
利用時間
Opening Hours

休館日
Closed ※（ ）内は20名以上の団体料金

※For groups of 20 people or more, admission fees in （） are applied.

9：30 – 18：00
※入館は17：30まで
※Admission unti l 17：30

無料
Free

無料
Free

※次の方は、企画展・コレクション展とも観覧無料   ① 児童、生徒（小・中学生、高校生など）　② 学校教育、社会教育活動としての児童・生徒の引率者（観覧料免除申込書が必要です）　③ 各種手帳をお持ちの障がい者の方の観覧（付き添いは手
帳をお持ちの方1人につき1名まで無料）　※大学生と70歳以上の方は、コレクション展が観覧無料　※メンテナンスや展示替え作業等のため臨時休館する場合があります。　※季節やイベント等に応じて、臨時開館や延長開館する場合があります。

8：00 – 22：00
※入園は21：30まで
※Admission unti l 21：30

8：00 – 22：30

コレクション展
Permanent Collection

オノマトペの屋上
Onomatopoeia Rooftop

駐車場
Parking

利用案内

アクセス

〒930 –0806  富山県富山市木場町3–20   3-20 Kiba-machi,Toyama City,Toyama, 930-0806, Japan  TEL：076 – 431–2711　FAX：076 – 431–2712　http://www.tad – toyama.jp

● JR富山駅新幹線 改札口（富山駅南口）から・・・徒歩：約20分 ／ タクシー：約10分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   バス：7番のりばより乗車、「富山県美術館」下車すぐ
● あいの風とやま鉄道 改札口（富山駅北口）から・・徒歩：約15分 ／ タクシー：約 3分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   バス：1番のりばより乗車、「富山県美術館」下車すぐ
● 富山空港より・・・・タクシー：約20分（渋滞なしで） ※約9 km
● 北陸自動車道より・・富山 I.C.から国道41号経由： 約15分（渋滞なしで）
※美術館の駐車場は（8：00－22：30）は限りがあり、土日や祝日等は混雑が予想されます。
お越しの際はなるべく公共交通機関をご利用いただくか、満車の際は恐れ入りますが周辺駐車場をご利用ください。

富山県美術館／Toyama Prefectural Museum of Art and Design（TAD）

・企画展
　第12回世界ポスタートリエンナーレトヤマ2018
　2018年8月11日（祝・土） – 10月8日（祝・月） 

・Special Exhibition 
  THE 12TH INTERNATIONAL POSTER 
  TRIENNIAL IN TOYAMA, 2018
  From August 11, 2018
  to October 8, 2018

・TADギャラリー

※詳細は富山県美術館ホームページにて
　お知らせします。

・Wednesdays （Except national holidays）
・When Wednesday is a national holiday, 
  closed on the following weekday. 
・New Year’s holidays

During Special Exhibition:
  August 22、29
  September 5、12、18、19、26

※メンテナンスや展示替え作業等で臨時休館する
　場合があります。
※季節やイベント等に応じて、臨時開館や延長開館する
　場合があります。

※Please note that the Museum may be closed for
　maintenance or an exhibition change out.
※Opening hours and days of the Museum may be 
　changed depending on seasons or events.

・毎週水曜日（祝日除く）
・祝日の翌日
・年末年始

企画展会期中の休館日：
　8月22、29日
  9月5、12、18、19、26日

・TAD Gallery

12月1日 – 3月15日
December 1 – March 15

最初の1時間320円
以降30分毎に110円加算
※美術館及び公園利用の方、2時間無料
※館内で認証を受けてください。

For the first 1 hour ¥320, 
thereafter ¥110／30 min.
※Visitors to the museum or the Kansui Park 
   can park for FREE for the first two hours.

