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施設名 ジャンル エリア 住所

1 京都国立博物館 ミュージアム 京都府 京都市東山区茶屋町527

2 細見美術館 ミュージアム 京都府 京都市左京区岡崎最勝寺町6-3

3 京都国立近代美術館 ミュージアム 京都府 京都市左京区岡崎円勝寺町

4 京都市美術館 ミュージアム 京都府 京都市左京区岡崎円勝寺町124

5 美術館「えき」KYOTO ミュージアム 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

6 龍谷大学 龍谷ミュージアム ミュージアム 京都府 京都市下京区西中筋通正面下る丸屋町117

7 国立国際美術館 ミュージアム 大阪府 大阪市北区中之島4-2-55

8 大阪市立東洋陶磁美術館 ミュージアム 大阪府 大阪市北区中之島1-1-26

9 大阪歴史博物館 ミュージアム 大阪府 大阪市中央区大手前4-1-32

10 大阪市立美術館 ミュージアム 大阪府 大阪市天王寺区茶臼山町1-82

11 国立民族学博物館 ミュージアム 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園10-1

12 堺市立文化館　アルフォンス・ミュシャ館 ミュージアム 大阪府 大阪府堺市堺区田出井町1-2-200

13 神戸市立博物館 ミュージアム 兵庫県 神戸市中央区京町24

14 兵庫県立美術館 ミュージアム 兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1

15 BBプラザ美術館 ミュージアム 兵庫県 神戸市灘区岩屋中町4-2-7

16 神戸ファッション美術館 ミュージアム 兵庫県 神戸市東灘区向洋町中2-9-1

17 芦屋市立美術博物館 ミュージアム 兵庫県 兵庫県芦屋市伊勢町12-25

18 伊丹市立美術館 ミュージアム 兵庫県 兵庫県伊丹市宮ノ前2-5-20

19 画廊　ふくもと ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-1-11

20 ギャラリー　帝塚山 ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-1-11

21 ギャラリー　みずの ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-2-3

22 梅田グランドギャラリー和田 ギャラリー・古美術 大阪府 大阪市北区西天満4-2-5

23 アート啓 ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-6-12

24 大阪現代画廊 ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-6-24

25 ギャラリー江月 ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-7-13

26 ハッテンギャラリー ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満 4-8-5  

27 西美術店 ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-9-2

28 ギャラリー　eyes ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満4-10-18

29 ギャラリー　ミューズ ギャラリー 大阪府 大阪市北区西天満2-2-18

30 itohen ギャラリー・カフェ 大阪府 大阪市北区本庄西2-14-18
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31 ギャラリー風 ギャラリー 大阪府 大阪市中央区北浜2-1-23

32 ギャラリー　谷崎 ギャラリー 大阪府 大阪市中央区北浜3-2-5

33 The 14th moon ギャラリー・カフェ 大阪府 大阪市中央区大手通1-1-13

34 大阪南美術会館 ギャラリー 大阪府 大阪市中央区日本橋1-20-5

35 キャナル　長堀 ギャラリー 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1-11-14

36 cherry ギャラリー・カフェ 大阪府 大阪市西区土佐堀1-1-5

37 ART　HOUSE ギャラリー・雑貨 大阪府 大阪市西区北堀江1-12-16

38 gallery cafe Zoologique ギャラリー・カフェ 大阪府 四條畷市南野1-7-2

39 河原デザインスクール スクール 大阪府 大阪市北区梅田1-2-2

40 大阪デザイナー専門学校 スクール 大阪府 大阪市北区堂島2-3-20 

41 大阪総合デザイン専門学校 スクール 大阪府 大阪市北区芝田2-8-35 

42 ビジュアルアーツ専門学校 スクール 大阪府 大阪市北区曽根崎新地2-5-23 

43 代々木アニメーション学院大阪校 スクール 大阪府 大阪市北区紅梅町2-8

44 大阪アニメーター学院 スクール 大阪府 大阪市北区中崎西3-3-43

45 アートスクール スクール 大阪府 大阪市北区万歳町4-12 

46 創造社デザイン専門学校 スクール 大阪府 大阪市福島区福島6-25-23

47 大阪ファッションデザイン専門学校 スクール 大阪府 大阪市福島区吉野4-2-13

48 コラムデザインスクール スクール 大阪府 大阪市中央区南船場1-5-11

49 大阪コミュニケーションアート専門学校 スクール 大阪府 大阪市西区北堀江2-9-14

50 大阪スクールオブミユージツク スクール 大阪府 大阪市西区新町1-18-6

51 創美苑ファッションデザイン専門学校 スクール 大阪府 大阪市天王寺区小橋町14-51 

52 大阪ビューティーアート専門学校 スクール 大阪府 大阪市淀川区西中島3-8-29

53 大阪市立デザイン教育研究所 スクール 大阪府 大阪市阿倍野区文の里1-7-48

54 大阪美術専門学校 スクール 大阪府 大阪市阿倍野区美章園2-23-9

55 帝塚山学院中学校高等学校 スクール 大阪府 大阪市住吉区帝塚山中3-10-51

56 枚方市立サンプラザ生涯学習市民センター スクール 大阪府 枚方市岡東町12-3-508

57 神戸芸術工科大学 スクール 兵庫県 神戸市西区学園西町8-1-1

58 大手前大学　いたみ稲野キャンパス スクール 兵庫県 伊丹市稲野町2-2-2

59 大手前大学　さくら夙川キャンパス スクール 兵庫県 西宮市御茶家所町6-42 
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