4849
http://www.geocities.jp/shinkyoart/

第48回　双樹展
双樹会

油彩画、日本画、水墨画、
水彩画、色鉛筆、ボールペン

9月19日（水）→9月26日（水）
初日14:00→17:30
最終日入場12:30まで／閉会13:00

1階　第4展示室 一般･大学生・高校生500円（400円）
※（ ）内は団体料金（20名以上）
中学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（1名） 無料

047-475-5408
http://双樹会.jp

第103回　書教展
公益社団法人　全日本書道教育協会

書 9月20日（木）→9月26日（水）
最終日入場12:00まで／閉会13:00

2階　第1・2・3展示室 無料 03-3361-2221
http://shokyou.jp

第13回　21美術展
21美術協会

油彩画、日本画、水彩画 9月19日（水）→9月26日（水）
初日14:00→17:30
最終日入場12:00まで／閉会13:00

2階　第4展示室 一般500円（300円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

大学生・高校生200円
中学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（2名） 無料
※「特別展」、「企画展」チケットご持参の方は100円引き

046-836-3437

第68回　流形展
流形美術会

写真、油彩画、工芸、
彫塑・立体、水彩画、日本画、
水墨画

9月27日（木）→10月5日（金）
初日14:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第1展示室 一般500円（400円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名） 無料

046-268-7750
http://www.ryukei-art.jp/

第42回　新日美展
新日本美術協会

油彩画、工芸、日本画、
水彩画、水墨画

9月27日（木）→10月5日（金）
初日13:00→17:30
最終日入場13:00まで／閉会13:30

1階　第2・3展示室 一般500円（200円）、大学生300円（100円）
※（ ）内は団体料金（5名以上）

高校生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名） 無料
※「特別展」、「企画展」チケットご持参の方は300円引き

045-832-0504
http://www.shinnichibi.org

第24回　極美展
一般社団法人　新極美術協会

日本画、油彩画、水彩画、
工芸、水墨画、版画

9月28日（金）→10月5日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第4展示室 一般・大学生700円（500円）　
※（ ）内は団体料金（20名以上）

高校生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名） 無料

0297-24-2458
http://kyokubiten.com

第20回記念　水彩人展
水彩人

水彩画 9月27日（木）→10月5日（金）
初日14:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1展示室 無料 04-7158-1109
http://suisaijin.net/

2018　汎美秋季展
汎美術協会

油彩画、アクリル画、水彩画、
日本画、彫塑・立体、版画、
写真、水墨画

9月28日（金）→10月5日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第2展示室 無料 03-3773-1328
http://www.hanbi.jp/

第52回　創展
創作画人協会

日本画、油彩画、水彩画、
ミクストメディア、紙絵

9月27日（木）→10月5日（金）
初日13:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第3展示室 無料 049-261-3300
http://www.so-ten.com/

第44回　AJAC展～日本と世界の現代美術～
ＡＪＡＣ

油彩画、水彩画、日本画、
版画、彫塑・立体、工芸、書

9月27日（木）→10月5日（金）
初日13:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会15:00

2階　第4展示室 一般500円（400円）、大学生・高校生300円（200円）
※（ ）内は団体料金（10名以上）
中学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（2名） 無料

0248-76-4713
090-8925-5804
http://www.ajac-art.com

東京都美術館  平成30年度

公募展カレンダー

2018.09

開館時間／9:30～17:30
展覧会初日の入場時刻及び最終日の最終入場時刻にご注意ください。
休室日／8月6日（月）、8月20日（月）、9月3日（月）、9月18日（火）
※掲載情報については、変更となる場合があります。

東京都美術館のウェブサイトでは、年間のおおよその各公募展スケジュールをご確認いただけます。
展覧会開催日程や閉会時間等については、団体ごとに異なりますので、各団体事務局で最新情報を
ご確認の上、ご来館ください。


