
HIKARU MUSEUM

　光記念館は、飛騨高山の丘陵地に平成11年春にオープンし
た美術館・博物館を合わせ持つ複合型ミュージアムです。
　平成14年からは岐阜県教育委員会が認めた登録博物館とし
て、また平成19年からは、文化庁が国宝・重要文化財の公開に
相応しい施設として認定した公開承認施設として運営を致して
おります。
　優れた芸術・美術品や価値ある博物資料、及びそれらに関す
る最新の情報と知識を広く公開・提供することで、人々の暮らし
や心に「光」を放つことのできるミュージアムでありたいと考え
ています。

■施設概要
構　　造：地上1階、地下3階、鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造り
外壁材質：フランス産ライムストーン
外観モチーフ：メソアメリカ文明「ウシュマル・総督の館」（レリーフ約25,000個）
　　　　：メソアメリカ文明「エルタヒン・壁龕のピラミッド」
敷地面積：約75,753㎡（約 22,915坪）
延床面積：約32,668㎡（約  9,882坪）
展示面積：約13,576㎡（約  4,107坪）
収蔵面積：約 1,534㎡（約     464坪）
駐 車 場：大型バス30台、乗用車300台
開　　館：平成11年4月8日
　　　　　平成14年3月22日 登録博物館認可
　　　　　平成19年4月18日 公開承認施設に承認

■お問い合わせ
〒506-0051　岐阜県高山市中山町175
TEL 0577-34-6511   FAX 0577-34-6065　http://h-am.jp

■交通のご案内
電　車　○JR高山駅下車…タクシーで約5分（徒歩で40分）
自動車　○東海北陸道経由、中部縦貫道【高山IC】から約３分
　　　　○北陸自動車道【富山IC】からR41で約２時間
　　　　○長野自動車道【松本IC】からR158で約２時間

■ご利用案内
開館時間：午前10時～午後5時（入館は午後4時まで）
休 館 日：毎週水曜日（祝日の場合開館）、冬期間
　　　　　　　※詳しくはお問い合わせ下さい。

※料金は消費税込み。小学生未満は無料。団体は20名以上。

○前売券は“光記念館チケット売り場”にて発売。
○シルバーは70歳以上（年齢を確認できるものの提示が
　必要です）。

○障害者料金での入館は、障害者手帳の提示が必要です。
○飛騨地域の小・中学校、並びにこれらに準ずる方とその
引率者の方が教育活動として観覧する時は無料（事前
のお申し込みが必要です）。シルバー
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○年間パスポートとは、有効期間内パスポートの提示で
何度でもご入館頂けるサービスです。
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□駐車場
　乗用車 300台
　バス 30台



　美術展示室
  【収蔵点数：約2,000点】

　日本の心・日本の精神と、清明正直な芸術を守り後世に伝えることを目的に、
国宝「太刀 銘 康次」、国重要文化財「太刀 銘 了戒」、重要美術品「猿丸集断簡
（伝）藤原行成」、「後陽成天皇宸翰御消息」を含む約 2,000 点のコレクションを
所蔵しています。
　近代日本画は、横山大観、竹内栖鳳、菱田春草、川合玉堂、上村松園、鏑木清
方、東山魁夷、加山又造などの優れた作品が多数揃っております。
　浮世絵は、葛飾北斎の「冨嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」と
「名所江戸百景」全作品を含めた版画約 220 点と肉筆浮世絵約 420 点を数え、
日本有数のコレクションと評されています。
　また「藤原定家の書状」や「千利休の書簡」などの墨書、文化功労者・手島右
卿とその一門の現代書などの書（約 250 点）も充実しており、それらを季節毎
に入れ替えてご覧いただいています。これに、近年いつでも見られるゴッホや
モネなどの西洋絵画コレクションが加わりました。