● From JR Toyama Station Shinkansen （Bullet Train） Ticket Gate
                              By Walk : Approx. 20 min. ／ By Taxi : Approx. 10 min.
                              By Chitetsu Bus : From bus stop number 7, get off at 
                              “Toyama-ken Bijutsukan-mae” （Toyama Prefectural Museum of Art and Design）
● From Ainokaze Toyama Railway Toyama Station （JR Toyama Station North Exit）
                              By Walk : Approx. 15 min. ／ By Taxi : Approx. 3 min.
                              By Chitetsu Bus : From bus stop number 1, get off at 
                              “Toyama-ken Bijutsukan-mae” （Toyama Prefectural Museum of Art and Design）
● From Toyama Airport・・・・・・・By Taxi : Approx. 20 min. Approx. 9 km
● From Hokuriku Expressway Exit・・Get off the expressway at Toyama IC and take Route 41, 15-minute drive 
          　　　　　　　　　　　　　　  （when traffic is not heavy）（Please park at the Museum’ s parking lot.）

※Free admission both to collection exhibitions and special exhibitions for the following visitors.  ① Children, students （elementary, junior high or high school students, etc.）  ② Persons escorting children /students 
for school activities or social activities. （Submission of admission free application is necessary.）   ③ Disabled people with a physical disability certificate.  ※For seniors （70 and above）and university students or 
younger,  admission to collection exhibitions is free.   ※Please note that the Museum may be closed for maintenance or an exhibition change out.  ※Opening hours and days of the Museum may be changed 
depending on seasons or events.

・当日券 ・一般　 ¥300 （¥240）

・General ・Adults ¥300 （¥240）

※一般前売りチケットは、8月10日（金）まで発売します。
※コレクション展もご覧いただけます。

※Advance tickets are available until August 10, 2018
※Tickets for the special exhibitions also include admission 
   to the collection exhibition.

・Advance

・当日券
・一般　 ￥1,100（￥850）
・大学生  ￥550（￥420）　
・一般　 ￥850

・General
・Adults ￥1,100（￥850）
・University Students ￥550（￥420）　
 ・Adults ￥850

・前売り券

料金／ Tickets, Fees

富山ライトレール

インテック本社前

樂翠亭美術館

北口 至東京

至R8富山市総合体育館
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Access

Information
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（Last admission is 5:30pm）

August 22, 29,
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Exhibition Closed
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Toyama Prefectual Museum of Art and Design
Japan Graphic Designers Association （JAGDA）

Tokyo Art Directors Club （TOKYO ADC）

Tokyo Illustrators Society （TIS）

Tokyo Type Directors Club （Tokyo TDC）
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協力
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公益社団法人 日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）
東京アートディレクターズクラブ（TOKYO ADC）
東京イラストレーターズ・ソサエティ（TIS）
東京タイプディレクターズクラブ（Tokyo TDC）
「ポスターの街・とやま」実行委員会

YKK株式会社
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9:30～18:00（入館は17:30まで）

水曜日（8月15日、10月3日は開館）、

9月18日（火）

2018年8月11日（祝・土） 
　　　 10月8日（祝・月）

第12回
世界ポスター
トリエンナーレトヤマ
2018



1_ユアン・ツーチュン（台湾） 《植物を守れ、人類を守れ》 2018年
2_へマット・エルハム（イラン） 《問題は国境  私たちは人間、安全な場所が必要》 2017年
3_マフディアン・メフディ（イラン） 《音楽的引用》 2015年
4_ジェンニ・トゥミネン（フィンランド） 《ポニー  ジェン二・トゥミネンからママたちへ》 2018年
5_Hi（メギ・ツムステイン、クラウディオ・バランダン）（スイス） 《ハンバーガー＋ピアノの夜》 2015年
6_エルモ（トマ・クーデール、クレマン・ヴォシェ）（フランス） 《ジャズドア ストラスブール－ベルリン》 2016年

第12回世界ポスタートリエンナーレトヤマ2018

●講演会　
IPT2018国内審査員による講演会を開催します。ご自身のお仕事や、グラフィックデザインの現況などについてお話いただきます。
※講演会開催の詳細は、当館ウェブサイト等にてお知らせします。

●学芸員によるギャラリートーク　
本展の見どころや受賞作などについてお話しながら、学芸員と一緒に IPT2018の会場をまわります。
○ 会期中の毎週金曜各日16：00～（約60分）
※展示室 2にお集まりください。当日有効の「IPT2018」観覧券が必要です。

●あなたのお気に入りポスターに投票！
IPT2018会場において、全入選作品からお気に入りポスターを選ぶ、来場者投票をおこないます。
投票していただいた方の中から、抽選で豪華景品が当ります。お気に入りの1点を選んでください！
○ 投票期間：8月11日（土）～ 9月11日（火）
○ 結果発表：9月下旬（ IPT2018会場および当館ウェブサイトで発表します。）
※投票方法などの詳細は、会場および当館ウェブサイトで告知します。

