DNPイメージアーカイブ
株式会社 DNP アートコミュニケーションズ
電話：03-6431-3702 ／ FAX：03-6431-3705
http://search.dnparchives.com/

DNP アートコミュニケーションズでは、国
内外の美術作品の画像データを貸し出す〈イ
メージアーカイブ事業〉を行なっております。
美術作品や歴史的な写真を撮影した画像を利
用できるようにするため、当社では、各美術
館・博物館、大学などの所蔵先や、認定を受
けたエージェンシーから、ライセンスを受け
た画像を提供しております。
美術作品をデザイン素材のひとつとして、書
籍・雑誌、あるいは広告宣伝、商品展開のみ
ならず、これまでとは異なった新しい用途や
企画でのビジネス展開を可能にします。
ぜひご活用ください。

暮らしを彩るアートコンテンツ。
豊富な美術素材を利用して新しいビジネスを実現します。
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◆イメージアーカイブご利用のために

美術作品を中心に行っております画像の貸出サービス「DNP イメージアーカイブ」は、企業・団体のみならず個人の方
でもご利用いただけます。インターネットもしくは FAX にてお申込ください。ご利用目的・利用条件・利用画像等をご
確認させていただき、お見積をご提出いたします。見積をご了承いただいた上で、画像を提供いたします。画像は 1 回の
貸出につき 1 利用となります。詳しくは「貸出利用規約」をご覧ください。ご利用にあたっては、作家名、作品名、所蔵
館名とともに、所定のクレジットを表示してください。クレジット表示は作品により異なります。
なお、所蔵館や画像によりましては、ご利用目的や利用条件等で制約条件のある場合がございます。

http://search.dnparchives.com/
FAX 03-6431-3705
◆利用料金について

画像の利用料金は、所蔵館もしくは作家により、またご利用目的・利用条件等により利用料金が異なります。所蔵館もし
くは作家ごとの適用料金表は本案内に表示してありますので、別に用意しております「貸出利用規約」「料金規定」およ
び各「画像貸出利用料金表」をご覧ください。
貸出利用規約・料金規定・料金表はインターネットでもご覧いただけます。またご請求いただければお送りいたします。

◆表紙に用いた「Artist Touch®」について

当社と大日本印刷は、印象派の絵画や浮世絵などをモチーフに、作品がもつ色調や筆致をアレンジし、新しい形の連続パ
ターン「アーティストタッチ ®」を共同開発いたしました。書籍の装丁や壁紙・カーテンなどのインテリア関連はもとより、
商品への展開などさまざまな利用が可能です。詳しくは「アーティストタッチカタログ」で紹介しております。

◆ミニカタログのご案内

uu

u 詳しくは巻末ミニカタログ一覧（p.39）をご覧ください。

イメージアーカイブの一部作品については、ミニカタログをご用意しております。ご請求ください。

◎既刊カタログ……「ボストン美術館所蔵日本の名品」「大英博物館所蔵日本の名品」「ギメ美術館所蔵日本の名品」「北斎：冨
嶽三十六景」「広重：保永堂版東海道五拾三次」「広重：名所江戸百景」「竹久夢二の世界」「十二支シリーズ①龍」「同②蛇」「同
③馬」「石井崇 光と風」「平松礼二 飾と彩」「印象派名作集〈人物編〉」「同〈風景・静物編〉」「印象派の巨匠たち①クロー
ド・モネ」「同②エドゥアール・マネ」「同③ピエール = オーギュスト・ルノワール」「同④ポール・セザンヌ」「ADAGP」「古
代エジプト美術」「教科書・教材向け」「田原桂一：ルーヴル美術館と花のカタログ」「徳谷ヒデキ：パリ写真カタログ」「アーティ
ストタッチ」（2012 年 3 月現在）

◆権利処理

著作権保護期間中の作家の作品画像を利用する場合、別途権利者の利用許諾を受ける必要があります。
また、当社は画像の被写体に関する著作権、肖像権、商標権、その他の諸権利を保有していないことをご了承ください。

◆海外の美術館・博物館・作家・エージェンシー

RMN（フランス国立美術館連合）イメージアーカイブ 3
大英博物館イメージアーカイブ 8
ナショナル・ギャラリー［ロンドン］イメージアーカイブ 9
テート美術館イメージアーカイブ 10
ウォレス ･ コレクション・イメージアーカイブ 11
BPK（プロイセン文化財団）イメージアーカイブ 12
ウィーン美術史美術館イメージアーカイブ 15
パウル・クレー・センター・イメージアーカイブ 16
チェコ国立プラハ工芸美術館イメージアーカイブ 17
ボストン美術館イメージアーカイブ 18
アートリソース・イメージアーカイブ 19
プーシキン美術館イメージアーカイブ 21
ナイーブ・アート・イメージアーカイブ 22
ブリッジマン・アート・ライブラリー・イメージアーカイブ 23
アリナリ・イメージアーカイブ 23
ADAGP イメージアーカイブ 24
フランス国家所蔵写真イメージアーカイブ 45
ブラッサイ・イメージアーカイブ 45

