
 

（別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 6月実施分(1)） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京都庭園美術館 

令和元年 6月 28日(金) 

   ～6月 29日(土) 

10時 00分～17時 30分 

・キスリング展 ・本館玄関の車寄前 

東京都庭園美術館管理係 

電話 ０３－３４４３－０２０１  

http://www.teien-art-museum.ne.jp 

東京都江戸東京博物館 

令和元年 6月 28日(金) 

   9時 30分 ～17時 30分 

6月 29日(土)  

   9時 30分 ～19時 30分 

・常設展示 

・１階正面入口 

・１階北側入口 

・３階エスカレーター前 

東京都江戸東京博物館管理課管理係 

電話 ０３－３６２６－９９０９ 

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp 

江戸東京たてもの園 

令和元年 6月 28日(金) 

   ～6月 29日(土)  

 9時 30分～17時 00分 

・常設展示 ・ビジターセンター正面入口 

江戸東京たてもの園 

電話 ０４２－３８８－３３００ 

http://www.tatemonoen.jp 

東京都写真美術館 

令和元年 6月 28日(金) 

 10時 00分 ～20時 00分 

6月 29日(土)  

 10時 00分 ～18時 00分 

・TOP ｺﾚｸｼｮﾝ イメージを読む 

場所をめぐる４つの物語 

・宮本隆司 いまだ見えざるところ 

・世界報道写真展 

・１階東出入口 

・１階西出入口 

・１階カフェ美術館側出入口 

東京都写真美術館管理課管理係 

電話 ０３－３２８０－００３１ 

http://www.topmuseum.jp 

トーキョーアーツ 

アンドスペース 本郷 

令和元年 6月 28日(金) 

   ～6月 29日(土)  

 11時 00分 ～19時 00分 

・予兆の輪郭―トーキョーアーツア

ンドスペース レジデンス 2019成

果発表展― 

・入口 

トーキョーアーツアンドスペース 

オフィス 

電話 ０３－５２４５－１１４２ 

http://www.tokyoartsandspace.jp 

東京都美術館 

令和元年 6月 28日(金) 

 9時 30分～20時 00分 

       6月 29日(土)  

 9時 30分～17時 30分 

・特別展「クリムト展 ウィーンと 

日本 1900」 

・公募展 

・都美セレクション  

グループ展 2019 

・正門付近 

・通用口 

東京都美術館企画調整課管理係 

電話 ０３－３８２３－６９２１ 

http://www.tobikan.jp 

 

 

 



 

（別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 6月実施分(2)） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京文化会館 

令和元年 6月 28日(金) 

開場時間（18時 20分～

19時 00分） 

    及び休憩時間 

・アンサンブル コルディエ 

定期演奏会 Vol.49 
・エントランスロビー等 

東京文化会館管理課管理係 

電話 ０３－３８２８－２１１１ 

http://www.t-bunka.jp 

東京芸術劇場 

令和元年 6月 28日(金) 

～6月 29日(土) 

  9時 00分～22時 00分      

・プラータナー：憑依のポートレー  

 ト＊ 

・文学座公演「ガラスの動物園」 

・第 7回心のアート展 

・法政大学六月展 

・青森の銘木「樹幸」の世界 

・立教大学交響楽団東京演奏会 

 （※29日のみ） 

・各階出入口周辺 等 

東京芸術劇場管理課管理係 

電話 ０３－５３９１－２１１２ 

http://www.geigeki.jp 

＊ 報道発表後に公演情報を追加 

  



 

（別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 8月実施分） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京文化会館 

令和元年 8月 1日(木) 

  開場時間（18時 00分～

19時 00分） 

及び休憩時間 

《響の森》Vol.44 ・エントランスロビー等 

東京文化会館管理課管理係 

電話 ０３－３８２８－２１１１ 

http://www.t-bunka.jp 

 

  



 

（別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 9月実施分(1)） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京都庭園美術館 

令和元年 9月 20日(金)～21日(土) 

10時 00分～17時 30分 
・1933年の室内装飾展 

・本館玄関の車寄前 

東京都庭園美術館管理係 

電話 ０３－３４４３－０２０１  

http://www.teien-art-museum.ne.jp 令和元年 9月 29日(日) 