●コレクション展もIPT！ 
3階デザイン・コレクション展示室では、これまでの IPTの受賞作品からのセレクションを展示しています。
IPT2018とあわせて、コレクション展示もお楽しみください。 ※当日有効のコレクション展または「IPT2018」観覧券が必要です。

●もっとIPT！ 協賛イベント「ポスターの街・とやま」
IPT2018の会期に合わせて、富山商工会議所、富山市などにより、協賛イベント「ポスターの街・とやま」が富山市内各所で展開されます。
くわしくは、下記までお問い合わせください。
「ポスターの街・とやま」実行委員会　TEL：076-423-1111（富山商工会議所内）

世界ポスタートリエンナーレトヤマ（IPT）は、世界から最新のポスターを公募し、審査・選抜する、日本で唯一の国際公募
展です。1985年の創設以来、3年に1度のトリエンナーレ方式で開催し、富山県美術館に移転後初めて開催される今回は、
世界47の国と地域より、総計3,239点のポスターが寄せられました。また、今回はじめて30才以下の応募者を対象とした
U30部門を設け、募集テーマ『Beyond』に441点の応募がありました。
本展では、全応募作品から選ばれた入選・受賞作品に、実行委員・審査員による招待作品を加えた約400点により、世界の
最先端をゆくポスターデザインを紹介します。

1 2 3

4 5 6

7_ラオ・デザイン（中国） 《No.9 ウェブサイト・プロモーション》 2017年
8_ミシャル・クリュンビュール、イヴァン・ヴァイス（スイス） 《ジョク・ジョン・ジョッシュ パフォーマンスと展覧会》 2017年
9_ブワディカ・マチン（ポーランド） 《ポーランド的映画からの逃走》 2017年

7 8 9

※ IPT2018会期中のイベント、講座等の最新情報は、美術館ウェブサイトをご覧ください。 http://tad-toyama.jp/
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for school activities or social activities. （Submission of admission free application is necessary.）   ③ Disabled people with a physical disability certificate.  ※For seniors （70 and above）and university students or 
younger,  admission to collection exhibitions is free.   ※Please note that the Museum may be closed for maintenance or an exhibition change out.  ※Opening hours and days of the Museum may be changed 
depending on seasons or events.

・当日券 ・一般　 ¥300 （¥240）

・General ・Adults ¥300 （¥240）

※一般前売りチケットは、8月10日（金）まで発売します。
※コレクション展もご覧いただけます。

※Advance tickets are available until August 10, 2018
※Tickets for the special exhibitions also include admission 
   to the collection exhibition.

・Advance

・当日券
・一般　 ￥1,100（￥850）
・大学生  ￥550（￥420）　
・一般　 ￥850

・General
・Adults ￥1,100（￥850）
・University Students ￥550（￥420）　
 ・Adults ￥850

・前売り券

料金／ Tickets, Fees

富山ライトレール

インテック本社前

樂翠亭美術館

北口 至東京

至R8富山市総合体育館

富山赤十字病院

森記念
秋水美術館

プロムナード
千年の桜並木

（TAD）

Toyama Station

Access

Information

9:30am – 6:00pm 
（Last admission is 5:30pm）

August 22, 29,
September 5,12,18,19, 26

Opening Hours

Exhibition Closed

August 11– October 8

Toyama Prefectual Museum of Art and Design
Japan Graphic Designers Association （JAGDA）

Tokyo Art Directors Club （TOKYO ADC）

Tokyo Illustrators Society （TIS）

Tokyo Type Directors Club （Tokyo TDC）
‘Poster Town Toyama’Organizing Committee

YKK Corporation

Organizer
Auspices

Cooperation

主催

後援

協力

富山県美術館

公益社団法人 日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）
東京アートディレクターズクラブ（TOKYO ADC）
東京イラストレーターズ・ソサエティ（TIS）
東京タイプディレクターズクラブ（Tokyo TDC）
「ポスターの街・とやま」実行委員会

YKK株式会社

開館時間

休館日

9:30～18:00（入館は17:30まで）

水曜日（8月15日、10月3日は開館）、

9月18日（火）

2018年8月11日（祝・土） 
　　　 10月8日（祝・月）

第12回
世界ポスター
トリエンナーレトヤマ
2018


