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MAKI-E・美の万華鏡展

ピーターラビット展

遥かなるルネサンス展

東山魁夷展

美しき昭和の原風景

かわいい

19世紀イタリアの建物・風景

原生林の響

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

どうぶつ

本館･企画展示室

写真コレクション特集

ビアトリクス・ポター™生誕150周年

─ 単眼鏡で覗く未体験の深層美 ─

常設展示室 7

ピーターラビット™展

MAKI-E・美の万華鏡展

4月1日［土］ 7月2日［日］

新館･常設展示室

7月15日［土］ 9月3日［日］

展示替え
５月１５日［月］

（展示替え 5月22日［月］
）

ひがし やま

い

東山魁夷展

─ 天正遣欧少年使節団がたどったイタリア ─

天正遣欧少年使節団の旅路を
19世紀の写真を中心に紹介

9月21日［木］ 12月24日［日］

1月2日［火］ 3月4日［日］

（展示替え 11月6日［月］
）

2018年

9月21日［木］ 12月3日［日］

原生林の響
水越武が撮影した原生林のもつ
豊かな自然の美しさを紹介

1月2日［火］
2018年3月25日［日］
2018年

（展示替え 2月12日［月］
）

4月1日［土］
常設展示

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

7月15日［土］
常設展示

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

9月21日［木］
12月24日［日］

写真コレクション特集
常設展示室 1 〜6

アーニョロ・ブロンズィーノ《ビア・デ・メディチの肖像》
1542頃 油彩・板 ウフィツィ美術館所蔵

東山魁夷（1908-1999）は、詩的で情緒の
ある装飾的な風景画を描き、現代を代表する日
本画家として人気を博し、国民的画家と呼ばれ
ています。本展は、画家の生誕110周年を記念
白馬の森 1972年 長野県信濃美術館東山魁夷館所蔵
し、初期から晩年までの作品を通して、東山芸
術の世界をひろく紹介いたします。
本展では、長野県信濃美術館東山魁夷館が所蔵する作品を中心に、本制作、試作品、ヨーロッ
パ・北欧風景スケッチ、京洛四季スケッチ、「白馬の見える風景」シリーズ習作、日展のための
準備作など合計約80点を出品、展示いたします。

常設展示室 7

16世紀後半のイタリアを訪れた天正遣欧少年使節の
足跡をたどりつつ、日本人が初めて見たイタリア･ルネ
サンスの芸術に焦点を当てて、ルネサンスの豊穣なる美
の世界を探求します。本展では、天正遣欧少年使節が訪
れたイタリア各地の都市の美術を紹介します。メディチ
家のお抱え画家ブロンズィーノが描いた《ビア・デ・メ
ディチの肖像》と、ヴェネツィアで描かれ、2014年に奇
跡的に再発見された《伊東マンショの肖像》は必見です。

かい

19 世紀イタリアの
建物・風景

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

9月10日［日］

写真コレクション特集
常設展示室 1 〜6

遥かなるルネサンス展

東京富士美術館開館35周年記念

イヌ、ネコ、ウサギ…
色々な動物が大集合
（展示替え 8月14日［月］
）

常設展示室 7

ⒸGabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

どうぶつ

7月15日［土］ 9月10日［日］

ビアトリクス・ポター
『ベンジャミン バニーのおはなし』
水彩、
インク、
紙 英国ナショナル・トラスト所蔵

The National Trust for England, Wales and Northern Ireland

海外文化交流特別展

かわいい

常設展示

7月9日［日］

写真コレクション特集
常設展示室 1 〜6

「ピーターラビット」の作者、ビアトリクス・ポ
ターの生誕150周年を記念した大規模な原画展です。
物語は、ビアトリクスが病気の知人少年にあてた一通
の絵手紙から始まりました。英国・湖水地方の豊かな
自然への愛情が色濃く反映されたピーターラビットの
世界を、この絵手紙（本人による複写）などその原点
からたどっていきます。英国ナショナル・トラストが
所蔵する貴重な絵本の自筆原画やスケッチ、愛用品な
ど、展示される200件以上の作品・資料のほとんどが
日本初公開です。

