
生活環境文化部　富山県美術館

担当：広報について：川浦、展覧会について：稲
塚、望月（学芸課）、碓井（普及課）
電話：076-431-2711

令和 3年 6月 4日　　

富山県美術館「第 13 回世界ポスタートリエ
ンナーレトヤマ 2021」開催および一般前売
り券販売開始のお知らせ

富山県美術館では、2021 年 7 月 10 日（土曜日）～9月 5日（日曜日）の間、企画展「第 13
回世界ポスタートリエンナーレトヤマ 2021（IPT2021）」を開催します。また一般前売り券は
6月 5日（土曜日）より販売します。

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・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
ーレ方式で開催を続けており、デザインの世界では「IPT、
トヤマ」で伝わるポスター公募展として注目されています。
IPT2021 の公募では、様々な領域でのデジタル化が進むな
か、ポスターの魅力を改めて伝えるべく、紙媒体応募の A,B
部門の見直しとともに、前回から設けた 30 歳以下対象のデ
ジタルデータ応募の募集範囲を、30 歳以上の学生にも拡大
しました。
新型コロナウイルス感染拡大により、国と地域を問わず社
会全体が様々な制限を受ける中での公募でしたが、応募総
数は世界 64 の国と地域からの全部門総計 5,943 点と過去
最高となりました。
本展では、4月の 1次審査で選ばれた入選作品に、審査員
による招待作品を加えた約 400 点を紹介する予定です。ま
た、開会直前には 2次審査が行われ、大賞ほか受賞作品が

決まります。最先端のポスターデザインとともに、ポスターに乗せて富山まで伝えられる世
界のメッセージにふれていただきたいと思います。

 

 

開催概要

 

展覧会名

第 13 回世界ポスタートリエンナーレトヤマ 2021



会期

2021 年 7 月 10 日（土曜日）～9月 5日（日曜日）

休館日

毎週水曜日（ただし、8月 26 日～9 月 5日は無休）、8月 10 日

開館時間

9 時 30 分～18 時 00 分（観覧受付は 17 時 30 分まで）

会場

富山県美術館 2 階展示室 2、3、4

観覧料

前売一般 850 円、当日一般 1,100(850)円、大学生 550(420)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、6月 5日（土曜日）～7月 9日（金曜日）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

後援

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

協力

YKK 株式会社

 

本展の見どころ



3 年に一度、富山で出会うポスターデザインの最先端

毎回、IPT には、世界の第一線で活躍するプロフェッショナルから学生まで、多様な国籍と
世代の応募者から作品が寄せられます。富山で、世界のポスターデザインの最先端に触れる
ことができる展覧会です。

 

ポスターという 1枚の紙。そこに乗せられた世界からのメッセージ

時代性や地域性が映し出されるポスターは、「時代や場所を映す鏡」であるとともに、視覚的
なメッセージによる言葉を超えたコミュニケーションの手段でもあります。世界から富山に
届けられた様々なポスターから、世界のいまが見えてきます。

 

審査員による、応募テーマ「INVISIBLE」ポスターにも注目

今回の自主制作の部門（B部門、U30 ＋ Student 部門）のテーマは「INVISIBLE（目に見えな
いもの）」です。IPT2021 実行委員・審査員のデザイナーの方々にもこのテーマで新作を制作
していただきました。ポスターという視覚のメディアに現れた様々な「INVISIBLE」の解釈に
触れていただきたいと思います。

 

 

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。

土日祝等の混雑時には、入場制限を行う場合がございます。

 

取材・貸出画像について

取材・貸出画像ご希望の方はこちらの申請書（PDF：1,066KB）をご確認ください。
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第 13 回世界ポスタートリエンナーレトヤマ 2021 

広報用画像 
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第 13 回世界ポスタートリエンナーレトヤマ 2021 

取材・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  

取材希望日 

※取材希望の場合  

日時  

 

撮影  

希望あり ・ 希望なし 
    ※ご希望にそえない場合があります。 

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第 13 回世界ポスタートリエンナーレトヤマ 2021 開

催ポスター デザイン：三木健 
□ 

②第 13 回世界ポスタートリエンナーレトヤマ 2021 開

催ポスター デザイン：三木健 
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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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