◆国内の美術館・博物館・寺院・大学・作家
TNM（東京国立博物館）イメージアーカイブ
国立美術館イメージアーカイブ 27 - 28

26
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東京都歴史文化財団イメージアーカイブ 29 - 30
神戸市立博物館イメージアーカイブ 31
元離宮二条城イメージアーカイブ 32
大阪府文化資産イメージアーカイブ 33
河内長野市文化資産デジタルアーカイブ 34
徳川美術館イメージアーカイブ 35
徳川ミュージアム・イメージアーカイブ 36
静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ 37
東京富士美術館イメージアーカイブ 38
大乗寺イメージアーカイブ 39
東京家政学院大学イメージアーカイブ 39
竹久夢二美術館イメージアーカイブ 40
生田誠コレクション・イメージアーカイブ 41
熊谷染イメージアーカイブ 41
平松礼二イメージアーカイブ 42
石踊達哉イメージアーカイブ 42
山岸泉琳イメージアーカイブ 43
森田りえ子イメージアーカイブ 43
木村圭吾イメージアーカイブ 44
石井崇イメージアーカイブ 44
田原桂一イメージアーカイブ 46
徳谷ヒデキ・イメージアーカイブ 46
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RMN イメージアーカイブ
RMN イメージアーカイブでは、フランス国立美術館連合 (Reunion des Musées Nationaux:RMN) が所有する 50

万点にもおよぶ貴重な美術資料を、日本国内のユーザーのために、デジタルデータでレンタルサービスいたします。

RMN は、ルーヴル美術館、オルセー美術館に代表されるフランスの 35 の国立美術館を統括する組織です。基

本的な活動として、美術館の管理・運営、美術品の購入、展覧会の企画、美術館のレセプションの開催などとと
もに、フランス内外の美術作品のフォトエージェントを行っています。
［RMN 画像検索］http://www.photo.rmn.fr/
◆クレジット表示：© Photo RMN/（カメラマン名）/digital file by DNPartcom
もしくは © RMN（所蔵館名）/（カメラマン名）/distributed by AMF-DNPartcom

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■ルーヴル美術館 Musée du Louvre

世界最大級の美術館の 1 つであるとともに、1793 年「諸芸術の中央美術館」として

正式に開館し、ヨーロッパで最も古い美術館の 1 つに数えられます。収蔵品は、古代
エジプト美術、古代ローマ彫刻、古代オリエント美術、中世・ルネサンス・バロック・
ロココなど、19 世紀前半までの各時代のヨーロッパ諸国の絵画などの厖大な収蔵品
で知られています。
©RMN / Caroline Rose / distributed by DNPartcom

レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リ
ザ」（1503-05 年頃）©RMN / Hervé
Lewandowski / Thierry Le Mage /
distributed by AMF-DNPartcom

ジャン = バティスト ･ シメオン・
シャルダン「食前の祈り」（1740
年 ）© Photo RMN/D.Arnaudet/
digital file by DNPartcom

http://www.louvre.fr

ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」（1830 年）
© Photo RMN/H.Lewandowski/digital file by DNPartcom

ジ ュ ゼ ッ ペ・ ア ル チ ン ボ ル ド
「春」（1573 年）© Photo RMN/
J.G.Berizzi/digital file by DNPartcom

ディエゴ・ベラスケス「王女マルガリー
タの肖像」（1654 年頃）© Photo RMN/
G.Blot/C.Jean/digital file by DNPartcom

ジャック・ルイ・ダヴィッド「皇帝ナポレオン 1 世と皇
后ジョゼフィーヌの戴冠」（1805-07 年）© Photo RMN/
digital file by DNPartcom

ティツィアーノ ･ ヴェチェリオ「鏡 ラファエロ・サンティ「 美し 「サモトラケのニケ」（前 2
の前の女」（1512-15 年頃）© Photo き女庭師の聖母」（1507 年） 世紀） © Photo RMN/digital
RMN/digital file by DNPartcom
© Photo RMN/J.G.Berizzi/ file by DNPartcom
digital file by DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ジャン = バティスト・カミーユ・コロー「モ
ルトフォンテーヌの想い出」（1864 年）©
Photo RMN/R.G.Ojéda/digital file by DNPartcom

クロード・ロラン「クリュセイスを父親に
返すオデュッセウス」（1644 年）© Photo
RMN/digital file by DNPartcom

◎その他の主な収蔵作品

サー ･ ジョシュア・レノルズ「 マス
ター・ヘア（ヘア坊や）」（1788/89
年）© Photo RMN/H.Lewandowski/
digital file by DNPartcom

「ミロのヴィーナス」（前 100 年頃）
レオナルド・ダ・ヴィンチ「洗礼者ヨ
ハネ」（1513-16 年）
クラナハ「風景の中のヴィーナス」
（1529 年）
ルーベンス「マリー・ド・メディシス
の生涯」（1622-25 年）
アングル「グランド・オダリスク」
（1814 年）
ジェリコー「メデューズ号の筏」
（1818-19 年）
ヨハネス・フェルメール「レースを編
む女」（1665 年頃）
ジャック・ルイ・ダヴィッド「 マラー
の死」（1793 年）
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■オルセー美術館 Musée d'Orsay
オルセー駅を改造し、19 世紀美術専門の美術館として 1986 年に開館しました。原

則として 2 月革命のあった 1848 年から、第一次世界大戦が勃発した 1914 年まで
の作品を展示しており、なかでも印象派の作品が数多く収蔵されています。

http://www.musee-orsay.fr
t©RMN (Musée d'Orsay) / J. Derenne / distributed by DNPartcom