在りし日の日本の自然、建築、
家族、風習などの写真を紹介

4月1日［土］ 7月9日［日］
常設展示室 7

「八王子市市制100周年」記念文化事業の一環として、
近年の新収蔵作品初公開を含め、当館が所蔵する約500
点の蒔絵工芸作品から100点を展示いたします。日本独
自の工芸美術として世界でも“MAKI-E”として知られる
その技巧を存分に楽しんでもらうため、アート鑑賞の世
重要美術品
界で知る人ぞ知るツールである単眼鏡を活用。単眼鏡の
鹿秋草蒔絵硯箱（部分） 五十嵐派
レンズを通して眼前にせまる蒔絵や螺鈿の繊細な美を万
華鏡さながらに楽しめる新しい鑑賞体験を提供します。レンズを通して覗くことで、作品の美に
没入する体験は新鮮な驚きに満ち、子どもから大人まで世代を問わず魅了することでしょう。
（単眼鏡協力：Vixen）

美しき昭和の原風景

常設展示室 1 〜6

東京富士美術館所蔵・新収蔵品初公開

月

常設展示

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

1月2日［火］

2018年

3月25日［日］

2018年

Lounge
ラウンジ

ご鑑賞の合間にくつろぎのひとときを

開館時間
休 館 日
入 館 料

2017.4

10:00〜17:00（受付は16:30終了）
月曜日（祝日の場合は開館、翌火曜日が振替休館）、
展示替え、年末年始
展覧会ごとに異なります

2018.3

Café Restaurant Seine
カフェレストラン・セーヌ

創作フレンチや手作りスウィーツが大好評

MAP
イス席、給茶機（無料）を
設置しております。美術
鑑賞のひとときにご利用
下さい。なお衛生上、ラ
ウンジ内でのお食事はご
遠慮いただいております。

カジュアルな創作フレンチやパ
ティシエ手作りスウィーツ、焼き
たてパンもお届けしています。美
術館の展覧会と連動したメニュー
もお楽しみいただけます。

Play room

Gift Shop

キッズルーム

ミュージアムショップ

キッズ大集合！授乳室も完備

オリジナルグッズやおしゃれなアクセサリーが人気

拡大図

主に未就学児のお子様を
対象に、絵本や玩具を利
用して、心ゆくまで楽し
んでいただけます。個室
の授乳室もあります。

［ＪＲ八王子駅北口]◎始発から12:29発までは、西東京バス14番のり
ばより創価大正門東京富士美術館行き、
または創価大学循環、
「創価大
正門東京富士美術館」下車 ◎12:31発以降は、西東京バス11番（八日町経
由）
もしくは12番（ひよどり山トンネル経由）
のりばより創価大正門東京富士美術
館行き、
または創価大学循環、
「創価大正門東京富士美術館」
下車
［京王八王子駅］◎西東京バス4番のりばより、創価大正門東京富士美術館行
き、
または創価大学循環、
「創価大正門東京富士美術館」
下車
［ＪＲ拝島駅］
（※1時間に1本程度運行）◎西東京バス3番のりばより、工学院大
学（高月経由）行き、
「創価大正門東京富士美術館」下車 ◎純心女子学園行き、
「純心女子学園」
下車
［ＪＲ秋川駅］
（※1時間に1本程度運行）◎西東京バス2番のりばより、京王八王
子駅
（サマーランド、
ひよどり経由）
行き、
「純心女子学園」
下車

バス

Universal service staff
ユニバーサルサービス・スタッフ

お客様をサポートする専門スタッフ

中央道八王子インターチェンジ（第2出口）
より、八王子市街方面へ進
み、国道16号に合流、三つ目の信号(谷野街道入口)を右折、直進し二つ
目の信号(谷野町)を右折

お車

お体の不自由な方々や、
ご高齢の方々への専門
サービスの教育を受けた
スタッフが、館内を巡回
しています。お気軽にお
声かけください。

〒192-0016
東京都八王子市谷野町492-1
042-691-4511
ホームページ ● http://www.fujibi.or.jp twitter ● @tokyofujibi
Facebook ● http://www.facebook.com/fujibi

TOKYO FUJI
ART MUSEUM
EXHIBITIONS
SCHEDULE
展示スケジュール

東京富士美術館オリジナルグッズ、
雑貨やおしゃれなアクセサリー等、
楽しいグッズを取り揃えています。
皆様のお越しをお待ちしております。

ア ート パ ス ポ ート

アートパスポートは、発行日より1年間
全ての展覧会にご利用いただけるフリーパスカードです。

facebook

1年間、何度でも
ご入場できます

特典がいっぱい！
同伴5名様まで
割引料金になります

お申し込みの方に、
記念品をプレゼント

