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チューリップテレビ開局 30周年記念 

ポーラ美術館コレクション展 
―印象派からエコール・ド・パリ― 
開催および一般前売券販売開始のご案内 

 

富山県美術館では、2021 年 4 月 24 日（土）～2021 年 6 月 27 日（日）の間、企画展「ポー

ラ美術館コレクション展 印象派からエコール・ド・パリ」を開催します。一般前売り券

は 2 月 27 日（土）より販売します。 

 

 

 

2002 年 9 月に「箱根の自然と美術の共生」のコンセ

プトのもと、富士箱根伊豆国立公園内の箱根・仙石原

に開館したポーラ美術館のコレクションは多岐にわ

たり、その総数は約 1 万点におよびます。中でも西洋

絵画のコレクションは、19 世紀フランス印象派からポ

スト印象派、そして 20 世紀絵画にいたるまで、西洋

の近代美術の展開を体系的にたどることのできる、国

内でも屈指のコレクションです。 

本展覧会では、「印象派からエコール・ド・パリ」と

題し、ポーラ美術館収蔵作品からモネやルノワールの

印象派、セザンヌ、ゴッホなどポスト印象派、マティ

ス、ピカソら 20 世紀を代表する画家たち、そしてユ

トリロやシャガールなどエコール・ド・パリに至るま

で、フランスで活動した作家による 74 点の絵画と、

12 件の化粧道具を精選しご紹介します。画家たちを魅

了してやまないフランスという地で、時代や様式を超

えて受け継がれる美意識を、ぜひ会場でお楽しみくだ

さい。 
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【開催概要】 

展覧会名：チューリップテレビ開局 30 周年記念 

ポーラ美術館コレクション展―印象派からエコール・ド・パリ― 

会期： 2021 年 4 月 24 日（土）～6 月 27 日（日） 

休館日： 毎週水曜日、5 月 6 日（木）※4 月 29 日（木・祝）から 5 月 5 日（水・祝）は無休 

開館時間： 9：30～18：00（観覧受付は 17：30 まで） 

会場： 富山県美術館 ２階展示室２、３、４ 

観覧料： 前売一般 1,200 円、当日一般 1,400(1,200)円、大学生 1,000(800)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、2 月 27 日（土）～4 月 23 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、セブンチケット、

ローソンチケット（L コード：54838）、チケットぴあ（P コード：685-495）、富山

大和、BOOKS なかだ、文苑堂書店、明文堂書店 

 ※前売り券のお問い合わせは、チューリップテレビ 事業部までお願いいたします。 

  076-444-8888（平日 10:00-17:00） 

主催： 富山県、ポーラ美術館コレクション展実行委員会（富山県美術館・チューリップテレ

ビ）、公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館 

後援： 朝日新聞富山総局、北日本新聞社、富山新聞社、北陸中日新聞、毎日新聞富山支局、

読売新聞北陸支社 

協賛： NISSHA 

協力： ヤマト運輸 

企画制作： TBS テレビ 

企画協力： テモアン 
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【本展の見どころ】 

○印象派からエコール・ド・パリ、総勢 28 名の珠玉の作品を一堂に展示 

クロード・モネやピエール・オーギュスト・ルノワール、カミー

ユ・ピサロなど、印象派の旗手となった画家たちのほか、ポスト

印象派を支えたポール・セザンヌ、ポール・ゴーガン、フィンセ

ント・ファン・ゴッホや、20 世紀を代表するアンリ・マティス

やパブロ・ピカソ、パリの華やかな時代をエコール・ド・パリと

して彩ったモーリス・ユトリロやマルク・シャガールら、総勢 28

名の画家たちの作品を、一堂にご覧いただけます。 

 

○展覧会に流れる 3 つのテーマ 

本展では、美術史的な年代で区分した章立てのほか、全体の

中で「女性像」、「パリ」、「旅」という 3 つのテーマを設けてい

ます。例えば「パリ」と一言で言っても、「パリ」のどこを描い

たのか、そして感じ方や描き方は画家それぞれです。画家たちが

どのように描き出そうとしたのか、その違いも合わせてお楽し

みください。 

 

○アール・ヌーヴォー、アール・デコの化粧道具 

アール・ヌーヴォーを代表するガラス工芸作家エミール・ガ

レや、アール・デコの時代を牽引したルネ・ラリックによる香

水瓶、そして時代を象徴するような繊細で華やかなデザイン

の化粧道具一式など、普段はポーラ美術館でしか見ることので

きない作品を、富山でご覧いただける絶好の機会です。 

 

【会期中のイベントについて】 

会期中のイベントの詳細は、当館ホームページや SNS 等でお知らせします。 

 

【お客様へのお願い】 

ご来館の皆様には、マスクの着用／適切な距離の確保／咳エチケット／風邪症状がある場合のご来

館自粛など、新型コロナウイルス感染症防止にご協力いただけますようお願い申し上げます。 

土日祝や GW 等の混雑時には、入場制限を行う場合がございます。 

 

クロード・モネ《睡蓮》1907年 

ポーラ美術館蔵 

アメデオ・モディリアーニ《婦人像（C. D. 

夫人）》1916 年頃 ポーラ美術館蔵 
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ポーラ美術館コレクション展―印象派からエコール・ド・パリ― 

広報用画像 

 

写真①  写真② 写真③ 

 

  

写真④ 写真⑤ 写真⑥ 

   

写真⑦ 写真⑧  
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ポーラ美術館コレクション展―印象派からエコール・ド・パリ― 

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。 

申込日  

貴媒体名  

（WEB の場合の URL）  

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  

記載企画内容  

※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ピエール・オーギュスト・ルノワール《レースの帽子

の少女》1891 年 ポーラ美術館蔵 
□ 

②フィンセント・ファン・ゴッホ《ヴィゲラ運河にかかるグ

レーズ橋》1888 年 ポーラ美術館蔵 

□ ③クロード・モネ《散歩》1875 年 ポーラ美術館蔵 □ 
④ピエール・オーギュスト・ルノワール《髪かざり》1888

年 ポーラ美術館蔵 

□ 
⑤クロード・モネ《睡蓮》1907年 ポーラ美

術館蔵 
□ 

⑥アメデオ・モディリアーニ《婦人像（C. D. 夫人）》1916

年頃 ポーラ美術館蔵 

□ 
⑦ピエール・ボナール《地中海の庭》1917-

1918年 ポーラ美術館蔵 
□ ⑧ポーラ美術館コレクション展 富山会場 ポスター 
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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や他の画像がかぶったりしないよ

う、レイアウトにご配慮ください。 

 

◎ WEB にてご掲載の場合には、コピーガード（※右クリック不可）を施しダウンロード不可にしてください。 

 

◎ 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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