＜平成 24 年 9 月 28 日発表＞

芸術の秋は西鉄電車と西鉄バスで美術館・博物館へ行こう！

１．九州国立博物館きっぷ
２．福岡市美術館きっぷ
通常よりも 300 円もおトクな企画
企画乗車券
企画乗車券を
乗車券 2 種発売いたします
● 西日本鉄道㈱では、平成 24 年 10 月 9 日（火）から 12 月 2 日（日）までの期間、九州国立博物館
で開催される特別展『フェルメール「真珠の首飾りの少女」in ベルリン国立美術館展』とタイアップし
た、西鉄電車の企画乗車券を発売いたします。
● 同展は、ドイツ・ベルリン国立美術館のうち絵画館、彫刻コレクションおよび素描版画館から、九州初
九州初
公開となるフェルメールの作品をはじめ、イタリアや北方の絵画と彫刻、さらには優れたイタリア素描
公開
の傑作計 107 点を紹介し、西洋美術の歴史そのものを展望できる貴重な企画です。特に、目玉の
「真珠の首飾りの少女」は、人気の高いフェルメールの作品の中でも最も繊細で光の表現が美しいと
言われ、日本・九州での公開が待ち望まれていました。
● 当きっぷは、西鉄電車往復乗車券と九州国立博物館観覧券がセットになった割引きっぷで、通常価
格より 300 円お安くお買い求めいただけます。当きっぷ限定の特製ポストカードのプレゼントや、太宰
府天満宮周辺の観光施設で割引特典が受けられる「太宰府クーポン」もセットになり、大変おトクな内
容となっております。
● また当社では、平成 24 年 10 月 6 日（土）から 11 月 25 日（日）までの期間、福岡市美術館で開催
される特別展『大英博物館 古代エジプト展』とタイアップした、西鉄電車・西鉄バスの企画乗車券も
発売いたします。
● 同展では、イギリス・大英博物館が世界に誇るエジプトコレクションから、パピルスを中心に、棺やミイラ
など約 180 点を紹介。世界最長 37m の「死者の書」と約 3 千年前の「グリーンフィールド・パピルス」
の全容が九州初公開
九州初公開されます。
九州初公開
● 当きっぷは、西鉄電車往復乗車券と路線バス往復乗車券、そして福岡市美術館観覧券がセットに
なり、通常料金より 300 円お安くお買い求めいただけます。
● 九州初公開のフェルメールの作品でアートの世界への旅、エジプトコレクションでは歴史の世界への
旅をお楽しみいただける貴重な機会。ぜひ当きっぷをご利用いただき、芸術の秋をご満喫ください！

１．九州国立博物館きっぷ
九州国立博物館きっぷ『
フェルメール「真珠の
真珠の首飾りの
首飾りの少女
ベルリン国立美術館展』
発売の概要
きっぷ『フェルメール「
りの少女」
少女」in ベルリン国立美術館展
国立美術館展』発売の
【発 売 期 間】

平成 24 年 10 月 9 日（火） ～ 12 月 2 日（日）

【内

容】

①西鉄電車往復乗車券
西鉄天神大牟田線各駅～太宰府駅までの往復乗車券
②九州国立博物館観覧券
・特別展『フェルメール「真珠の首飾りの少女」in ベルリン国立美術館展』観覧券
・文化交流展（平常展）観覧券

【特

典】

○特製ポストカード（2 枚組）プレゼント （15,000 セット限定）
○太宰府観光施設割引「太宰府クーポン」プレゼント
※観世音寺、菅公歴史館などで割引特典が受けられます。
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[ポストカードイメージ]

レンブラント派
「黄金の兜の男」
1650-55 年頃
ベルリン国立絵画館蔵
©Staatliche Museen zu Berlin

ヨハネス・フェルメール
「真珠の首飾りの少女」
1662-65 年頃
ベルリン国立絵画館蔵
©Staatliche Museen zu Berlin

【発 売 箇 所】
【発 売 価 格】

【備

２．

考】

駅名
五条・二日市
都府楼前・下大利・紫・朝倉街道
白木原・春日原・桜台・筑紫
雑餉隈・井尻・津古・三国が丘・三沢
大橋・高宮・平尾・薬院・大保・小郡
福岡（天神）・端間
宮の陣・櫛原・久留米・五郎丸・学校前
花畑・試験場前・津福・安武・古賀茶屋・北野
大善寺・三潴・犬塚・大城・金島・大堰
大溝・八丁牟田・本郷
蒲池・柳川・甘木
塩塚・中島
江の浦・開・渡瀬
倉永・東甘木・銀水・新栄町
大牟田

