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「チェコ・デザイン 100年の旅」展の開催 
および一般前売券販売のお知らせ

富山県美術館では、2019 年 6 月 1 日（土）～7月 28 日
（日）の間、企画展「チェコ・デザイン 100 年の旅」
を開催します。一般前売り券は 4 月 26日（金）より販
売しておりますので、皆様にはご取材および広く告知
へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

【開催概要】 
展覧会名  チェコ・デザイン 100年の旅
会期 2019年 6月 1日（土）～7月 28日（日） 
会場 富山県美術館 ２階展示室 2, 3, 4  
開館時間  9 : 30～18 : 00（観覧受付は 17 : 30 まで） 
休館日 毎週水曜日、7 月 16 日（火）  
観覧料   前売券一般：700 円、当日一般：900(700)円／大学生：450(350)円 

※高校生以下無料。（ ）内は 20名以上の団体料金。
※一般前売券の販売は、5 月 31日（金）まで。

【前売券販売所】富山県美術館、富山県水墨美術館、アーツナビ 

主催     富山県美術館、チェコ国立プラハ工芸美術館、北日本新聞社、北日本放送 
特別協力  株式会社インテック 
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【展覧会概要】 
チェコ国立プラハ工芸美術館の企画により、同館の所蔵作品を中心に、19世紀末から現代までのチェ
コのデザインを紹介します。 
この約 100 年間のチェコでは、アール・ヌーヴォーの旗手として知られる画家アルフォンス・ミュシ
ャをはじめ、キュビスムの影響を受けた建築、チャペック兄弟の絵本、そして世界で愛されるアニメ
ーションなど、社会主義の時代にも、その優美なデザインは独自の道を拓いていきました。ボヘミア
ン・グラスなどチェコ独自の産業や民族的な造形と、同時代の芸術表現が融合した独自のデザインの
世界は、現代でも多くの人々を魅了し続けています。家具、食器、ポスター、おもちゃ、書籍などの
約 250 点を通して辿るチェコ・デザインの世界を、小さな旅のように楽しんでいただきます。 
また本展の併設特別展示として、株式会社インテックのご協力により、同社所蔵の世紀末のチェコを
代表する画家アルフォンス・ミュシャの作品約 20点を紹介します。 
 
※関連イベントの最新情報や詳細は、順次ホームページでお知らせいたします。（http://tad-toyama.jp/） 内容は都合によ

り変更する場合があります。  
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チェコ・デザイン 100 年の旅 広報用画像 
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写真⑤                                  写真⑥ 
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チェコ・デザイン 100 年の旅 広報用画像申込書 
ＦＡＸ 076-431-2712 ／E-mail : ab i ju tsukan@pref . toyama . l g . jp  
 

■裏面の記載の注意事項をお読みいただき、以下の必要事項をご記入の上、お送りください。 

申込フォーム 

貴媒体名  

貴社名／部署   

ご担当者氏名  E-mail： 

ご住所 〒 

ご連絡先 TEL：                FAX： 

掲載／放送予定日 年  月  日  掲載号発売日：    年  月  日  

記載内容  

データの必要期限 年   月   日まで 

※ご記入いただいた個人情報は、広報用写真貸出しの目的のみに使用し、それ以外の用途には使用いたしません。 

 

■掲載ご希望の画像（□にチェックを入れてください） 

広報用画像一覧・掲載時のキャプション 

□ 
①アルフォンス・ミュシャ《ジスモンダ》1894 年 

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 
□ 

パヴェル・ヤナーク《クリスタル（結晶）型小物入れ》

1911 年 

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 

□ 
③ヴァーツラフ・シュパーラ、小箱《悪魔》1921 年 

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 
□ 

④ラジスラフ・ストナル《ゾウ》（国立家内工業教育研究

所のためのデザイン）、1930 年頃 

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 

□ 

⑤カレル・チャペック著『ダーシェンカ あるいは子犬の

生活』初版、1933 年 

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 

□ ⑥「チェコ・デザイン 100 年の旅」 ポスター 

※その他、美術館外観等の写真が必要な場合は、下記空欄にご記載ください。 
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富山県美術館 広報用使用画像について 

 
◎ 本広報用画像の使用は、出版・放送（番組）・WEB 等、富山県美術館および展覧会の広報を目的とした報

道に限らせていただきます。展覧会の広報にあたっては、展覧会名、会期、会場を必ずご掲載ください。 

 

◎ 画像は「広報用画像申込書」に掲載または放送内容を具体的に記載の上、ご申請ください。富山県美術館

より画像データをお送りいたします。提供した画像データは、使用後すみやかに破棄してください。 

 

◎ 画像使用の際は、「広報用画像申込書」をご参照の上、所定のキャプションとクレジットを表記してくださ

い。 

 

◎ 画像は全図で使用してください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レイ

アウトにご配慮ください。 

 

◎ ロゴマーク・ロゴタイプに他のデザイン要素を重ねたり、横切らせたり、余白を削除したりすることはしない

でください。 

 

◎ 申請をいただいた媒体以外の企画（例：出版物表紙、広告素材使用は不可）での二次使用はできません。

再掲載・再放送などを希望される場合は、別途申請が必要です。 

 

◎ 基本情報と画像使用の確認のため、校正を FAX またはメールで富山県美術館広報担当までお送りくださ

いますようお願いいたします。 

 

◎ 掲載および放映いただいた場合、お手数ですが掲載紙・誌、URL、番組収録の DVD、CD などを富山県美

術館へのご提供をお願いいたします。 
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