
　博物館類似施設（304館）（公立208、私立96）

設置者 　　　館　　　　名

国 大町ダム情報館 大町市平2112-71

国 国営アルプスあづみの公園大町・松川地区 大町市常盤7791-4

国 国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区 安曇野市堀金烏川33-4

国 森林資料館 木曽郡上松町小川入国有林79林班

国 森林鉄道記念館 木曽郡上松町小川入国有林79林班

県 長野県志賀高原自然保護センター 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

県 長野県美ヶ原自然保護センター 松本市大字入山辺美ヶ原高原

県 長野県乗鞍自然保護センター 松本市安曇4306-5

県 長野県霧ヶ峰自然保護センター 諏訪市大字四賀霧ヶ峰7718-9

県 長野県林業センター森林学習展示館 塩尻市片丘5739

県 戸隠森林植物園 長野市戸隠3510-35

県 長野県伊那文化会館 伊那市西町5776

市 真田宝物館 長野市松代町松代4-1

市 象山記念館 長野市松代町松代1446-6

市 長野市茶臼山動物園 長野市篠ノ井有旅570-1

市 長野オリンピックミュージアム 長野市大字北長地195

市 長野市戸隠そば博物館 長野市戸隠3018

市 鬼無里ふるさと資料館 長野市鬼無里1659

市 信州新町化石博物館 長野市信州新町上条88-3

市 ミュゼ蔵 長野市信州新町新町37-1

市 門前商家ちょっ蔵おいらい館 長野市東町165-3

市 アルプス公園小鳥と小動物の森 松本市蟻ヶ崎2455-11

市 窪田空穂記念館 松本市和田1715-1

市 鈴木鎮一記念館 松本市旭2-11-87

市 国宝旧開智学校校舎 松本市開智2-4-12

市 重要文化財馬場家住宅 松本市内田357-6

市 松本市山と自然博物館 松本市蟻ヶ崎2455-1

市 松本市科学博物館 松本市里山辺2930-1

市 県宝　松本市旧司祭館 松本市開智2-6-24

市 松本市はかり資料館 松本市中央3-4-21

市 松本市時計博物館 松本市中央1-21-15

市 松本市民芸館 松本市里山辺1313-1

市 県宝　旧山辺学校校舎 松本市里山辺2932-3

市 松本市四賀化石館 松本市七嵐85-1

市 松本市梓川アカデミア館 松本市梓川大字倭566-12

市 松本市安曇資料館 松本市安曇3480-2

市 松本市高橋家住宅 松本市開智2-9-10

上田地域
広域連合 上田創造館 上田市上田原1640

別所温泉センター 
温泉歴史資料展示室

市 上田市池波正太郎真田太平記館 上田市中央3-7-3

市 真田氏歴史館 上田市真田町本原2984-1

市 上田市菅平高原自然館 上田市菅平高原1223-2276

市 上田市武石ともしび博物館 上田市下武石1902-4

市 日本童画美術館(イルフ童画館） 岡谷市中央町2-2-1

市 飯田市上郷歴史民俗資料館 飯田市上郷飯沼3118

市 飯田市立動物園 飯田市扇町33

399-5607 0264-52-2083

399-5607 0264-52-2083

381-0401 0269-34-2133

郵便番号 所　 　在 　　地 電話番号

398-0001 0261-22-4511

398-0004 0261-21-1212

399-0711 0263-52-0600

381-4101 026-254-2200

396-0026 0265-73-8822

390-0222 0263-31-2807

390-1520 0263-93-2045

392-0008 0266-53-6456

381-0025 026-222-3300

380-4101 026-254-3773

381-4301 026-256-3270

381-1231 026-278-2801

381-1231 026-278-2915

388-8016 026-293-5167

390-0861 0263-36-5251

390-1242 0263-48-3440

381-2404 026-262-3500

381-2405 026-262-2500

380-0831 026-235-0100

390-0861 0263-38-0012

390-0221 0263-32-7600

390-0876 0263-32-5725

390-0802 0263-34-6645

390-0876 0263-32-5725

399-0023 0263-85-5070

390-0221 0263-32-7602

399-7416 0263-64-3900

390-1701 0263-78-5000

390-0811 0263-36-1191

390-0811 0263-36-0969

390-0221 0263-33-1569

市 386-1431 上田市別所温泉1723-1 0268-38-8120

386-0012 0268-28-7100

390-1520 0263-94-2134

390-0876 0263-33-1818

386-1102 0266-23-1111

394-0027 0266-24-3319

395-0002 0265-53-4670

386-2202 0268-72-4344

386-2204 0268-74-2438

386-0503 0268-85-2474

395-0046 0265-22-0416

（令和３年８月１日現在）

399-8295 0263-71-5511



設置者 　　　館　　　　名 郵便番号 所　 　在 　　地 電話番号

市 秀水美人画美術館 飯田市上郷別府2428-1

市 竹田扇之助記念国際糸操り人形館

市 須山計一記念館 飯田市鼎中平1339-5(鼎文化センター内)

市 旧小笠原家書院・小笠原資料館 飯田市伊豆木3942-1

市 柳田國男館 飯田市追手町2-655-7

市 上村まつり伝承館天伯 飯田市上村753

市 遠山郷土館「和田城」 飯田市南信濃和田1192

市 飯田市川本喜八郎人形美術館 飯田市本町1丁目2番地

市 霧ヶ峰グライダーふれあい館 諏訪市大字上諏訪13338-1

市 笠鉾会館ドリームホール 須坂市大字須坂410-1

岡信孝コレクション　

須坂クラシック美術館

市 須坂市動物園 須坂市臥竜2-4-8(臥竜公園内)

