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〒430-7790　静岡県浜松市中区中央3-9-1

【お問い合わせ】TEL.053-451-1128

〈開館時間〉 9：30〜17：00
〈休 館 日〉 毎月第2・4水曜日（祝日の場合は翌日、8月は無休）、12/29〜1/3、施設点検等の日
〈アクセス〉 JR浜松駅北口より東へ徒歩10分、東名浜松I.C.・浜松西I.C.より車で30分、
 新東名浜松浜北I.C.より車で50分、浜名湖・舘山寺より車で40分

〈駐 車 場〉 アクトシティ地下駐車場、市営駅北駐車場、その他民間駐車場（すべて有料です）

2017年 国際博物館会議CIMCIM年次大会参加（スイス）

2016年 国際博物館会議ICOM世界大会参加（イタリア）

2014年 小泉文夫音楽賞受賞、国際博物館会議CIMCIM年次大会参加（スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマーク）

2013年 The Best in Heritage国際会議招聘参加（クロアチア）

2012年 文化庁芸術祭レコード部門〈大賞〉、LAON-LAON東南アジア民族音楽学会参加（台湾）

展示楽器数1500
日本が、世界が、認めた、
「生きている」楽器博物館

神祈り
美

がいる

にであう

にふれる

楽器の
博物館

あ な た は 楽 器 に恋 を す る …

個　人 団体（20名以上）団体（80名以上）

800円 640円 480円

400円 320円

無　　料

240円

大人（大学生以上）

高校生

中学生以下、70歳以上、障害者

入館料



浜松市楽器博物館所蔵の
貴重な楽器を演奏収録したCD

Early Japanese-made
Western Musical Instruments

インドネシア・ジャワ島とバリ島の青銅ガムラン、バリ島
の竹ガムラン・ジェゴグの３つがあるのは世界でもここ
だけ。金色に輝くミャンマーのサイン・ワイン、極彩色
の韓国宮廷楽器も必見。

Asia

展示数

420

楽太鼓、鞨鼓、笙、篳篥など雅楽の主要楽器の他、名人
太助作の筝、江戸期の形態をとどめる貴重な地無し尺八、
薩摩のゴッタンや琉球の三線など、和楽器のほぼ全種
類を展示。古代楽器も展示。

Japan

展示数

200

オーストラリア、ハワイの楽器、ヴァヌアツの世界最大級
の割れ目太鼓タムタム、パプアニューギニア・セピック
川中流域の儀式用大型竹笛、割れ目太鼓ガラムート、
水太鼓、泥太鼓などを展示。

Oceania

展示数

60

世界最大級のグアテマラのマリンバ、カリブ海のドラム
缶太鼓スティールパン、アンデス地方の様々な楽器、
古代メキシコから伝承する打楽器ウエウエトル、アマ
ゾンのマラカスなどを展示。

America

展示数

150

西洋楽器の歴史がわかります。バロックフルート、フランス
王室御用達楽器製作家ブランシェ2世作のチェンバロ、
ウィーン、ロンドン、パリのフォルテピアノなど世界的名器も。
（資料保護のため展示していない場合もあります）

Europe

展示数

360

明治以降、浜松や日本国内で製造された西洋楽器を
展示。多様な足踏み式リードオルガンやピアノ、純正調
リードオルガン、ハーモニカなどを通して、日本人と西洋
音楽のかかわりを紹介します。

展示数

100

20世紀の幕開けとともに生まれた電子楽器の歴史を
概観。外国製シンセサイザー、国産アナログシンセサ
イザー、リズムマシン、電子オルガン、エレキギターなど、
時代を代表する電子楽器を紹介。

Electronic
Instruments

展示数

80

ナイジェリアの葬儀用瓢箪太鼓ディムクディムや女性を
象徴したガーナのブレスト・ドラム。ケニアの大型瓢箪
トランペット・アブー、コートジボワールの人面彫刻付き
の豪華な親指ピアノを展示。

Africa

展示数

130アジア 日本

オセアニア アメリカ ヨーロッパ

国産洋楽器 電子楽器

コレクションシリーズCD

アフリカ

Hands-on room

体験ルーム

世界の楽器や音具、音の出るおもちゃを自由に演奏で
きます。ピアノ、ギター、電子ドラム、足踏み式リードオル
ガン、アフリカの太鼓、親指ピアノ、インドネシアのアン
クルン、モンゴルの馬頭琴など、楽しさ200％。

日曜日に天空ホー
ルにて不定期に開
催する、市民音楽家
によるミニコンサー
トです。

音楽の広場

このCDは、浜松が発信する最高の贈り物 平野 昭（音楽学・音楽評論）
浜松市楽器博物館のさまざまなコンサートやワーク
ショップ、そしてレクチャーは、シンフォニーホールでは
決して得ることのできない音楽の醍醐味や神秘を味あ
わせてくれる。そうした感動を追体験させてくれるCD
シリーズは浜松が発信する最高の贈り物でもある。

