２０２２年５月１２日

あべのハルカス美術館 ご来館者様３００万人達成
記念セレモニーを開催しました！
～記念回数カードを発売、記念抽選会を実施します～
日本一高いビル「あべのハルカス」の１６階にある美術館「あべのハルカス美術館」では、
２０１４年３月７日（金）の開館から数え、本日５月１２日（木）に、ご来館者様累計３００万人目
のお客様をお迎えいたしました。

これを記念して、「ご来館３００万人達成記念セレモニー」を「あべのハルカス」１６階の美術館
前ロビーにて実施し、３００万人目となったご来館者様に記念品をプレゼントいたしました。
また、 ５月１４日（土）より「庵野秀明展」以降の展覧会に５回、入場できるお得な「記念回数
カード」を発売するほか、５月２１日（土）・２２日（日）には「３００万人達成記念抽選会」を実施
いたします。
「あべのハルカス美術館」では、今後もより多くのお客様にご来館いただき、ご満足いただけるよう、
様々な展覧会を実施してまいります。
本日実施した「ご来館３００万人達成記念セレモニー」および記念抽選会、記念回数カードの概要は、
別紙のとおりです。

ご来館者３００万人達成セレモニーの様子

１

別紙
[１] ご来館３００万人達成記念セレモニー 実施概要

（１）日

時

（２）実施場所
（３）登壇者

２０２２年５月１２日（木）１４時００分～
あべのハルカス１６階 美術館前ロビー
・３００万人目のご来館者様
大阪府大阪市住吉区在住
吉田 尚史（よしだ なおし）様（写真左から２番目）
寺島 千早（てらしま ちはや）様（写真左から３番目）
・あべのハルカス美術館 館長 浅野 秀剛（あさの しゅうごう）
・ハルカス３００（展望台）キャラクター あべのべあ

（４）主な内容
①3００万人目のご来館者様紹介
②あべのハルカス美術館 館長 浅野 秀剛 登壇
ハルカス３００キャラクター あべのべあ 登壇
③記念品贈呈※
④館長あいさつ
※記念品の内容
・美術館入館１年間フリーパス（非売品）
・ハルカス３００(展望台)当日券引換券
・「庵野秀明展」図録
（５）出席者コメント
●３００万人目のご来館者様

吉田 尚史 様

初めて訪れたあべのハルカス美術館で、このような記念すべき300万人目に
選ばれて大変驚いています。庵野秀明展は東京での開催中から大阪に来るのを
楽しみにしていて来月観に来る予定でしたが、たまたま今日あべので予定が
あり来館したので幸運でした！

●あべのハルカス美術館 館長

浅野 秀剛

コロナ禍が長引く中でも毎日多くのお客様にあべのハルカス美術館を
お楽しみいただき、無事に本日３００万人目のお客様を迎えることができ、
有難い気持ちでいっぱいです。
今後もあべのハルカスに美術館があってよかったと思ってもらえるような
美術館を目指して運営をしていきたいと考えています。

２

［２］記念回数カードの販売
有効期間中の展覧会に５回、入場可能なお得な回数カードを枚数限定で販売いたします。
（１）販売期間 ２０２２年５月１４日（土）１０：００～なくなり次第販売終了
（２）販売枚数 １，０００枚

※ご購入はお一人様10枚まで

（３）販売価格 ６，０００円（税込）

（４）販売場所 あべのハルカス美術館チケットカウンター
（５）有効期間 購入日～２０２３年６月※

回数カード イメージ

※有効期限は２０２３年６月まで開催する展覧会の会期終了日です。
▼有効期間中の展覧会ラインナップ
展覧会名

会期

庵野秀明展

2022年4月16日～6月19日

出版120周年 ピーターラビットTM展

7月2日～9月4日

楳図かずお大美術展

9月17日～11月20日

アリス―へんてこりん、へんてこりんな世界―

12月10日～2023年3月5日

未発表（2022年6月頃発表予定）

2023年4月下旬～6月中旬開催予定

［３］３００万人記念抽選会
来館者３００万人達成を記念して５月２１日(土)、２２日(日)の２日間、美術館ご来館者様を
対象にあべのハルカス美術館やあべのハルカス関連商品等が当たる抽選会を実施いたします。
（１）期間 ２０２２年５月２１日（土）、２２日（日）各日１１：００～
（２）場所 あべのハルカス１６階 美術館前ロビー
（３）対象 開催中の展覧会「庵野秀明展」のチケット(半券可)をお持ちの方、
各日先着５００名、合計１，０００名様
（４）賞品内容
特賞
: あべのハルカス美術館１年間入館フリーパス（２名）
１等賞 : 大阪マリオット都ホテル１９階ライブキッチン「ＣＯＯＫＡ」(クーカ)
ランチペア券（４名）
２等賞 : 近鉄グループ商品券３，０００円分（１０名）
３等賞 : あべのハルカス美術館 展覧会招待券（３０名）
４等賞 : ハルカス300(展望台)当日券引換券（５０名）など

３

参考
［１］開館から現在までの展覧会ラインナップ
年

展覧会名

度
13 お披露目展示
開館記念特別展

東大寺

ﾐﾗﾉ ﾎﾟﾙﾃﾞｨ・ﾍﾟｯﾂｫｰﾘ美術館
14

年

会期

華麗なる貴族コレクション

展覧会名

度

3/7(金)～3/9(日)

クマのプーさん展

3/22(土)～5/18(日)

ギュスターヴ・モロー展

5/31(土)～7/21(祝・月)

会期
4/27(土)～6/30(日)