市 須坂版画美術館・平塚運一版画美術館

小池千枝コレクション

世界の民俗人形博物館

市 旧小田切家住宅 須坂市大字須坂423番地1

市 小諸市立小諸義塾記念館 小諸市古城2-1-8

市 小諸市動物園 小諸市丁311

市 小諸市立藤村記念館 小諸市丁315

市 市立小諸高濱虚子記念館 小諸市与良町二丁目3-24

市 新山郷土館 伊那市富県535-2

市 信州高遠美術館 伊那市高遠町東高遠400

市 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市高遠町東高遠457

市 伊那市創造館 伊那市荒井3520

市 伊那市民俗資料館 伊那市高遠町東高遠2074

市 伊那部宿旧井澤家住宅 伊那市西町5597-4

市 駒ヶ根市郷土館 駒ヶ根市赤穂25-1

市 駒ヶ根市民俗資料館 駒ヶ根市中沢4036-1(旧中沢小学校校舎）

市 駒ヶ根市立博物館 駒ヶ根市上穂栄町23-1

市 駒ヶ根シルクミュージアム 駒ヶ根市東伊那482

中野小学校旧校舎・

信州中野銅石版画ミュージアム

市 中山晋平記念館 中野市大字新野76

市 日本土人形資料館 中野市大字中野1150

市 高野辰之記念館 中野市大字永江1809

市 （仮称）山田家資料館 中野市大字江部46-3

市 大町市文化財センター 大町市大町4700

市 大町市民俗資料館 大町市社3945-2

市 旧中村家住宅 大町市美麻青具17668

市 飯山市美術館（伝統産業会館） 飯山市大字飯山1436-1

市 飯山市ふるさと館 飯山市大字飯山1434-1

市 茅野市美術館 茅野市塚原1丁目1番1号

市 片丘小学校付属民俗資料博物館 塩尻市大字片丘5378

市 塩尻市立自然博物館 塩尻市塩尻町1090

市 本洗馬歴史の里資料館 塩尻市大字洗馬2323-1

市 塩尻短歌館 塩尻市大字広丘原新田288-1

市 古田晁記念館 塩尻市大字北小野3035-3

395-0001 飯田市座光寺2535 0265-23-4222

395-0801 0265-22-1284

399-2434 0265-27-4178

395-0003 0265-53-3855

399-1311 0260-34-2355

395-0044 0265-23-3594

392-0008 0266-57-2811

395-0034 0265-22-8118

399-1403 0260-36-2005

382-0028 026-245-1770

382-0031 須坂市大字野辺1386-8 026-248-6633

382-0081 026-246-7100

市 382-0087 須坂市大字須坂371-6 026-246-6474

384-0032 0267-24-0985

384-0032 0267-22-0296

384-0032 0267-22-1130

市 382-0031 須坂市大字野辺1367-1 026-245-2340

382-0074 026-246-2220

396-0213 0265-94-3666

396-0213 0265-94-4444

396-0025 0265-72-6220

384-0006 0267-26-3010

396-0621 0265-72-2884

399-4231 0265-83-1135

399-4115 0265-83-1135

399-4321 0265-82-8381

383-0013 0269-26-0730

396-0213 0265-94-4044

396-0026 0265-74-8102

399-4117 0265-83-5011

389-2104 0269-38-3070

383-0045 0269-23-2955