平成24年度文化庁芸術祭レコード部門大賞受賞

イギリス・ソナタ～ブロードウッド・ピアノ新世紀の響き～
コレクションシリーズ38

ようこそ、浜松市楽器博物館へ
　浜松市楽器博物館は、世界の楽器と音楽を平等に扱うという世界に誇るコンセプトのもと、
日本初の公立楽器博物館として平成７年（1995年）４月に開館しました。常設展、特別展、
レクチャーコンサート、イヴニングサロン、ミュージアムサロン、展示室ガイドツアー、
ギャラリートーク、講座、ワークショップ、移動博物館、CDやDVD、図録の制作、楽器の修復、
国内外の音楽文化の調査取材など、多彩な活動を通して、世界の人々の音楽観や美意識、
価値観、くらしなどを紹介してきました。
　音楽文化の古今東西をテーマとした活動は国内外から高く評価され、2012年度文化庁芸術
祭レコード部門大賞、2014年度小泉文夫音楽賞を受賞しました。博物館の国際会議での招聘発表
も活発に行うなど、今や世界第一級の楽器博物館に数えられ、音楽家や音楽、芸術を愛する人々の
集いの場ともなっています。
　浜松市もまた、国際ピアノコンクールなど音楽の都を目指した多彩な活動を展開し、2014年度には
ユネスコ創造都市ネットワーク（音楽分野）加盟都市に認定され、世界から注目されています。
　私たちが普段楽しむ西洋の楽器や日本の楽器とその音楽は、広い世界のほんの一部のものでしかありません。
世界にはまだ知らない楽器や音楽がたくさんあります。そのどれもがとても素敵な文化です。楽器博物館はそんな素敵な文化への入口です。
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2016年（平成28年）
 7月
 
 8月
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2017年（平成29年）
 2月
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11月

開館オープン特別展「竹の楽器・ひょ
うたんの楽器～音と形への工夫～」

アジア・アフリカ展示室公開

特別展「ペルシアの楽器」

特別展「シンボルとしての楽器
～聖なる形・祈りの音～」

特別展「遊牧民の楽器～モンゴル
の大草原より～」

開館5周年特別展「楽器誕生！～
日本の音と智恵と技～」

特別展「オセアニアの楽器」

特別展「アフリカの楽器～さがし
ものはここにある～」
友の会設立

特別展「楽器と20世紀～夢と憧
れ・創造と亡失～」

特別展「夢のかたち・夢の音」

特別展「ラッパの世界」

展示リニューアルオープン
特別展「弦楽器の名器たち～大阪
音楽大学サントリー弦楽器コレク
ション展～」

入館者100万人
企画展「親指ピアノ」

特別展「音彩浪漫ブラジル紀行」

企画展「リードオルガンという文化
～日本が洋楽と出逢った時～」
企画展「ハーモニカ」「ピアノの未来」

特別展「バンジョー大博覧会」
開館15周年記念企画「親指ピアノ・
フェスティバル」

特別企画「バグパイプ博覧会」
特別展「人形たちのシンフォニー～その
可愛い姿が楽器の古今を物語る～」

特別展「埋もれた楽器たち～古代
への音浪漫～」
東南アジア民族音楽会議 ラオン-ラオン 
Laon-laonにて活動を発表（台北）
入館者150万人
特別展「楽器というデザイン～
人生のパートナー～」

コレクションシリーズCD.No38
「イギリス・ソナタ～ブロードウッド
ピアノ・新世紀の響き」が文化庁
芸術祭レコード部門大賞受賞
東京展覧会「むかしむかしの素敵
なピアノ～19世紀に咲いた華～」
The Best in Heritage 国際会議招聘
発表（クロアチア）

企画展「切手に見る楽器たち」
特別展「風に歌う、風に響く～バグ
パイプの世界～」／国際博物館会
議楽器博物館専門委員会CIMCIM
年次大会参加（コペンハーゲン他）
民族音楽学への貢献に対して
小泉文夫音楽賞受賞

開館20周年
20周年記念特別展「リードオルガン
がくれた幸せ」
20周年記念レクチャーコンサート
「四天王寺聖霊会の舞楽」
20周年記念特別展「楽器博物館
の20年～日本から世界へ～」
20周年記念特別展「オークラウロ
と大倉喜七郎」
20周年記念レクチャーコンサート
「クラヴィーアの国“ウィーン”」

国際博物館会議ICOM世界大会
参加(イタリア）
特別展「音楽と革命・それはテルミンから
始まった～20世紀と電子楽器の幕開け」
企画展「一絃の琴・二絃の琴～
現在に伝わる和の響き～」
特別展「世界を聴いた男、民族音楽
学者・小泉文夫からのメッセージ」

国際博物館会議楽器博物館専
門委員会CIMCIM年次大会参加
（スイス）
特別展「耳をすませば浮世絵に、
文明開化の音がする」
企画展「小さな可愛い世界旅行
～人形・切手の楽器たち～」

日曜日に天空ホー
ルにて不定期に開
催する、職員やゲス
トによるミニレク
チャー＆コンサート
です。

ミュージアムサロン（ミニコンサート＆レクチャー）
毎日数回、展示品をひとつ選んで約10分
間の解説をします。また日曜日には原則
として午前と午後に約30分間の展示室
ガイドツアーを開催します。他の催し物
がある時には変更されますので、詳しく
は博物館にお問い合わせください。

ギャラリートーク／ガイドツアー

Collection
         

seriesCD

◆全53アルバム（No.3～55）公表発売中。 詳細はホームページでどうぞ。