サロメと宿命の女たち

19 ラファエル前派の軌跡展

10/5(土)～12/15(日)

デュフィ展

8/5(火)～9/28(日)

カラヴァッジョ展

新印象派－光と色のドラマ

10/10(金)～1/12(祝・月)

国宝東塔大修理落慶記念

高野山開創1200年記念

1/23(金)～3/8(日)

日本フィンランド外交関係樹立100周年記念

川喜田半泥子物語

高野山の名宝

ムーミン展

3/17(火)～5/10(日)

-その芸術的生涯-

12/26(木)～2/16(日)
薬師寺展

THE ART AND THE STORY

5/22(金)～7/12(日)

トーベ・ヤンソン展

7/25(土)～9/27(日)

三沢厚彦

10/10(土)～12/6(日)

ヨーロッパの宝石箱

12/12(土)～1/27(水)

生誕160年記念

長谷寺の名宝と十一面観音の信仰

2/6(土)～3/27(日)

ポーラ美術館コレクション展

ピカソ、天才の秘密

4/9(土)～7/3(日)

15 春信一番！写楽二番！
光のワンダーランド

スター・ウォーズ展
16 大妖怪展

魔法の美術館

未来へつづく、創造のビジョン。
世界の棟方志功

ルノワール先生 －梅原龍三郎が出会った西洋美術

4/17(土)～6/27(日)
7/9(金)～9/5(日)
9/17(金)～11/7(日)
11/20(土)～1/16(日)
1/28(金)～4月3日(日)

22 庵野秀明展

1/24(火)～3/26(日)

印象派・光の系譜

4/16(土)～6月19日(日)

7/29(土)～9/24(日)
10/6(金)～11/19(日)

ジブリの立体建造物展

12/2(土)～2/5(月)
2/16(金)～4/15(日)

夢と現の女たち

ボストン美術館浮世絵名品展
チームラボ

1/30(土)～3/28(日)

イスラエル博物館所蔵

6/6(火)～7/17(月・祝)

東郷青児展

素敵な100年人生

11/19(土)～1/15(日)

没後70年 北野恒富展 なにわの美人図鑑

生誕120年

グランマ・モーゼス展

11/21(土)～1/17(日)

コレクター福富太郎の眼

4/4(火)～5/28(日)

叡尊と一門の名宝

リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

9/10(土)～11/6(日)

マティスとルオー －友情50年の物語－
17 創建1250年記念 奈良 西大寺展
北斎 －富士を超えて－

7/4(土)～8/30(日)
9/12(土)～11/8(日)

ANIMALS IN ABENO HARUKAS

21 モネ、ルノワールからピカソ、シャガールまで
tupera tupera のかおてん.

7/16(土)～8/30(火)

土偶から妖怪ウォッチまで

わだばゴッホになる
拝啓

ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ美術館浮世絵名品展

2/28(金)～3/1(日)

20 奇才 －江戸絵画の冒険者たち－

昔も今も、こんぴらさん。-金刀比羅宮のたからもの-ムーミンと生きる-

7/13(金)～9/23(月・祝)

鈴木春信

4/24(火)～6/24(日)

学ぶ！未来の遊園地

7/13(金)～9/2(日)

18 太陽の塔
生誕120年 イスラエル博物館所蔵

9/15(土)～11/4(日)
ミラクル エッシャー展

驚異の超絶技巧！明治工芸から現代アートへ

11/16(金)～1/14(日)
1/26(土)～4/14(日)

※現在開催中の展覧会「庵野秀明展」

［２］今後の展覧会ラインナップ
年

展覧会名

度

会期

出版120周年 ピーターラビットTM展

7/2(土)～9/4(日)

22 楳図かずお大美術展

9/17(土)～11/20(日)

アリス―へんてこりん、へんてこりんな世界ー

「出版120周年 ピーターラビットTM展」

12/10(土)～3/5(日)

「楳図かずお大美術展」

「アリスーへんてこりん、へんてこりんな世界ー」

ジョン・テニエル《マッド・ハッターのお茶会でのアリス》
(『不思議の国のアリス』初刊行版本より) 1866年
V&A内ナショナル・アート図書館蔵
© Victoria and Albert Museum, London

《ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館》（部分）楳図かずお
2021年 ©楳図かずお
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［３］あべのハルカス美術館について
《コンセプト》
あべのハルカス美術館は、人とアートが気軽に、かつ深くふれあえる拠点となるような
美術館をめざしています。駅直上、さらには百貨店、オフィス、ホテルや展望台などを
擁する複合ビル内に位置するメリットを最大限に活かし、幅広いライフスタイルや感性
をもつ人々と、幅広い時代やジャンルのアートをつないでいきます。あらゆる人とあら
ゆるアートが集結し、交差し、そこから新たな美と創造力が起ちあがるミュージアムと
してあべのハルカス美術館は、人の心を、動かしていきます。
《開館時間》
火 ～ 金 10：00～20：00
月土日祝 10：00～18：00
＊入館は閉館30分前まで
《休館日》
一部の月曜日、展示替期間、年末年始
＊開館時間 休館日は変更になる場合がございます
《所在地》
〒545-6016大阪市阿倍野区阿倍野筋１-１-４３
あべのハルカス１６階
《アクセス》
・近鉄「大阪阿部野橋駅」
・ＪＲ・地下鉄「天王寺駅」
・阪堺上町線「天王寺駅前駅」下車すぐ
※あべのハルカス美術館へはシャトルエレベーター
【乗り口：地下１階】をご利用ください。

《公式ＨＰ》 https://www.aham.jp/

５