ポール・セザンヌ「林檎とオレンジ」（1895-1900 年頃）
© Photo RMN/H.Lewandowski/digital file by DNPartcom

エドアール・マネ「笛吹き
の 少 年 」（1866 年 頃 ）©
Photo RMN/H.Lewandowski/
digital file by DNPartcom

フィンセント・ファン・ゴッホ「星降る夜、アルル」
（1888 年 ） © Photo RMN/H.Lewandowski/digital file
by DNPartcom

ピエール・オーギュスト・ルノワール「ムーラン・ド・
ラ・ギャレット」（1876 年）© Photo RMN/H.Lewandowski/
digital file by DNPartcom

アルフレッド・シスレー「ポール＝マルリーの洪水と
小舟」（1876 年）
© Photo RMN/H.Lewandowski/digital file by DNPartcom

メアリー・カサット「 緑の背景の
母と子、または母性」（1897 年）
© Photo RMN/J.Schormans/digital file
by DNPartcom

アンリ・ルソー「 蛇使いの女」（1907 年）©
Photo RMN/D.Arnaudet/digital file by DNPartcom

クロード・モネ「サン = ラザール駅」（1877 年）
© Photo RMN/H.Lewandowski/digital file by DNPartcom

ギュスターヴ・クールベ「画家のアトリエ、7 年間の私の芸術及び精
神生活の一側面を規定する現実寓意画」（1855 年）
© Photo RMN/H.Lewandowski/digital file by DNPartcom

グスタフ・クリムト「樹々の下の薔薇」
（1905
年頃）
© Photo RMN/G.Blot/digital file by DNPartcom

◎その他の主な収蔵作品

ジュール・バスティアン = ルパージュ「干し草」
（1877 年）© Photo RMN/H.Lewandowski/digital
file by DNPartcom

ポール・シニャック「 赤い浮標」
（1895 年 ）© Photo RMN/C.Jean/
digital file by DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ドミニク・アングル「泉」（1820-1856 年）
ジャン = フランソワ・ミレー「落穂拾い」
（1857
年）
アレクサンドル・カバネル「ヴィーナスの
誕生」（1863 年）
カミーユ・ピサロ「ポントワーズの風景」
（1872 年）
エドガー・ドガ「舞台の踊り子（エトワー
ル）」 （1876-77 年頃）
オディロン・ルドン「目を閉じて」（1890 年）
ジョルジュ・スーラ「サーカス」（1891 年）
フィンセント・ファン・ゴッホ「 芸術
ポール・ゴーギャン「アレアレア（楽しさ）」
家 の 肖 像 」（1889 年 ）
© Photo
（1892 年）
RMN/G.Blot/digital file by DNPartcom
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■ギメ美術館

Musée Guimet (Guimet musée national des Arts Asiatiques)

1889 年、実業家エミール・ギメによりパリに開設されたギメ美術館は、ギメの日本、中国、インドを含

む世界周遊の旅の成果を基礎として、東洋美術の収集を続けてきました。1945 年には、ルーヴル美術館

のアジア美術部門の作品全部を受け入れ、以来、ギメ美術館はアジア美術品を展示する世界でも有数の美
術館の一つとなっています。

http://www.guimet.fr/-rubrique4t©RMN / Thierry Ollivier / distributed by DNPartcom

東洲斎写楽「嵐龍蔵の金貸石 遮光器土偶（日本、縄文時 花瓶（中国、18 世紀）
部金吉」 ©RMN/Harry Bréjat/ 代 ）©RMN/Thierry Ollivier/ ©RMN/Thierry Ollivier /
distributed by DNPartcom
distributed by DNPartcom
distributed by DNPartcom

祭式用の仮面（ネパール、16-17
世紀） ©RMN/Thierry Ollivier/
distributed by DNPartcom

花の精（アフガニスタン、4 世
紀）
©RMN/Thierry Ollivier/ 金剛手菩薩立像（チベット、11-12 世紀）
©RMN/ Thierry Ollivier/distributed by DNPartcom
distributed by DNPartcom

■オランジュリー美術館 Musée de l'Orangerie des Tuileries

元来テュイルリー宮殿のオレンジ温室でしたが、1927 年にモネの『睡蓮』の連作を収めるため
に美術館として整備されました。さらに、セザンヌ、ルノワールをはじめ印象派から 1930 年ま

でのフランス画家とフランスで活躍した外国人画家の主要作 144 点からなる「ジャン・ヴァル

テールとポール・ギヨーム・コレクション」を収蔵。改装のため永らく休館が続いていましたが

2006 年 5 月再オープンしました。
睡蓮の間

http://www.musee-orangerie.fr

©RMN / Gérard Blot / Hervé Lewandowski / distributed by DNPartcom

◎その他の主な収蔵作品

ク ロ ー ド・ モ ネ「 睡 蓮： 朝 」
（1916-26 年）
パブロ・ピカソ「白い帽子の女」
(1920-21 年 )
モーリス・ユトリロ「ベルリオー
ズの家」（1924 年）
マリー・ローランサン「ココ・シャ
ネルの肖像」（1924 年）
アンリ・マティス「赤いキュロッ
アンリ・ルソー「ジュニエ爺さんの馬車」
トのオダリスク」（1924-25 年）
（1908 年） © Photo RMN/G.Blot/digital file by
シャイム・スーティン「聖歌隊の
ピエール・オーギュスト・ DNPartcom
ポール・セザンヌ「ミルクポッ
少年」（1927-28 年頃）
ルノワール「道化の衣装
アメデオ・モディリアーニ「新しき水先案内人 トと果物のある静物」（1880-81
のクロード・ルノワール」
©Photo RMN/ Frank Raux
/digital file by DNPartcom

