
■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10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。

■INFORMATION
Opening hours: 10:00am ̃ 5:00pm (No admission after 4:00pm)
Closed: Wednesday, from mid-December to late February
Admissions:  Adults / ￥900 (Group ￥700)
                    College, High School Students / ￥700 (Group ￥500)
                    Junior High, Elementary School Students / ￥300 (Group ￥200)
※Group admissions for more than 20 people
※Café and museum shop are admission free.

Free parking spaces for 300 cars and 30 buses

Bus: Takayama Sta. Nohi Bus Center → 
       bus stop “Hikaru kinenkan mae” or “Nakayama-cho”
Taxy: about 10min
Walking: about 40min
[address]  175,Nakayama-cho,Takayama-shi,Gifu,Japan

■Access from Takayama Sta.

■INFORMATION
Opening hours: 9:00am ̃ 5:00pm (No admission after 4:30pm)
Open daily: Except from mid-January to mid-March, we have irregular holidays.
Admissions:  Adults / ￥1,300 (Group ￥1,000)
                    College, High School Students / ￥1,000 (Group ￥800)
                    Junior High, Elementary School Students / ￥800 (Group ￥600)
※Group admissions for more than 20 people
※While temporary exhibitions are held, admissions may change.
※Café and museum shop are admission free.
Free parking spaces for 120 cars.

[Access by train]
From Tokyo, Osaka: Tokaido Shinkansen JR Nagoya Sta. → JR Ltd Exp. Wide                           
                               View Hida→ Takayama Sta. 
From Kanazawa, Toyama: Hokuriku Shinkansen JR Toyama Sta. → JR Ltd Exp. 
                                        Wide View Hida→ Takayama Sta. 
[Access from Takayama Sta.]
Bus: Takayama Sta. Nohi Bus Center (To “Hida No Sato”) → 
       bus stop “Hida Takayama Museum of Art” (about 10min.)
[address] 1-124-1,Kamiokamoto-cho,Takayama-shi,Gifu,Japan

■Access

※料金は消費税込み。小学生未満は無料。団体は20名以上。

○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）。シルバー
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HIKARU MUSEUM
□駐車場
　乗用車 300台
　バス 30台

■ご利用案内
営業時間：午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休 館 日：定期休館日無し（但し1月中旬～3月中旬は不定休）

■お問い合わせ
〒506-0055　岐阜県高山市上岡本町1-124-1
TEL 0577-35-3535   FAX 0577-35-3536　http://htm-museum.co.jp/

■交通のご案内
【電　車】
　○東京方面　新幹線JR名古屋駅→JR高山本線 特急ワイドビューひだ→高山駅
　　　　　　　※所要時間／約3時間50分
　○大阪方面　新幹線JR名古屋駅→JR高山本線 特急ワイドビューひだ→高山駅
　　　　　　　※所要時間／約3時間
　○北陸方面　JR富山駅→JR高山本線 特急ワイドビューひだ→高山駅
　　　　　　　※所要時間／約2時間
【高山駅よりバスをご利用のアクセス】
　○高山駅濃飛バスセンター（飛騨の里行き）→飛騨高山美術館前・バス停下車
　※所要時間／約10分

平成２８年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業
Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government of 
Japan in the fiscal 2016

美術館を中心とした多言語化による国際発信事業
International projects featured in different languages

光ミュージアム　開館18周年記念
18th Anniversary of the Hikaru Museum

飛驒高山美術館　開館20周年記念
20th Anniversary of the Hida Takayama Museum of Art

※料金は消費税込み。小学生未満は無料。団体は20名以上。

○企画展開催時、入館料を変更する場合がございます。
○カフェ・ショップのご入場は無料となります。
○ホテル、各観光施設に設置の常設展優待券持参で200円割引。
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HIKARU MUSEUMHIDA TAKAYAMA MUSEUM OF ART

飛騨高山の市街地にあるミュージアムです。建物はマヤ文明の遺
跡を彷彿とさせ、展示室は美術、歴史、自然史に分かれています。国
宝「太刀 銘 康次」を含む約2,000点の美術品を所蔵し、現代書、浮
世絵、近代日本画、西洋絵画のコレクションがあります。歴史ではマ
ヤ、インカを中心に世界各地の資料、自然史では飛騨地域の化石や
恐竜模型の展示をしています。

19世紀末、ヨーロッパで華麗に花開いたアール・ヌーヴォー様式。
それは、ガラス工芸のみならず、家具や照明器具など日常生活の
デザインにも取り入れられ多様な美の展開を見せました。飛驒高
山美術館では、それらの装飾芸術にスポットを当て、またその後
に続くアール・デコや現代ガラスまで、約 1,000 点の作品を収蔵
しています。

The Hida Takayama Museum of Art houses around one 
thousand works of art. The collection includes many objects 
intended for use in daily life, such as furniture, glass art, and 
lamps. The styles include Art Nouveau, which was popular at 
the end of the nineteenth century, Art Deco, which was 
popular in the early twentieth century, as well as examples of 
contemporary works of art.

HIKARU MUSEUM is located in the city of Takayama. The 
building is reminiscent of the remains of Maya civilization, and 
there are exhibition rooms of art, history and natural history. It 
has about 2,000 works of art, including the national treasure 
"Tachi: Long Sword forged by Yasutsugu", and it has the 
collections of contemporary calligraphies, Modern Japanese 
paintings, Ukiyo-e works and Western paintings. It exhibits the 
historical materials around the world mainly Maya and Inca, 
the fossils in the Hida area and the dinosaur models.

「ベートーヴェン・フリーズ」リヒャルト・ルクシュ 「3羽の燕の香水瓶」ルネ・ラリック
「Pair of Figures from the Fountain of Nietzsche 
   in the Main Room for the Beethoven Frieze 
   Exhibition」 Richard Luksch

「Perfume bottle ”Three Swallows”」
　René Lalique

「洗濯をする農婦」フィンセント・ファン・ゴッホ
「Peasant Woman Laundering」Vincent Van Gogh

「つばき鉢」北大路魯山人
「Bowl Decorated with Camellias」KITAOJI Rosanjin

「不二霊峰」横山大観
「Sacred Mount Fuji」YOKOYAMA Taikan

「扇型花器」エミール・ガレ 「フランスの薔薇」エミール・ガレ
「Vase in Form of Japanese Fan」
　Emile Gallé

「Vase “Rose de France”」
　Emile Gallé

エミール・ガレの部屋
Emile Gallé and Art Nouveau Room

「木の実文水差し」アマルリック・ワルター 「ジャック・イン・ザ・パルピット」
　ルイス・カムフォート・ティファニー「Berry Pitcher」

　Amalric Walter

「牡丹睡描」速水御舟
「Napping Cat and Peony」HAYAMI Gyoshu

「ガブリエルの肖像」
　ピエール=オーギュスト・ルノワール
「Portrait of Gabrielle」Pierre-Auguste Renoir

「市川鰕蔵の竹村定之進」東洲斎写楽
「Ichikawa Ebizo as Takemura Sadanoshin 
　in the play “Koinyobo Somewake Tazuna”」
　TOSHUSAI Sharaku

「崩壊」手島右卿
「Collapse」TESHIMA Yukei

「紫式部図」上村松園
「Lady Murasaki Shikibu」UEMURA Shoen

チャールズ・レニー・マッキントッシュの部屋
Exhibition Room of Charles Rennie Mackintosh

「Vase “Jack-in-the-Pulpit”」
　Louis Comfort Tiffany


