
https://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

Open Hours

Approximately 400 spacesParking

Access

Tuesday-Sunday 10:00-17:30(admission ends at 17:00).
Mondays, if Monday is a Holiday the museum is open, and closed Tuesday.
Closed during New Years Holiday and during exhibit changes.

Days Closed

Free Admission People with a physical or mental disability certificate are free.
The wheelchair is lent. Others please ask it by information.Barrier-free
From JR Kusanagi Station: Kenritsu Bijyutsukan destination bus. It takes 6 minutes.
From JR Shizuoka Station: 20 minutes by taxi from South exit or 30 minutes by bus from
North exit.
From the South exit of JR Higashi-Shizuoka Station: 15 minutes by taxi or 20 minutes by bus.
From Shizutetsu Bijyutsukan-Mae Station: 15 minutes by foot or 3 minutes by bus. 
From the Tomei Expressway Shizuoka IC or Shimizu IC it takes about 25 minutes by car. 
From the Tomei Expressway Nihondaira-Kunozan Smart IC it takes about 15 minutes by car. 
From the Shin-Tomei Expressway Shin-Shizuoka IC it takes about 25 minutes by car. 

約400台駐　車　場

ロダン館・収蔵品展観　覧　料

開 館 時 間 10：00～17：30（展示室への入室は17：00まで）

休　館　日 毎週月曜日（祝日、または振替休日にあたる場合は開館し、翌日休館）。
年末年始。その他展示替え等のため休館する場合があります。

企画展の観覧料は、展覧会ごとに異なります。（中学生以下は無料です。）

観 覧 料 の
割　　　引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている方と付添者1名は、企画展、収蔵品展ともに無料です。

貸出車椅子をご用意しています。インフォメーションでおたずねください。
身体障害者用駐車場・トイレ・エレベーターがあります。
身体障害者用駐車場から入口までスロープがあります。
目の不自由な方のために、彫刻作品を触って鑑賞する「タッチ・ツアー」が
あります。予約制ですので、お電話でお申し込みください。

バリアフリー
情　　　報

◎JR「草薙駅」県大・美術館口から静鉄バス「県立美術館行き」で約6分
◎JR「静岡駅」南口からタクシーで約20分、または北口から静鉄バスで
　約30分
◎JR「東静岡駅」南口からタクシーで約15分、または静鉄バスで約20分
◎静鉄「県立美術館前駅」から徒歩約15分または静鉄バスで約3分
◎東名高速道路・静岡IC、清水ICから車で約25分、日本平久能山スマート
　ICから車で約15分、新東名高速道路・新静岡ICから車で約25分

ア ク セ ス



1994年 3月にオープンした別館です。《地獄の門》をはじめ
としてロダンの彫刻32点と、ロダン以前の彫刻、ロダン以後
の彫刻を中心に展示しています。
本館２階第７展示室よりブリッジ・ギャラリーを通ってお入
りください。 

自然石を使った２階建ての本館には、展覧会会場だけで
はなく、さまざまな活動のための場所があります。
チケット売場、展覧会入口は２階にあります。
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エントランスホールの名品コーナーでは、常時3点の作品を展示しています。どなたでもご自由にご覧いただ
けます。

本館１階講堂横の女子トイレに赤ちゃんと一緒に入れるトイレがあります。ベビーシートは本館１階講
堂横と本館２階エレベーター横の身障者用トイレにあります。ロダン館の女子トイレにもベビーシート、
男女両方のトイレにベビーキープがあります。　

美術図書を閲覧していただけます。11：00～16：00
Art books are available to view from 11:00 to 16:00.

授乳室は、いつでも利用できます。
Nursery is available for breast-feeding anytime.

不定休
Closed irregularly

The following locations have special restrooms for mothers and babies with a baby chair beside the toilet:
- the women’s restroom on the first floor next to the auditorium
- the wheelchair restroom on the second floor next to the elevator
- the women’s restroom in the Rodin Wing
Both the men’s and women’s restrooms in the Rodin Wing have a baby diaper changing station.

Ticket Window for Special Exhibits+
Permanent Collections+Rodin Wing

Ticket Window for Permanent Collections+
Rodin Wing

Baby diaper changing station
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