ポール・ギョームの肖像」（1915 年）© Photo
RMN/H.Lewandowski/distributed by DNPartcom

年頃） © Photo RMN/J.G.Berizzi
/digital file by DNPartcom

■ギュスターヴ・モロー美術館 Musée Gustave Moreau

独創的な世紀末芸術をつくりあげた孤高の画家ギュスターヴ・モロー（1826-1898）が、自ら生前

から美術館とすべく準備し、1903 年に世界で初めての個人美術館として開館しました。1,200 点

にもおよぶ油彩、水彩、カルトン、約 5,000 点の素描などが、モロー自身の指示した部屋、配置

にしたがって展示されています。
http://www.musee-moreau.fr
©RMN / Droits réservés / distributed by DNPartcom

◎その他の主な収蔵作品

モロー「求婚者たち」（1852 年制作開始）
「ユピテルとエウロペ」(1868 年 )
「世界を照らしに行くために父アポロのも
と を去るミューズたち」（1868 年 - 未完）
「レダ」（1875 年頃）
「踊るサロメ」（1876 年頃）
「キマイラたち」（1884 年）
「人類の生」（1886 年）
「栄光のヘレネ」(1887 年 )
「エウリュディケの墓の上のオルフェウス」
モロー「ガラテイア」
（1880
年）
©Photo RMN/R.G.Ojéda/
digital file by DNPartcom

「一角獣」（1885 年頃）
©Photo RMN/R.G.Ojéda/
distributed by DNPartcom

「ユピテルとセメレー」（1895 年）
（部分）©Photo RMN/R.G.Ojéda/
distributed by DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「出現」(1876 年頃 )
©Photo RMN/R.G.Ojéda/
distributed by DNPartcom

（1890-91 年頃）
「死せる竪琴」（1896-97 年頃）
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■ジョルジュ・ポンピドゥー・センター（国立近代美術館）
Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou

ジョルジュ・ポンピドゥー・センターは、1977 年、パリに創設された総合文化センターです。このセンター内に、図書
館等の施設とともに、20 世紀を代表する絵画や彫刻の名品 6 万点を収蔵する国立近代美術館が設置されています。
http://www.centrepompidou.fr

◎その他の主な収蔵作品

パウル・クレー「チュニス近郊のサン・
ジェルマン（内陸方向）」（1914 年）
©Collection Centre Pompidou, Dist. RMN ジュール・パスキン「闘牛士 ヴァシリー・カンディンス
の姿をしたフレヒトハイムの キー「空の青」（1940 年）
/ distributed by DNPartcom
©Collection Centre Pompidou,
肖像」 （1927 年）
©Collection Centre Pompidou, Dist. RMN / Philippe Migeat /
D i s t . R M N / A d a m R z e p k a / distributed by DNPartcom
distributed by DNPartcom

アメデオ・モディリアーニ
「デディ・ヘイデンの肖像」
（1918 年）
©Collection
Centre Pompidou, Dist. RMN
/ Georges Meguerditchian /
distributed by DNPartcom

デ ュ フ ィ「 旗 で 飾 ら れ た 通 り 」
（1906 年）
ユトリロ「ラパン・アジル」（1910
年）
シャガール「ワイングラスをかか
げる二人の肖像」(1917-18 年 )
スーティン「ボーイ」（1928 年）
ルオー「傷ついた道化師」（1932
年）
ピカソ「ミューズ」（1935 年）
マティス「ルーマニアのブラウス」
（1940 年）
イヴ・クライン「青の時代の人体
測定（ANT82）」（1960 年）

■ヴェルサイユ宮殿美術館 Versailles, Châteaux et Musées

1682 年、フランス国王ルイ 14 世によって建造されたヴェルサイユ宮殿は、フランス革命後、一
度は廃墟になりましたが、宮殿の価値を重視した皇帝ナポレオン 1 世が改修して家族とともに居

住しました。その後、宮殿は美術館として再生し、現在に至ります。17 世紀および 18 世紀フラ
ンスの貴重な絵画、彫刻、工芸品が展示されています。
http://www.chateauversailles.fr

「ルイ 15 世の王大使の紋章付き馬
車の模型」
©RMN / Droits reserves / distributed by
DNPartcom
エリザベート = ルイーズ・
ヴィジェ = ルブラン「フ
ランス王妃マリー = アン
トワネット」
©RMN / G.Blot / distributed
by DNPartcom

イヤサント・リゴー「ルイ
14 世の肖像」 （1901 年）
©RMN /D.Arnaudet / G.Blot
/ distributed by DNPartcom

フランソワ・ジェラール
「戴冠式の正装の皇帝ナ
ポ レ オ ン 」（1805 年 以
後）
©RMN / D.Arnaudet /
distributed by DNPartcom

アントワーヌ = ジャン・
グロ「アルコル橋のボナ
パルト将軍」（1796 年）
©RMN / G.Blot / distributed
by DNPartcom