市 383-0012 中野市大字一本木495-6（一本木公園内） 0269-23-4780

389-2253 0269-62-1501

383-0034 0269-22-7050

389-2253 0269-67-2030

391-0002 0266-82-8222

398-0002 0261-23-4760

398-0003 0261-22-0378

399-9101 0261-29-2580

399-0706 0263-53-7171

399-0651 0266-46-2922

399-0711 0263-52-1606

399-0712 0263-53-6342

399-6462 0263-54-5520



設置者 　　　館　　　　名 郵便番号 所　 　在 　　地 電話番号

市 木曽漆器館 塩尻市大字木曽平沢2324-150

市 中村邸 塩尻市大字奈良井311

市 贄川関所 塩尻市大字贄川1568-1

市 佐久市臼田文化センター 佐久市下越248-12

市 佐久市鎌倉彫記念館 佐久市下小田切8-6

市 佐久市立望月歴史民俗資料館 佐久市望月247

市 佐久市五郎兵衛記念館 佐久市甲14-1

市 佐久市川村吾蔵記念館 佐久市田口3112

市 千曲市ふる里漫画館 千曲市大字稲荷山2181-1

市 稲荷山宿・蔵し館 千曲市大字稲荷山931

市 千曲市アートまちかど 千曲市大字屋代2176-2

市 東御市田中資料館

市 海野宿資料館 東御市本海野1098

市 東御市和記念館 東御市海善寺1244-1

市 力士雷電の生家 東御市滋野乙1981-2

市 梅野記念絵画館・ふれあい館

市 海野宿玩具館

市 安曇野市穂高郷土資料館 安曇野市穂高有明7327-72

市 安曇野市天蚕センター 安曇野市穂高有明3618-24

市 貞享義民記念館 安曇野市三郷明盛3209

市 臼井吉見文学館 安曇野市堀金烏川2701

市 安曇野市穂高陶芸会館 安曇野市穂高8414-17

町 小海町郷土資料館 南佐久郡小海町大字豊里285

町 奥村土牛記念美術館 南佐久郡佐久穂町穂積1429-1

町 軽井沢町植物園 北佐久郡軽井沢町大字発地1166

町 ショーハウス記念館 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢57-1     

町 堀辰雄文学記念館 北佐久郡軽井沢町大字追分662

町 室生犀星記念館 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢979-3

町 軽井沢型絵染美術館 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178-1233

町 旧近衛文麿別荘（市村記念館） 北佐久郡軽井沢町大字長倉2112-21

町 原始・古代ロマン体験館 小県郡長和町大門1581

町 長久保宿歴史資料館 一福処濱屋 小県郡長和町長久保600-1

町 長久保宿丸木屋 小県郡長和町長久保603-2

町 歴史の道資料館かわちや 小県郡長和町和田2629-1

町 黒耀石石器資料館・林業資料館 小県郡長和町和田2629-1

町 中山道和田宿本陣 小県郡長和町和田2854-1

町 資料館羽田野 小県郡長和町和田2669-1

町 資料館大黒屋 小県郡長和町和田2862-1

町 長和の里 歴史館 小県郡長和町和田147-3

町 下諏訪町立今井邦子文学館

町 宿場街道資料館 諏訪郡下諏訪町3530-1

町 下諏訪今昔館おいでや 諏訪郡下諏訪町3289

町 八島ビジターセンターあざみ館 諏訪郡下諏訪町10618

町 駅と祭りの資料館 諏訪郡下諏訪町5317(下諏訪駅構内)