　地質科学よりみた飛騨展示室
  【収蔵点数：約13,000点】

　飛騨地方は、古生代から新生代までのほとんどの地層が露出している、たい
へん珍しい地域です。日本最古の化石や岩石が発見されるなど、飛騨の歴史
の中には列島の歴史が凝縮されているともいえるでしょう。
　当館は、岐阜県と北陸三県の境界から産出する化石・岩石を主に、約
13,000 点を収蔵しています。中でも、新種化石 7 点を含む手取層群産出アン
モナイト・ベレムナイト化石の収蔵数は日本一です。
　大自然が現在のような姿になるまでの、人類を含むすべての生命が果たし
てきた役割を、化石を通して紹介しています。

　人類史展示室
  【収蔵点数：約2,000点】

　人類の歴史は数百万年前からといわれています。今から約１万２千年前の氷
河期が終わる頃より、人類は世界各地で定住生活を行い、豊かな文化を育み
ました。そして、人の智恵や力のおよばない神秘の世界があると考え、各地域
で共通の神を崇めて祭りや儀式を行い、高度な文明を興していきました。
　人類の「崇める心」がどのようなものを育み、現代に受け継がれているのか、
古代の文化・文明の所産の中にそれらを見ていきます。
　当館では世界各地の出土品や工芸品などを収集・展示しており、中でも特
に中南米の考古資料が充実しています。

儀式場面模様彩色深鉢
［マヤ文明］

金製儀式用ナイフ「トゥミ」
［アンデス文明］横山大観「不二霊峰」（部分）

ジェセル王ピラミッドのファイアンスタイル
［エジプト文明］

カガリュウ
（実物大復元模型）

パキディスカス
（アンモナイト亜種の一種）

■主な所蔵作家

上村松園「三美人之図」葛飾北斎「日・龍・月」 重要美術品 （伝）藤原行成「猿丸集断簡」

国宝 太刀 銘「康次」 上村松園「わか葉頃」

クラドコーナス
（床板サンゴ亜種の一種）

フィンセント・ファン・ゴッホ「洗濯をする農婦」 クロード・モネ「ジヴェルニーの草原、朝」

【古画・浮世絵】

（伝）牧　谿 宮本武蔵 菱川師宣 英　一蝶 懐月堂安度
宮川長春 宮川一笑 勝川春章 喜多川歌麿 東州斎写楽
葛飾北斎 谷　文晁 渓斎英泉 歌川広重 河鍋暁斎 

【近代日本画】

橋本雅邦 竹内栖鳳 小川芋銭 横山大観 山元春挙 
下村観山 川合玉堂 菱田春草 上村松園 木村武山 
前田青邨 堅山南風 村上華岳 奥村土牛 岸田劉生 
堂本印象 山口逢春 中川一政 速水御舟 芹沢銈介 
小倉遊亀 伊東深水 小松　均 棟方志功 東山魁夷 
佐藤太清 加山又造 鏑木清方 富田渓仙 熊谷守一 
小杉放庵 安田靫彦 川端龍子

【　書　】

（伝）藤原行成 藤原定家 千　利休 賀茂真淵 池　大雅
良　寛 貫名菘翁 市河米庵 頼　山陽 勝　海舟
西郷隆盛 中林梧竹 巌谷一六 徳川慶喜 伊藤博文
東郷平八郎 宮島詠士 比田井天来 川合玉堂 松林桂月
熊谷守一 野口雨情 山本五十六 若山牧水 川谷尚亭
安東聖空 桑田笹舟 手島右卿 山崎大砲 戸田提山

【工芸・その他】

エミール・ガレ ドーム兄弟 北大路魯山人 加藤唐九郎 河井寛次郎
岡本太郎 ロバート・ラウシェンバーグ アウレリア・ムニョス 
イヴ・クライン 池田満寿夫 ヒロ・ヤマガタ クリスチャン・ラッセン
  
【洋　画】

ジャン＝マルク・ナティエ カミーユ・コロー ギュスターヴ＝クールベ
クロード・モネ フィンセント・ファン・ゴッホ ジョルジュ・ルオー
モーリス・ド・ヴラマンク モーリス・ユトリロ

【彫　刻】

エミール・アントワーヌ・ブールデル 北村西望 富永直樹 
ズビネック・セカール