セーヴル製作所「皇帝の
狩猟が描かれた花瓶」
（1809 年）
©RMN / D.Arnaudet/
distributed by DNPartcom

■ケ・ブランリー美術館 Musée du Quai Branly

2006 年、人類博物館と国立アフリカ・オセアニア美術館の収蔵作品を統合し、アフリカ、オセアニア、アジア、南北ア
メリカの芸術と文化のための美術館として創設されました。収蔵作品数は 27 万点にも及び、この分野では世界屈指のコ
レクションです。ケ・ブランリー（ブランリー河岸通り）とは、この美術館が設置された、セーヌ河沿い、エッフェル
塔近くの地名です。
http://www.quaibranly.fr

仮面（19 世紀、パプア・
ニューギニア）©RMN
/ G.Blot / distributed by
DNPartcom

儀式用の彫像（19 世紀、
パプアニューギニア）
©RMN /D.Arnaudet / G.Blot
/ distributed by DNPartcom

儀式用の櫂（15 世紀、 女王の像（19 世紀、カメ
ペ ル ー）©RMN / Jean- ルーン）©RMN / Mathéus/
Gilles Berizzi / distributed distributed by DNPartcom
by DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ペ ンダ ント（19 世 紀、ニ ュー
ジ ー ラ ン ド ）©RMN / G.Blot /
distributed by DNPartcom
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◆パリ市内
■クリュニー美術館（中世美術）Musée
du Moyen Âge - Thermes de Cluny
金銀・象牙細工品、タペストリー、織
物、絵画、彩色挿絵、ステンドグラス、
彫刻等、古代末期から中世までの芸術
©RMN/Franck Raux/distributed by DNPartcom
活動をたどるコレクション。
■ドラクロワ美術館 Musée Eugène Delacroix
ドラクロワの作品が画家のアトリエとアパルトマンに展示され
ている。また、ドラクロワの生活に関する資料（素描、版画、
手紙、自筆原稿、1832 年のモロッコ旅行の回想録等）も展示
されている。
■エヌリ美術館 Musée d'Ennery
17 世紀から 19 世紀までの極東の品々のコレクション。約 7000
点の中国および日本のオブジェを収蔵する。
■エベール美術館 Musée Ernest Hébert
エルネスト・エベール（1817-1908）の油彩画、水彩画、素描
のコレクション。
■ジャン・ジャック・エネール美術館 Musée Jean-Jacques Henner
ジャン＝ジャック・エネール（1829-1903）の絵画と素描のコ
レクション。
■ピカソ美術館 Musée Picasso
17 世紀の邸宅に、ピカソの絵画、彫刻、コラージュ、レリーフ、
陶器、版画、手帳が展示されている。コレクションには、プリ
ミティブアート、写真のほか、コロー、セザンヌ、ルソー、マ
ティス、ブラックの作品も含まれる。
◆パリ近郊
■エクアン、ルネッサンス美術館 Ecouen, Musée National de la
Renaissance
家具、陶器、七宝工芸品、タペストリー、金銀細工品、絵画、
武器といった、16 世紀のオブジェが、当時の装飾を施したル
ネサンスの城に展示されている。
■マルメゾン城、ボワ・プレオー城美術館
Malmaison et Bois-Préau, Châteaux et Musées
ウージェニー皇后の居城に、ナポレオンと
その家族の記憶をよみがえらせる、18 世紀
と 19 世紀の絵画（ダヴィッド「サン＝ベル
ナール峠を越えるボナパルト」u）、家具、
貴重品が展示されている。
©RMN/G.Blot/distributed by DNPartcom

■マニー = レ = アモー、ポール = ロワイヤル、グランジュ美
術館 Magny les Hameaux, Musée des Granges de Port Royal
ポール・ロワイヤル修道院とジャンセニズムの歴史に関する、
17 世紀の素描、絵画、版画、初版本のコレクション。フィリッ
プ・ド・シャンパーニュの肖像画も含まれる。
■サン = ジェルマン = アン = レー城、考古学博物館
St-Germain en Laye, Musée d'Archéologie Nationale
紀元前から中世まで、ゴールとスペインからパレスティナを経
由してペルシアまでの範囲にわたる考古学のコレクション。偉
大な諸文明の発展を説明する武器、宝飾品、日用品が展示され
ている。
■フォンテーヌブロー城美術館 Fontainebleau, Musée et Château
ルネサンスから第 2 帝政期までのコレクション（プリマティッ
チョ、ロッソ、ブーシェ等）が、歴代のフランス君主が居を構
えた城の中に展示されている。
■セーヴル陶器美術館 Sèvres, Musée National de
Céramique
中世から 18 世紀までのヨーロッパの陶器、16
世紀から 20 世紀までのイスラム陶器、ヨーロッ
パの陶器と磁器を収蔵。
©RMN/Martine Beck-Coppola/distributed by DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