町 伏見屋邸 諏訪郡下諏訪町521-1

町 富士見町井戸尻考古館 諏訪郡富士見町境7053

町 富士見町歴史民俗資料館 諏訪郡富士見町境7054

町 世界昆虫館 上伊那郡辰野町大字樋口2409-1

399-6302 0264-34-1140

384-0414 0267-82-3634

384-0303 0267-82-7095

384-2202 0267-54-2112

399-6303 0264-34-2655

399-6301 0264-34-3002

387-0021 026-272-2726

387-0007 026-272-4152

389-0517 東御市県71-2 0268-62-3873

384-2104 0267-58-3118

384-0412 0267-81-5353

387-0021 026-273-5639

389-0406 東御市八重原935-1 0268-61-6161

389-0518 0268-64-1000

389-0504 0268-62-1111

389-0512 0268-62-1111

399-8301 0263-83-3835

399-8101 0263-77-7550

399-8211 0263-71-5123

389-0518 東御市本海野855-1 0268-62-1207

399-8301 0263-83-8844

389-0102 0267-45-8695

389-0115 0267-45-2050

389-0102 0267-45-8695

389-0113 0267-48-3337

399-8303 0263-82-6750

384-1103 0267-92-4391

384-0702 0267-88-3881

386-0602 0268-88-0030

386-0602 0268-88-0030

386-0701 0268-88-3450

389-0102 0267-42-6064

389-0111 0267-46-6103

386-0601 0268-68-4339

386-0701 0268-88-0030

386-0701 0268-88-0030

393-0016 諏訪郡下諏訪町3364 0266-28-9229

386-0701 0268-88-2794

386-0701 0268-88-2348

386-0701 0268-88-0030

393-0056 0266-28-2231

393-0004 0266-27-3441

399-0101 0266-64-2044

393-0015 0266-27-8827

393-0015 0266-27-0001

393-0002 0266-52-7000

399-0101 0266-65-3572

399-0425 0266-44-2615



設置者 　　　館　　　　名 郵便番号 所　 　在 　　地 電話番号

町 飯島町歴史民俗資料館・飯島陣屋 上伊那郡飯島町飯島2309-1

町 飯島町陣嶺館

町 松川町資料館 下伊那郡松川町元大島3720

町 高森町歴史民俗資料館 下伊那郡高森町下市田2243

町 阿南町化石館 下伊那郡阿南町富草3905

阿南町農村文化伝承センター・ 下伊那郡阿南町新野2069-2

阿南町歴史民俗資料館

町 阿南町美術館 下伊那郡阿南町西条2333-1

町 阿南町西尾実記念館 下伊那郡阿南町西条2333-1

町 福沢桃介記念館 木曽郡南木曽町読書沼田

町 山の歴史館 木曽郡南木曽町読書沼田2941-4

町 木曽福島郷土館 木曽郡木曽町福島5823-8

町 福島関所資料館 木曽郡木曽町福島5031-1

町 山村代官屋敷 木曽郡木曽町福島5808-1

町 義仲館 木曽郡木曽町日義290

町 開田郷土館 木曽郡木曽町開田高原末川1899-4

町 山下家住宅（開田考古博物館） 木曽郡木曽町開田高原西野2730-5