10時 00分～17時 30分 
・庭園のみ公開 

東京都江戸東京博物館 

令和元年 9月 20日(金)、29日(日) 

   9時 30分～17 時 30分 

9月 21日(土) 

      9時 30分～19 時 30分 

・常設展示 

・特別展「士サムライ―天下太平

を支えた人々―展」 

・１階正面入口 

・１階北側入口 

・３階エスカレーター前 

東京都江戸東京博物館管理課管理係 

電話 ０３－３６２６－９９０９ 

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp 

江戸東京たてもの園 

令和元年 9月 20日(金)～22日(日)、 

   28日(土)～29日(日) 

9時 30分～17時 00分 

・常設展示 
・ビジターセンター 

正面入口 

江戸東京たてもの園 

電話 ０４２－３８８－３３００ 

http://www.tatemonoen.jp 

東京都写真美術館 

令和元年 9月 20日(金)  

     10時 00分 ～20時 00分 

9月 21日(土) 

10時 00分～18時 00分 

・TOP ｺﾚｸｼｮﾝ イメージを読む 

時間と物語（仮） 

・嶋田忠 野生の瞬間 

・映像展 ポーランド女性作（仮） 
・１階東出入口 

・１階西出入口 

・１階カフェ美術館側出入口 

東京都写真美術館管理課管理係 

電話 ０３－３２８０－００３１ 

http://www.topmuseum.jp 
令和元年 9月 29日(日) 

10時 00分～18時 00分 

・TOP ｺﾚｸｼｮﾝ イメージを読む 

時間と物語（仮） 

・映像展 ポーランド女性作（仮） 

東京都現代美術館 

令和元年 9月 20日(金)～22日(日)、 

      27日(金)～29日(日) 

10時 00分～18時 00分 

・MOTサテライト（仮題） 

・夏休み特別企画展 

「あそびの時間」（仮題） 

・メインエントランス 

・パークサイド 

エントランス 

・駐車場から 

美術館への入口 

東京都現代美術館管理課管理係 

電話 ０３－５２４５－４１１１ 

http://www.mot-art-museum.jp/ 

トーキョーアーツ 

アンドスペース 本郷 

令和元年 9月 20日(金)～21日(土)、 

   29日(日) 

11時 00分～19時 00分 

・Emerging 2019 ・入口 

トーキョーアーツアンドスペース 

オフィス 

電話 ０３－５２４５－１１４２ 

http://www.tokyoartsandspace.jp 

 



 

（別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 9月実施分(2)） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京都美術館 

令和元年 9月 20日(金)  

      9時 30分～20時 00分 

9月 21日(土)、29日(日)  

      9時 30分～17時 30分 

・特別展「コートールド美術館

展 魅惑の印象派」 

・企画展「伊庭靖子展 まなざ

しのあわい」 

・公募展 

・正門付近 

・通用口 

東京都美術館企画調整課管理係 

電話 ０３－３８２３－６９２１ 

http://www.tobikan.jp 

東京文化会館 

令和元年 9月 13日(金) 

        18時 00分～19時 00分 
・上野 de クラシック Vol.32 

・エントランスロビー等 
東京文化会館管理課管理係 

電話 ０３－３８２８－２１１１ 

http://www.t-bunka.jp 

令和元年 9月 21日(土) 

        15時 45分～16時 30分 

・英国ロイヤル･オペラ 

「オテロ」 

令和元年 9月 29日(日) 

        13時 30分～14時 00分 

・ドビュッシー弦楽四重奏団 

演奏会 

※ 各ホールへご入場される全てのお客様を対象に、手荷物検査を実施する予定です。 

詳細が決まりましたら、改めて、お知らせいたします。 

東京芸術劇場 

令和元年 9月 20日(金)～21日(土)、 

   29日(日) 

        9時 00分～22 時 00分 

未定 ・各階出入口周辺 等 
東京芸術劇場管理課管理係 

電話 ０３－５３９１－２１１２ 

http://www.geigeki.jp ※ 実施日時や実施場所等は、予定となります。 

詳細が決まりましたら、改めて、お知らせいたします。 

 