価格（円）
1,500
1,600
1,680
1,760
1,860
1,980
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,620
2,740
2,860
2,980

○大人券のみの発売です。
○小児・身体障がい者割引の設定はございません。

福岡市美術館きっぷ
福岡市美術館きっぷ『
きっぷ『大英博物館 古代エジプト
古代エジプト展
エジプト展』発売の
発売の概要

【発 売 期 間】
【内

西鉄天神大牟田線の各駅 ※ただし、太宰府駅・無人駅は除く

容】

平成 24 年 10 月 6 日（土） ～ 11 月 25 日（日）
①西鉄電車往復乗車券
各駅～西鉄福岡（天神）駅までの往復乗車券
②路線バス往復乗車券
天神～福岡市美術館最寄バス停までの往復乗車券
※福岡市美術館最寄バス停（利用可能バス停）
「城内美術館東口、赤坂三丁目、ＮＨＫ放送センター入口、大手門」
※天神からは「天神協和ビル前、天神警固神社・三越前、天神コア前」バス停をご利用
ください。
③福岡市美術館観覧券
・特別展『大英博物館 古代エジプト展』観覧券
・常設展観覧券
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【発 売 箇 所】

西鉄天神大牟田線の各駅 ※ただし、西鉄福岡（天神）駅・無人駅は除く

【発 売 価 格】

駅名
薬院・平尾・高宮

【備

考】

価格（円）
1,860

大橋

1,960

井尻・雑餉隈
春日原・白木原・下大利
都府楼前・二日市・紫・五条
朝倉街道・桜台・筑紫・太宰府
津古・三国が丘・三沢
大保・小郡・端間
宮の陣・櫛原・久留米・花畑・試験場前・五郎丸・学校前・古賀茶屋
津福・安武・大善寺・北野・大城・金島
三潴・犬塚・大溝・大堰・本郷
八丁牟田・蒲池・甘木
柳川
塩塚・中島・江の浦
開・渡瀬・倉永・東甘木
銀水・新栄町・大牟田

2,040
2,120
2,220
2,340
2,460
2,560
2,760
2,860
2,980
3,100
3,220
3,340
3,460
3,560

○大人券のみの発売です。
○小児・身体障がい者割引の設定はございません。

（参考）
参考） 九州国立博物館の
九州国立博物館の概要
【所 在

地】

太宰府市石坂四丁目 7 番 2 号

【開 館 時 間】

9:30～17:00 （入館は 16:30 まで）

【休 館

日】

月曜日

【料

金】

特別展『フェルメール 「真珠の首飾りの少女」in ベルリン国立美術館展』
一 般 1,500 円（1,300 円） 1,000 円（800 円）
小中生
600 円 （400 円）
[文化交流展（平常展）]
一 般
420 円（210 円）
大学生 130 円（70 円）
※（ ）内は 20 名以上の団体料金です。
※障がい者とその介護者 1 名は無料です。
※特別展観覧券で文化交流展（平常展）もご覧いただけます。

【お問い合わせ先】

050-5542-8600（NTT ハローダイヤル 午前 8 時～午後 10 時）

（参考）
参考） 福岡市美術館の
福岡市美術館の概要
【所 在

地】

福岡市中央区大濠公園 1-6

【開 館 時 間】

9:30～17:30 （入館は 17:00 まで）

【休 館

日】

月曜日 ※10 月 8 日（月・祝）は開館、10 月 9 日（火）は休館

【料

金】

特別展『大英博物館 古代エジプト展』
一 般 1,500 円（1,300 円） 高大生 1,000 円（800 円）
小中生
500 円（400 円）
※（ ）内は前売り、20 名以上の団体料金および 65 歳以上の方の割引料金です。
※障がい者とその介護者 1 名は無料です。

【お問い合わせ先】

092-724-2266（NHK 福岡放送局・事業部 午前 10 時～午後 6 時 ※土日祝日除く）

この件に関するお問い合わせは、西鉄お客さまセンター （℡0570-00-1010） まで
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