◆地方
■ボナパルト資料館（アジャクシオ） Ajaccio, Musée Fesch
ナポレオンの生家に、ボナパルトの家族の暮らしを伝える資料、
肖像画、オブジェ、遺品を展示。コルシカの伝統的なオブジェ
も展示されている。
■フェルナン・レジェ美術館（ビオット） Biot, Musée National
Fernand Léger
レジェが制作した絵画、素描、モザイク、ステンドグラス、タ
ペストリー、ブロンズのコレクション。キュービニスムから抽
象芸術を経て社会的関心に至る、レジェの芸術の足跡をたどる
作品が多数収蔵されている。
■ ブ レ ラ ン ク ー ル 城 美 術 館（ ブ レ ラ ン ク ー ル ）Blérancourt,
Musée National de la Coopération franco-américaine
独立戦争から現在にいたるフランスとアメリカの協力関係を表
す歴史的場面の数々に焦点をあてるコレクションが、17 世紀の
城に展示されている。19 世紀および 20 世紀のアメリカ美術のコ
レクションも収蔵。
■マニャン美術館（ディジョン） Dijon, Musée National Magnin
15 世紀から 18 世紀のヨーロッパの巨匠たちの作品から 19 世紀
半ばの作品までのコレクション。フランドル、オランダ、イタ
リアの作品、フランス派（17 世紀から 19 世紀）の作品の数々が
収蔵される。
■ 先 史 時 代 資 料 博 物 館（ レ・ ゼ ジ ェ = ド = タ ヤ ッ ク ） Les
Eyzies-de-Tayac, Musée National de la Préhistoire
彫刻された石灰岩の塊と板。丸彫りの「ヴィーナス」と動物、
装身具、狩猟用の骨製武器、さまざまな道具等、人類学的なオ
ブジェのコレクション。
■エクス島博物館、ナポレオン博物館 / アフリカ博物館（エク
ス島） Île d'Aix, Musées Nationaux Africain et Napoléonien
狩猟の記念トロフィー、剥製の鳥、南アフリカで出土した旧石
器時代の品々、アフリカの武具。そして、ナポレオンの歴史に
ささげられたオブジェ、エピナル版画、肖像画を収蔵。
■ ア ド リ ア ン・ デ ュ ブ シ ェ 美 術 館（ リ モ ー ジ ュ） Limoges,
Musée National Adrien Dubouché
中国の磁器、中東（メソポタミア、ペルシア、エジプト、アナ
トリア）の陶器、スペインとムーアの陶器、イタリアのマジョ
ルカ陶器、16 世紀と 17 世紀のスペインの陶器、フランスの陶器
を収蔵。
■クレマンソー、ドラットル、二つの勝利美術館（ムイユロン =
ア ン = バ ル ド ） Mouilleron-en-Pareds, Musée National des Deux
Victoires
クレマンソーとドラットル元帥の生涯、および第 2 次世界大戦
中の二人の役割を示す個人的な所持品、資料、版画、写真のコ
レクション。
■マルク・シャガール聖書の言葉美術館（ニース） Nice, Musée
National du Message Biblique Marc Chagall
聖書を描いた重要な作品群のコレクション。1954 年から 1967
年までの 17 点の大きな絵画、およびそれら絵画のスケッチ、グ
ワッシュ、エッチング、リトグラフ、彫刻、陶器、「世界の創造」
を描くステンドグラスが収蔵される。
■ポー城美術館（ポー） Pau, Musée National du Château
ベアルヌ子爵の城の中にある、16 世紀から 18 世紀までの多数の
タペストリー（特に、バプティスト派の歴史を描いたタペスト
リー）、装飾品、アンリ 4 世に関連する作品のコレクション。
■ピカソ " 戦争と平和 " 美術館（ヴァロリス） Vallauris, Musée
National Picasso "La Guerre et la Paix"
1952 年から 54 年にかけてピカソが製作した壁画「戦争と平和」
によって、16 世紀の城が「平和の寺院」に姿を変えた美術館。
■コンピエーニュ城美術館 （コンピエーニュ） Compiègne,
Musée et Château
18・19 世紀の家具、だまし絵、タペストリー、第 2 帝政期の肖
像画のコレクション。陸上交通の歴史も館内の交通と旅行の博
物館で展示。

7

大英博物館イメージアーカイブ
当社は、大英博物館カンパニー※との契約にもとづき、日本における唯一のオフィシャル・フォトエージェンシー
として、大英博物館が所有する全人類の貴重な芸術・歴史・文化資産のなかから代表的な作品 5,000 点の画像を

高精彩デジタルデータにより皆様にご提供いたします。

※ 大英博物館カンパニーは、大英博物館の所蔵作品の知的財産権を有効活用するために設立され、 画像ライセンス、書籍の出
版、ミュージアムグッズの販売等を行なっています。

［大英博物館画像検索］http://www.bmimages.com/Index.asp
◆クレジット表示：© The Trustees of The British Museum c/o DNPartcom

■大英博物館

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

The British Museum
1753 年に創設され 200 年を越える歴史を誇る大英博物館は、世界中から毎年 500 万人の来
館者を集める世界最大級の博物館です。先史時代から現代まで、全世界の美の遺産を集めた
所蔵品は現在 600 万点に達し、人類の歴史のあらゆる時代を網羅しています。
http://www.britishmuseum.org/

© The Trustees of The British Museum c/o DNPartcom

「ロゼッタ・ストーン」エジプト
西デルタ地方、エル・ラシード、
プトレマイオス朝（前 196 年）

「黄金のミイラマスク」第
19 王朝（前 1295-1186 年）

「人面有翼雄牛と精霊の浮
彫」アッシリア、ホルサバー
ド出土（前 710 年頃）

「ゲイヤー・アンダーソ
ンの猫像」エジプト、メ
ンフィスあるいはサッ
カーラ出土（前 400 年頃）

「ディスコボロス ( 円盤投げ )」 「黒像式アンフォラ（ワイ ミケランジェロ・ブオナローティ 「アダム」のた
（1510-11 年頃）
（前 5 世紀のギリシアのブロン ン壺）」アテネ、エトルリ めの習作（素描）
ア、 ブ ル チ 出 土（ 前 540ズ像をローマで復刻）
530 年頃）