  



 

（別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 10月実施分(1)） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京都庭園美術館 

令和元年 10月 5日(土)～6日(日) 

10時 00分～17時 30分 
・庭園のみ公開 

・本館玄関の車寄前 

東京都庭園美術館管理係 

電話 ０３－３４４３－０２０１  

http://www.teien-art-museum.ne.jp 令和元年 10月 19日(土)～20日(日) 

10時 00分～17時 30分 
・アジアのイメージ 

東京都江戸東京博物館 

令和元年 10月  5日(土)、19日(土) 

9時 30分～19時 30分 

10月  6日(日)、20日(日) 

       9時 30分～17時 30分 

・常設展示 

・特別展「士サムライ―天下太平を

支えた人々―展」 

・１階正面入口 

・１階北側入口 

・３階エスカレーター前 

東京都江戸東京博物館管理課管理係 

電話 ０３－３６２６－９９０９ 

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp 

江戸東京たてもの園 
令和元年 10月 19日(土)～20日(日) 

        9時 30分～16時 00分 

・常設展示 

・小出邸と堀口捨己展（仮） 

・ビジターセンター 

正面入口 

江戸東京たてもの園 

電話 ０４２－３８８－３３００ 

http://www.tatemonoen.jp 

東京都写真美術館 

令和元年 10月 5日(土)～6日(日)  

10時 00分～18時 00分 

・TOP ｺﾚｸｼｮﾝ イメージを読む 

時間と物語（仮） 

・国際展 洞窟：実像と虚像（仮） 

・映像展ポーランド女性作（仮） 
・１階東出入口 

・１階西出入口 

・１階カフェ美術館側出入口 

東京都写真美術館管理課管理係 

電話 ０３－３２８０－００３１ 

http://www.topmuseum.jp 
令和元年 10月 19日(土)～20日(日) 

10時 00分～18時 00分 

・TOP ｺﾚｸｼｮﾝ イメージを読む 

時間と物語（仮） 

・国際展 洞窟：実像と虚像（仮） 

・キヤノン 写真新世紀 

東京都現代美術館 

令和元年 10月  5日(土)～6日(日)、 

       19日(土)～20日(日) 

10時 00分～18時 00分 

・MOTサテライト（仮題） 

・夏休み特別企画展 

「あそびの時間」（仮題） 

・メインエントランス 

・パークサイド 

エントランス 

・駐車場から 

美術館への入口 

東京都現代美術館管理課管理係 

電話 ０３－５２４５－４１１１ 

http://www.mot-art-museum.jp/ 

トーキョーアーツ 

アンドスペース 本郷 

令和元年 10月 19日(土)～20日(日) 

11時 00分～19時 00分 
・TOKAS project vol.2 ・入口 

トーキョーアーツアンドスペース 

オフィス 

電話 ０３－５２４５－１１４２ 

http://www.tokyoartsandspace.jp 



  （別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 10月実施分(2)） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京都美術館 

令和元年 10月 5日(土)～6日(日) 

     9時 30分 ～ 17時 30分 

・特別展「コートールド美術館展 

魅惑の印象派」 

・企画展「伊庭靖子展 まなざしの 

あわい」 

・公募展 

・正門付近 

・通用口 

東京都美術館企画調整課管理係 

電話 ０３－３８２３－６９２１

http://www.tobikan.jp 

令和元年 10月 19日(土)～20日(日) 

         9時 30分 ～ 17時 30分 

・特別展「コートールド美術館展 

 魅惑の印象派」 

・公募展 

東京文化会館 

令和元年 10月 5日(土)  

      13時 00分～14時 00分 

・黒岩航紀ピアノリサイタル 

・東京二期会オペラ劇場 

「蝶々夫人」 

・エントランスロビー等 東京文化会館管理課管理係 

電話 ０３－３８２８－２１１１ 

http://www.t-bunka.jp 

令和元年 10月 6日(日)  

      13時 00分～14時 00分 

・中村静香＆深沢亮子 

デュオリサイタル 

・東京二期会オペラ劇場 

「蝶々夫人」 

令和元年 10月 19日(土)  

