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団体でのご来館をお考えの方へ
モデルコースのご案内
※見学時間は

あくまでも目安です。

団体料金

(15 名様以上 )

大人

450 円

15～40名様

高校生

250 円

小・中学生

100 円

ほどの団体様コース

15 分間の解説映像のご視聴後
15 ～ 30 分ほど館内見学
この部屋のみ

撮影OK

第 1 展示室 「闇と絵金」 は 7月のお神

▲絵金蔵外観
▼第 2 展示室
「蔵の穴」

祭を再現したお部屋です。
中の屏風絵はレプリカですが、 第 2 展
示室 「蔵の穴」 の覗き穴から本物の屏

第１展示室「闇と絵金」

風絵 2 点をご覧いただけます。 第 3 展
示室は「絵金百話」と題して、様々な角度で絵金を掘り下げています。
必要であれば作品解説いたしますのでお気軽にご連絡ください。
展示室の詳細につきましては、 絵金蔵公式ホームページ 「展示室のご案内」 をご覧ください。
ページ URL https://www.ekingura.com/facility/index.html

40～60名様

ほどの団体様コース

お客様を 2 班に分けての見学

第３展示室「絵金百話」

解説映像をご覧いただく場所のお席に限りがございますので、 まず、 人数を 2 班に分けます。
15 分間の解説映像の視聴後に１５～３０分ほど館内見学を行う班と、 館内見学後に映像をご覧
になる班となります。※人数が 60 人以上超える場合は、別のプランをご提案させていただきます。
別途ご連絡ください。

班①
(20 ～30 人)

解説映像 15 分

館内見学 15 ～ 30 分

班②
(20 ～30 人)

館内見学 15 ～ 30 分

解説映像 15 分

その他、 ご予定のプランに合わせてご対応いたします。 お気軽にご相談下さい。
TEL/FAX：0887-57-7117

メールにて：ホームページお問い合わせホームよりご連絡下さい。
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海外のお客様の団体での
ご来館をお考えの方へ

当館では外国のお客様向けに、 外国語のサービスを行っております。

対応言語

英語

簡体字

繁体字

韓国語

外国語サービスは専用レンタルタブレット ( 5台用意 ) でご利用いただけます。
アンドロイドのスマートフォンでもアプリをダウンロードいただければ、 同じサービスをうけることがで
きます。 受付にてお尋ねください。

サービス① タブレットによるキャプション翻訳
タブレットのカメラで、 設置されている QR
コードを読み込めば、 館内に設置してい
ＱＲコード

る日本語のキャプションを、 英語、 簡体
字、 繁体字、 韓国語の 4 言語で読むこ

カメラで QR コード

とができます。

を読み込むと、
翻訳された文章を見ることができます。

サービス②

解説映像の多言語化 ( 字幕 ・ 音声 )
館内では、 15分の解説映像も 4言語字幕
で対応しております。
また解説映像とタブレットを連動させれ
ば、 4言語のいずれかの音声つき映像を
ご覧いただくことができます。

ガイド兼通訳ご担当者様へ
タブレットの館内貸出以外で事前に学習をご希望の場合、 ご対応いたします。 お気軽にお尋ねください。
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団体でのご来館をお考えの方へ
町歩きのご案内

絵金蔵の見学に 30 ～ 60 分追加していただければ、 簡単な町歩きをおススメしております。
絵金蔵から町歩きしながら和菓子屋さんの西川屋 おりじん ( 資料館でもある。 営業 ： 土日祝 ) などで見学とお
買い物、 高木酒造で簡単な蔵見学、 試飲、 お買い物などできます。 町歩きのご相談お受けいたします！

TIME

絵金蔵 45 分

横町筋 15 分

高木酒造 15 〜 45 分

西川屋赤岡本店について
www.nishigawaya.co.jp/
akaoka-honten.htm

もう少し時間をかけられるならこちらもおススメ！
絵金蔵周辺 をぶらりとまち歩きしたい団体様には…

あかおカルタで町歩き
町歩きセット一式が入ったカバンをお渡しし、 セット内のかるたの冊子
と地図をもとにまちを散策していただきます。
受付時間 : 午前９時～午後３時半 （絵金蔵開館中）※４時半までに絵金蔵までお戻りください。
参加料 :３００円 （飲料代込み）※絵金蔵に帰った後にはラムネ （冬は温かいあめ湯もございます）

もっと赤岡の歴史を知りたい！という団体様には…

香南市案内人会による赤岡の町歩き！
赤岡町は、 香南の商都として江戸時代より栄えた町でした。
現在もその名残を感じる場所が沢山あります。
ガイドの話を聞きながら、 赤岡を歩いてみてはいかがでしょうか？
TE 0887-56-5200 （香南市観光協会宛）
FAX 0887-56-5545 （香南市観光協会宛）
予 約 : 1 週間前までに要予約 HP: /kochikankoguide.jp/guide38.html
料金 : ガイド 1 名につき 3000 円
受け入れ数 : 1 名から
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よくある質問
2019 年 3 月現在

Q. 駐車場はどこですか？
A. 香南市商工会の駐車場 ( 無料 ) をご利用ください。
駐車場から絵金蔵へは北へ歩いて 3 分ほどです。 バスを駐車場に停められる場合は事前にご連絡く
ださい。 また絵金蔵入り口辺りは非常に道が狭くなっております。 大型バスでの乗り降りは香南市商工
会駐車場にてお願いいたします。

Q. コミッションのサービスはありますか？
A. 当館ではご対応しておりません。
Q. お手洗いはありますか？
A. 絵金蔵敷地内にある観光トイレをご利用ください。
Q. 階段の上り下りが困難な方がいらっしゃいます。
A. エレベータがございます (２～３人乗り )。
車いすも 1 台ご用意していますので必要であればお申しつけ下さい。

Q. 団体料金は何人からで、いくらですか？
A.15 名様以上で、大人 450 円・高校生 250 円・小中学生 100 円となります。
Q. 所要時間はどれくらいですか？
A.15 分の解説動画を視聴後、15～30 分かけて館内を見ていただきます。
Q. 近くに団体が入るお食事処はありますか？
A. 香南市内にいくつかございますが、事前予約をお勧めいたします。
詳しくは香南市観光協会 (0887-56-5200) へお伺い下さい。

Q. 絵金祭りに大型バスで行きたいのですが？
A. 午後 6 時以降は赤岡漁港にバスをお停めください。
絵金祭りは午後 6 ～ 9 時までで、 芝居絵屏風が外に展示されるのは午後 7 ～ 9 時です。
その期間は、 午後 6 時から通常の駐車場がご使用できません。 臨時駐車場の赤岡漁港にバスをお
停めください。 祭り会場までは歩いて 10 分ほどですが、 道が暗いのでお気を付けください。
駐車場の案内は絵金祭りの開催が近づきますと HP などで告知してまいります。