「 刻 花 文 青 磁 壷（ 蓮 フランシスコ ･ デ・ゴヤ
の 枝 文 様 ）」（12 世 「理性の眠りは怪物を生
み出す」（「きまぐれ」 「伝源頼朝像」（14 世紀
紀）
前半）
より）（1799 年）

レンブラント・ファン・レイン「インド象のデッサン」
（1637 年頃）

「家族に囲まれたジャハン
ギ ー ル 皇 帝（ 細 密 画 ）」
増山雪斎「花鳥 （1605-06 年頃）
図」（1791 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「青銅製のケルトの盾」
（前 1 世紀）

ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナー「ア
シュバーナムの谷」（1816 年頃）
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ナショナル・ギャラリー［ロンドン］イメージアーカイブ
ナショナル・ギャラリー［ロンドン］イメージアーカイブでは、同館が所蔵するほとんどの作品の画像をご利用

いただけます。ナショナル・ギャラリーでは、何世紀にもわたるヨーロッパ絵画の最良の部分を集めてきました。
最も古い絵は 1250 年ごろに描かれたものであり、最も新しい絵は 20 世紀初頭のものです。

これらの傑作の数々を、ナショナル・ギャラリーのデジタルデータにより皆様にご提供いたします。
◆クレジット表示：© The National Gallery, London / distributed by AMF - DNPartcom

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■ナショナル・ギャラリー［ロンドン］ The National Gallery

1824 年に、ロンドンに設立された国立絵画館。ルネサンス期のイタリア、17 世紀オラン

ダ、19 世紀フランスの絵画を中心に、ポスト印象派以前の西洋絵画が収蔵されています。

総作品数は約 2,200 点で、他の著名美術館と比較すると数が限られていますが、世界最高
峰の名品が揃っていることで知られる美術館です。

http://www.nationalgallery.org.uk/
tThe National Gallery, London
© The National Gallery, London / distributed by AMF - DNPartcom

レオナルド・ダ・ヴィン
チ「岩窟の聖母」（14921508 年頃）

ハンス・ホルバイン ( 子 )「大使たち」（1533
年）

ブ ロ ン ズ ィ ー ノ「 ヴ ィ ー ナ ス と レンブラント・ファン・レイン フランシスコ・デ・ゴヤ「ドー
キューピッドのいるアレゴリー」 「流れで水浴する女」（1654 年） ニャ・イサベル・デ・ポルセー
ル」（1805 年以前）
（1540-50 年頃）

ジョルジュ・スーラ「アニエールの水浴」（1884 年）
ヤ ン・ フ ァ ン・ エ イ ク「 ア ル
ノルフィニとその妻の肖像」
（1434 年）

ヨハネス・フェルメール「ヴァージナ
ルの前に立つ若い女」（1670 年頃）

フィンセント・ファン・ゴッホ「ひ
まわり」（1888 年）

◎その他の主な収蔵作品

ポール・セザンヌ「水浴する人々」（1900-06 年頃）

パオロ・ウッチェロ ｢ サン・ロマーノの戦い ｣（15 世紀
中頃）
ペーテル・パウル・ルーベンス ｢ シュザンヌ・フールマ
ンの肖像 ｣（1622-25 年頃）
ディエゴ・ベラスケス「ヴィーナスの化粧」（1647-51 年頃）
クロード・ロラン「海港、シバの女王の船出」（1648 年）
メインデルト・ホッベマ「ミッデルハルニスの並木道」
（1689 年）
トマス・ゲインズバラ「アンドルーズ夫妻」（1750 年頃）
エドアール・マネ「マクシミリアンの処刑」（1867-68 年）
ジョン・カンスタブル「干草車」（1821 年）
ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナー「雨、 クロード・モネ「トルーヴィルの浜辺」（1870 年）
蒸気、速度―グレート・ウェスタン鉄道」（1844 年 アンリ・ルソー「虎のいる熱帯の嵐（不意打ち）」（1891 年）
以前）
オディロン・ルドン「花に囲まれたオフィーリア」
（1905-08 年頃）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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テート・イメージアーカイブ
テート・イメージアーカイブでは、有名なラファエル前派を始め、ターナー作品を保持するクロアギャラリーの
作品も含めイギリス国内外の著名な作品を提供いたします。
◆クレジット表示：© Tate London 2013 / DNPartcom
u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■テート美術館

Tate
イギリスの著名な作品を収める美術館、テートとの契約を締結し、6 月より約 2,000 点の画像デ
ータを提供いたします。日本では当社が唯一の代理店となります。テートは、実業家ヘンリー・テ

ートの個人コレクションを中心に 19 世紀末設立された美術館で、16 世紀から現代までのイギ
リスの美術作品を展示するテート・ブリテン、各国の近現代美術作品を展示するテート・モダンの
ほか、分館であるテート・リヴァプールとテート・セント・アイヴスの 4 館で構成されています。
http://www.wallacecollection.org/
© Herzog and de Meuron and Hayes Davidson 2009