町 浅原六朗文学記念館 北安曇郡池田町大字池田3203-5

町 坂城町格致学校歴史民俗資料館 埴科郡坂城町中之条2426-1

町 坂木宿　ふるさと歴史館 埴科郡坂城町坂城6329-1

町 坂城町文化財センター 埴科郡坂城町坂城6362-1

町 歴史民俗資料館 上高井郡小布施町大字都住550

町 髙井鴻山記念館 上高井郡小布施町大字小布施805-1

町 志賀高原ロマン美術館 下高井郡山ノ内町平穏1465

町 信濃町黒姫童話館 上水内郡信濃町大字野尻3807-30

町 いいづな歴史ふれあい館 上水内郡飯綱町大字牟礼1188-1

町 いいづなアップルミュージアム 上水内郡飯綱町大字倉井5

村 川上村文化センター 南佐久郡川上村大深山348-9

村 南牧村美術民俗資料館 南佐久郡南牧村野辺山79-3

村 南相木村民俗資料館 南佐久郡南相木村3488

村 北相木村考古博物館 南佐久郡北相木村2744

村 青木村郷土美術館 小県郡青木村大字当郷2051-1

村 五島慶太未来創造館 小県郡青木村大字田沢3270-3

村 信州昆虫資料館 小県郡青木村大字田沢1876-6

村 原村歴史民俗資料館（八ヶ岳美術館）

村 八ヶ岳自然文化園自然観察科学館

村 南箕輪村郷土館 上伊那郡南箕輪村4805

村 ハチ博物館 上伊那郡中川村大草4489

村 アンフォルメル中川村美術館 上伊那郡中川村大草2124

村 中川村歴史民俗資料館 上伊那郡中川村片桐4725

村 向山雅重民俗資料館 上伊那郡宮田村7021

村 宮田宿本陣旧新井家住宅 上伊那郡宮田村1926-11

村 熊谷元一写真童画館 下伊那郡阿智村智里331

村 東山道・園原ビジターセンターはゝき木館 下伊那郡阿智村智里3604-1

村 資料館夢ひらや 下伊那郡平谷村390番地

村 根羽村歴史民俗資料館 下伊那郡根羽村1762

村 泰阜村立学校美術館 下伊那郡泰阜村6221-5

村 喬木村椋鳩十記念館 下伊那郡喬木村1459-2

399-3702 上伊那郡飯島町飯島2588-2 0265-86-3111

399-3303 0265-34-0733

399-3103 0265-35-7083

399-3702 0265-86-4212

399-1504 0260-22-2270

399-1504 0260-22-2270

399-5301 0264-57-4166

399-1505 0260-22-2273

町
399-1612 0260-24-2455

397-0001 0264-22-3003

399-6101 0264-26-2035

397-0301

399-5301 0264-57-4166

397-0001 0264-22-4058

397-0001 0264-23-2595

389-0601 0268-82-4193

389-0601 0268-82-1109

381-0208 026-247-4927

397-0302 0264-44-2007

399-8601 0261-61-1430

389-0602 0268-82-3371

389-1211 026-253-6646

389-1204 026-253-1071

384-1405 0267-97-2000

381-0201 026-247-4049

381-0401 0269-33-8855

389-1303 026-255-2250

386-1603 0268-49-3838

391-0115 諏訪郡原村17217-1611 0266-74-2701

391-0115 0266-74-2681

384-1305 0267-98-3288

384-1211 0267-78-2433

384-1201 0267-77-2111

386-1601 0268-49-0303

386-1601 0268-37-3988

諏訪郡原村原山17217-1613
(八ヶ岳自然文化園内)