       時間未定 

・今井顕ピアノリサイタル 

・ＮＢＡバレエ団「海賊」  

令和元年 10月 20日(日)  

       時間未定 

・第 28回 和波たかよし  

アフタヌーンコンサート 

・ＮＢＡバレエ団「海賊」   

※ 各ホールへご入場される全てのお客様を対象に、手荷物検査を実施する予定です。 

詳細が決まりましたら、改めて、お知らせいたします。 

東京芸術劇場 

令和元年 10月 5日(土)～ 6日(日)、 

       19日(土)～20日(日) 

       9時 00分～22時 00分 

未定 ・各階出入口周辺 等 東京芸術劇場管理課管理係 

電話 ０３－５３９１－２１１２ 

http://www.geigeki.jp ※ 実施日時や実施場所等は、予定となります。 

詳細が決まりましたら、改めて、お知らせいたします。 

 



（別紙） 

手荷物検査の実施施設及び実施日時等（令和元年 11月実施分） 

施 設 実施日時 
開催中の展覧会・ 

対象となる公演等 
実施場所 お問い合わせ先 

東京都庭園美術館 
令和元年 11月 1日(金) 

10時 00分～17時 30分 
・アジアのイメージ ・本館玄関の車寄前 

東京都庭園美術館管理係 

電話 ０３－３４４３－０２０１  

http://www.teien-art-museum.ne.jp 

東京都江戸東京博物館 
令和元年 11月 1日(金) 

 9時 30分～17時 30分 

・常設展示 

・特別展「士サムライ―天下太平

を支えた人々―展」 

・１階正面入口 

・１階北側入口 

・３階エスカレーター前 

東京都江戸東京博物館管理課管理係 

電話 ０３－３６２６－９９０９ 

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp 

江戸東京たてもの園 
令和元年 11月 1日(金) 

  9時 30分～16時 00分 

・常設展示 

・小出邸と堀口捨己展（仮） 

・ビジターセンター 

正面入口 

江戸東京たてもの園 

電話 ０４２－３８８－３３００ 

http://www.tatemonoen.jp 

東京都写真美術館 
令和元年 11月 1日(金)  

10時 00分 ～20時 00分 

・TOP ｺﾚｸｼｮﾝ イメージを読む 

時間と物語（仮） 

・国際展 洞窟：実像と虚像（仮） 

・キヤノン 写真新世紀 

・１階東出入口 

・１階西出入口 

・１階カフェ美術館側出入口 

東京都写真美術館管理課管理係 

電話 ０３－３２８０－００３１ 

http://www.topmuseum.jp 

トーキョーアーツ 

アンドスペース 本郷 

令和元年 11月 1日(金) 

      11時 00分～19時 00 分 
・TOKAS project vol.2 ・入口 

トーキョーアーツアンドスペース 

オフィス 

電話 ０３－５２４５－１１４２ 

http://www.tokyoartsandspace.jp 

東京都美術館 
令和元年 11月 1日(金)  

 9時 30分～20時 00分 

・特別展「コートールド美術館展 

 魅惑の印象派」 

・公募展 

・正門付近 

・通用口 

東京都美術館企画調整課管理係 

電話 ０３－３８２３－６９２１ 

http://www.tobikan.jp 

東京文化会館 

令和元年 11月 1日(金)  

       時間未定 

・二代目 高橋竹山  

津軽三味線コンサート 
・エントランスロビー等 東京文化会館管理課管理係 

電話 ０３－３８２８－２１１１ 

http://www.t-bunka.jp ※ 各ホールへご入場される全てのお客様を対象に、手荷物検査を実施する予定です。 

詳細が決まりましたら、改めて、お知らせいたします。 

東京芸術劇場 

令和元年 11月 1日(金) 

 9時 00分～22時 00分 
未定 ・各階出入口周辺 等 東京芸術劇場管理課管理係 

電話 ０３－５３９１－２１１２ 

http://www.geigeki.jp 
※ 実施日時や実施場所等は、予定となります。 

    詳細が決まりましたら、改めて、お知らせいたします。 

 