399-3802 0265-88-3452

399-4301 0265-85-2314

399-4301 0265-85-2314

399-4511 0265-76-7007

399-3801 0265-88-2033

399-3801 0265-88-2680

395-0701 0265-49-2111

399-1801 0265-25-1030

395-1107 0265-33-4569

395-0304 0265-43-4422

395-0304  0265-44-2011 

395-0601 0265-48-2211



設置者 　　　館　　　　名 郵便番号 所　 　在 　　地 電話番号

村 喬木村歴史民俗資料館 下伊那郡喬木村6698-2

村 知久陣屋御殿茶室　曙月庵 下伊那郡喬木村3292-1

村 豊丘村歴史民俗資料館 下伊那郡豊丘村大字神稲370

村 ろくべん館 下伊那郡大鹿村大河原993

村 うるぎふるさと資料館 下伊那郡売木村543-4

村 木祖村郷土館 木曽郡木祖村薮原189-1

村 大桑村歴史民俗資料館 木曽郡大桑村大字殿1-58

村 筑北村歴史民俗資料館 東筑摩郡筑北村坂井10026

村 筑北村考古資料館 東筑摩郡筑北村坂北2177

村 麻績村立聖博物館 東筑摩郡麻績村麻5889-1

村 生坂村農村資料館 東筑摩郡生坂村6042-1

村 山清路の郷資料館 東筑摩郡生坂村大字東広津14270番地1

村 白馬村歴史民俗資料館 北安曇郡白馬村北城265

村 小谷村郷土館 北安曇郡小谷村千国乙6747

村 県宝 旧千國家住宅（牛方宿） 北安曇郡小谷村千国乙840-1

村 千国の庄　史料館 北安曇郡小谷村千国乙3125-1

村 高山村歴史民俗資料館 上高井郡高山村大字牧1629-ﾛ-3

村 高野辰之記念おぼろ月夜の館（班山文庫） 下高井郡野沢温泉村豊郷9549-6

村 日本スキー博物館 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8270

村 小川村郷土歴史館 上水内郡小川村大字高府9307

村 木島平村ふるさと資料館 下高井郡木島平村大字上木島1762

村 栄村歴史文化館 下水内郡栄村大字堺9214-1

法人 川中島典厩寺記念館 長野市篠ノ井杵淵1000

法人 驥山館 長野市篠ノ井布施高田380

法人 大本山善光寺大本願宝物殿 長野市元善町500

法人 株式会社戸隠民俗館 長野市戸隠3688-12

法人 ＪＩＤＡデザインミュージアム１号館 長野市信州新町大字新町37-1

法人 宮入慶之助記念館 長野市篠ノ井西寺尾2322

法人 常楽寺美術館 上田市別所温泉2347

法人 常田館資料室 上田市常田1-10-3

法人 絹糸紡績資料館 上田市上丸子1078　シナノケンシ(株)内

法人 無言館 上田市古安曽山王山3462

法人 プリンス＆スカイラインミュウジアム 岡谷市内山4769-14

法人 下伊那教育会教育会館 飯田市仲ノ町303-1

法人 多摩川精機株式会社歴史館 飯田市大休1879

法人 SUWAガラスの里の美術館 諏訪市大字豊田2400-7

法人 登内時計記念博物館 伊那市西箕輪1938-88

法人 アルプス温泉博物館 大町市平2811-41

法人 塩の道ちょうじや・流鏑馬会館　 大町市大町2572

法人 劇団四季 浅利慶太記念館　 大町市平1955-205

法人 アルプス搗精工場 大町市平1041-250

法人 ラ・カスタ　ナチュラルヒーリングガーデン 大町市常盤9729-2

法人 蓼科高原美術館 茅野市北山4035

法人 放浪美術館 茅野市ちの丁田2764-3

法人 蓼科アミューズメント水族館 茅野市北山4035-2409

法人 ミュージアム鉱研地球の宝石箱 塩尻市北小野4668　いこいの森公園内

法人 木曽くらしの工芸館 塩尻市木曽平沢2272-7

法人 しなの山林美術館

399-3502 0265-39-2244

399-1601 0260-28-2677

399-6201 0264-36-2349

395-1107 0265-33-2002

395-1101 0265-33-2001

399-3202 0265-35-9053

399-7601 0263-67-2064

399-7701 0263-67-2210

399-7201 0263-69-2087

399-5501 0264-55-3550

399-7711 0263-67-2064

399-9422 0261-82-3663

399-9422 0261-71-5610

399-9422 0261-82-2536

399-7311 0263-69-2087

399-9301 0261-72-4755

381-3302 026-269-2270

389-2303 0269-82-2041

389-2703 0269-87-2100

382-0821 026-242-2552

389-2502 0269-85-3839

389-2502 0269-85-3418

381-4101 026-254-2395

381-2405 026-262-2500

388-8019 026-292-3335

388-8007 026-292-0941

380-0851 026-234-0188

386-0404 0268-41-1800

386-1213 0268-37-1650

394-0055 0266-22-6578

388-8018 026-293-3828

386-1431 0268-37-1234

386-0018 0268-25-1594

398-0001 0261-23-2834

398-0002 0261-22-4018

392-0016 0266-57-2000

399-4593 0265-72-2500

395-0021 0265-52-0808

395-8515 0265-21-1811

391-0301 0266-67-6171

391-0001 0266-72-9908

391-0301 0266-67-4880

398-0001 0261-23-6112

398-0001 0261-22-5251

398-0004 0261-23-3911

399-0651 0263-51-8111

399-6302 0264-34-3888

384-2206 佐久市茂田井2206 0267-53-3100



設置者 　　　館　　　　名 郵便番号 所　 　在 　　地 電話番号

法人 平和と手仕事多津衛民芸館 佐久市望月2030-4

法人 酒造コレクション 千曲市大字戸倉1855-1

法人 温泉資料館 千曲市上山田温泉四丁目1-8

法人 穂高神社資料館（御船会館） 安曇野市穂高6079

法人 安曇野ジャンセン美術館 安曇野市穂高有明4018-6

法人 安曇野山岳美術館 安曇野市穂高有明3613-26

法人 エルツおもちゃ博物館・軽井沢 北佐久郡軽井沢町大字長倉182

法人 深沢紅子野の花美術館 北佐久郡軽井沢町大字長倉217

法人 南ヶ丘美術館（三五荘資料館） 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1052-73

法人 軽井沢現代美術館 北佐久郡軽井沢町大字長倉2052-2

法人 軽井沢千住博美術館 北佐久郡軽井沢町大字長倉815

法人 Karuizawa New Art Museum 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1151-5

法人 軽井沢絵本の森美術館 北佐久郡軽井沢町大字長倉182

法人 軽井沢高原文庫 北佐久郡軽井沢町大字長倉202-3

法人 旧軽井沢森ノ美術館 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢809

法人 ペイネ美術館 北佐久郡軽井沢町大字長倉217

法人 軽井沢小さなカルタ館 北佐久郡軽井沢町軽井沢191-4

法人 石の教会 内村鑑三記念堂 資料展示室 北佐久郡軽井沢町星野

法人 蓼科テディベア美術館 北佐久郡立科町芦田八ケ野1522

世界の影絵・きり絵・ガラス・ 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1520-1

オルゴール美術館 白樺湖ファミリーランドツインパーク21内

法人 諏訪大社下社宝物殿 諏訪郡下諏訪町5828

法人 日本電産サンキョーオルゴール記念館　すわのね

法人 ミュー自然美術館 下伊那郡阿智村浪合1192

法人 木曽郷土館 木曽郡木曽町福島大手5814-1

法人 宜公郷土館 木曽郡木曽町日義124

法人 木曽川源流ふれあい館 木曽郡木祖村小木曽1160-5

法人 白馬三枝美術館 北安曇郡白馬村大字北城2935

法人 白馬・山とスキーの総合資料館

法人 小さな栗の木美術館 上高井郡小布施町大字小布施779

法人 酒蔵美術館ギャラリー玉村本店 下高井郡山ノ内町平穏1163

法人 ＮＰＯ法人　アートミュージアム・まど 中野市中央二丁目２番２号

法人 満蒙開拓平和記念館

個人 七二会郷土歴史資料館 長野市七二会丁186-4

個人 ひとミュージアム上野誠版画館 長野市川中島町今井1698

個人 松本参考館（森泉音三郎記念館） 松本市島内5023-1

個人 桂重英美術館 松本市里山辺林5111-4

個人 墨の芸術館「淡香苑」 松本市波田631

個人 泉田博物館 上田市小泉2075 高仙寺内

個人 尾澤木彫美術館 上田市国分黒坪580-2

個人 木彫館まほろば 上田市常田2-16-16

個人 野倉民俗資料館 上田市野倉加羅里718

個人 西丸震哉記念館・木崎小丸山旧石器遺跡 大町市平10901

個人 上問屋資料館 塩尻市奈良井379

個人 杏の里板画館 千曲市大字森2154

個人 蝶の民俗館 須坂市須坂本上町36

個人 園里郷土資料館 須坂市大字豊丘1076

384-2202 0267-53-0234

389-0804 026-275-2923

389-0821 026-275-1001

389-0111 0267-48-3340

389-0111 0267-45-3662

389-0102 0267-42-4884

389-8301 0263-83-4743

399-8303 0263-82-7310

399-8301 0263-83-6584

389-0111 0267-48-3340

389-0111 0267-45-1175

389-0103 0267-41-1122

389-0111 0267-31-5141

389-0111 0267-46-6565

389-0102 0267-46-8691

391-0321 0267-55-7755

法人 391-0392 0266-68-2100

389-0111 0267-46-6161

389-0102 0267-41-1041

389-0195 0267-45-2288

397-0001 0264-22-2239

399-6101 0264-26-2520

393-0052 0266-27-8035

393-0052 諏訪郡下諏訪町5805 0266-26-7300

395-0501 0265-47-2021

381-0201 026-247-5166

381-0401 0269-33-2155

383-0022 0269-22-4033

399-6203 0264-36-2607

399-9301 0261-72-4685

399-9301 北安曇郡白馬村大字北城5732−2 0261-72-2477

381-2226 026-283-2251

390-0851 0263-47-3134

390-0021 0263-25-6419

395-0303 下伊那郡阿智村駒場711-10 0265-43-5580

381-3161 026-229-2311

398-0001 0261-22-1436

399-6303 0264-34-3101

386-0018 0268-25-2770

386-1437 0268-22-4100

390-1401 0263-92-2855

386-1106 0268-24-7255

386-0016 0268-22-4337

382-0022 026-245-9768

387-0005 026-272-4758

382-0086 026-248-5164



設置者 　　　館　　　　名 郵便番号 所　 　在 　　地 電話番号

個人 高津秀太郎美術館 須坂市大字小河原1403

個人 田中新左エ門・辨蔵記念館 中野市片塩449

個人 袋屋清左衛門邸　袋屋美術館 中野市中央1-9-16

個人 登録有形文化財 小﨑家住宅 信州繭の里博物館 中野市栗林642-2

個人 斑尾高原絵本美術館 飯山市斑尾高原八坊塚11492-224

個人 絵本美術館＆コテージ森のおうち 安曇野市穂高有明2215-9

個人 安曇野ビンサンチ美術館 安曇野市穂高有明2186-77

個人 征矢野久水彩館 安曇野市穂高有明987

個人 小さな美術館・軽井沢草花館 北佐久郡軽井沢町軽井沢東19-40

個人 軽井沢上野美術館 北佐久郡軽井沢町発地1166-15

個人 中山道６９次資料館 北佐久郡軽井沢町大字追分120

個人 中山道長久保宿資料館「吾一庵」

個人 街かど博物館（古文書館） 諏訪郡下諏訪町582-イ

個人 伊那アルプス美術館 上伊那郡箕輪町大字中箕輪14800-55

個人 軍人館・資料館 下伊那郡根羽村5066

個人 高瀬家藤村資料館 木曽郡木曽町福島4788

個人 宮川家史料館 木曽郡木祖村大字薮原1080-1

個人 信濃松川美術館 北安曇郡松川村7008-2

個人 菊池哲男山岳フォトアートギャラリー 北安曇郡白馬村大字北城4787

個人 急須コレクション茶俚庵 上高井郡小布施町大字中松687

個人 古陶磁コレクション「了庵」 上高井郡小布施町大字小布施88-3

個人 和合会館ギャラリー 下高井郡山ノ内町大字平穏1173

個人 円実 下高井郡山ノ内町大字平穏1409

個人 秋山郷民俗資料館 下水内郡栄村大字堺17753

382-0071 026-245-9900

383-0056 0269-38-8412

399-8301 0263-83-5670

399-8301 0263-83-5983

399-8301 0263-87-0107

383-0046 0269-22-5169

383-0022 0269-22-2021

389-2257 0269-64-2807

395-0701 0265-49-2811

386-0602 小県郡長和町長久保617 0268-68-3023

393-0000 0266-27-5607

389-0102 0267-42-0716

389-0113 0267-48-4511

389-0115 0267-45-3353

949-8321 0257-67-2192

381-0201 026-247-5866

381-0401 0269-33-2597

381-0401 0269-33-3151

399-9301 0261-72-5048

381-0209 026-247-3534

397-0001 0264-22-2802

399-6201 0264-36-2133

399-8501 0261-62-8744

399-4601 0265-70-7020