© Tate London 2013 / DNPartcom

British School 17th century「チャムレー家の婦人たち」
（c.1600-10）
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ
「最愛の人（花嫁）」
（1865-6 年）

ジョン・エヴァレット・ミレイ「オフィーリア」
（1851-2 年）

ダンテ・ゲイブリエル・ロ ジョン・シンガー・サージェント「カーネー
セッティ「Proserpine」 ション、ユリ、ユリ、バラ」
（1885-6）
（1874 年）

ジャック・ジョゼフ（ジェームズ）・ティソ「船上の舞踏
会」(1874 年 )

ピート・モンドリアン「Composition with
Yellow，Blue and Red」(1937-42 年）

ジェイムズ・アボット・マクニール・ホイッ エドワード・バーン = ジョー ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス
「シャロットの姫」
（1888 年）
スラー「ノクターン：青と金色―オールド・ ンズ「黄金の階段」
（1880
バタスィー・ブリッジ」
（c.1872-5）
年）

ジョーゼフ・マラード・ウィリアム・
ターナー「自画像」
（c.1799 年）

ロベール・ドローネー「同時的に開いた
窓 ( 第一部、第 3 モティーフ )」(1912 年 )

ジョーゼフ・マラード・ウィリアム・ターナー「光 ジョーゼフ・マラード・ウィリアム・ターナー「雪崩：アルプスを越
と色彩（ゲーテの理論）
：洪水の後の朝」(1843 年) えるハンニバルとその軍勢」(exhibited 1812)

ヴァシリー・カンディンスキー「コサック兵」
(1910 -11年 )

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ウンベルト・ボッチョーニ「空間における連 オーギュスト・ロダン「接吻」
続性の唯一の形態」(1913、
1972 年鋳造 ) (1901-04 年 )
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ウォレス ･ コレクション・イメージアーカイブ
ウォレス ･ コレクション・イメージアーカイブでは、フランス・ロココ美術、フランドルやオランダ派、イタリ
ア、スペインの絵画を中心に、同館が所蔵するほとんどの絵画作品の画像をご利用いただけます。
◆クレジット表示：© By kind permission of the Trustees of the Wallace Collection, London / distributed by AMF-DNPartcom
u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■ウォレス・コレクション The Wallace Collection

ロンドンにあるウォレス・コレクションは、15 世紀から 19 世紀にかけてのオールド ･ マ

スターを中心にした美術館です。ハートフォード侯爵家代々の収集品で、4 代目が世界的
なコレクションとしました。その庶子リチャード・ウォレスの未亡人によって 1897 年に国
家に寄贈され、1900 年より公開されています。収蔵品は門外不出とされ、外部の展覧会で
展示されることはありません。

http://www.wallacecollection.org/
© By kind permission of the Trustees of the Wallace Collection, London / distributed by AMF-DNPartcom

ジャン・オノレ・フラゴナール「ぶら
んこ」（1767 年）

ディエゴ・ベラスケス「銀衣のバルタ
ザール・カルロス王子」（1633 年）

フランソワ・ブーシェ「日の出」（1753
年）

ディエゴ・ベラスケス「扇を持つ婦
人」（1640 年頃）

フランソワ・ブーシェ「日没」（1752
年）

フランソワ・ブーシェ「憩う二人の羊
フランソワ・ブーシェ「ポンパドゥー 飼い」（1761 年）
ル夫人」（1759 年）

レンブラント・ファン・レイン「息子ティ フランス・ハルス「笑う騎士」（1624
トゥス」（1657 年頃）
年）

ジョシュア・レノルズ「メアリー・ロビ
ンソン夫人」（1783-4 年）

ピーテル・パウル・ルーベンス「虹のかかる風景」（1636 年頃）
バルトロメ・エステバン・ムリーリョ アンソニー・ヴァン・ダイク「パリス」 ドラローシュ「ロンドン塔でのエドワード 5 世とヨー
ク公」（1831 年）
「聖母子と聖人たち」（1650-5 年） （1628 年頃）

ティツィアーノ「ペルセウスとアンドロ
メダ」（1554-6 年頃）

ヤン・ステーン「誕生を祝す人々」（1664 年）

ジャン・アントワーヌ・ヴァトー「音楽のつどい」
（1718-20 年頃）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ウィリアム・ターナー「オトリー・チャブでのヤマ
シギ猟」（1813 年）
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BPK イメージアーカイブ
BPK イメージアーカイブでは、BPK（プロイセン文化財団 Stiftung Preussischer Kulturbesitz [Prussian Cultural
Heritage Foundation]、旧名 Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz）が保有するベルリン、ミュンヘンなどドイツ

の主要都市にある国公立美術館・博物館が所蔵する美術作品や歴史資料の画像データをご利用いただけます。
［BPK 画像検索］http://bpkgate.picturemaxx.com/
◆クレジット表示： Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/（所蔵館） / （カメラマン名）

■ベルリン美術館

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

Staatliche Museen zu Berlin
ベルリン美術館は、ベルリン市内にある博物館島、ティーアガルテン地区、ダーレ

ム地区などに存在する、20 以上の国立美術館・博物館の総称です。その発祥は、
1830 年、かつてのプロイセン王国の美術コレクションをもとに発足した「旧美術館」
設立に遡ります。「旧美術館」を含む 5 つの美術館が集結する博物館島は、世界最

大規模の博物館複合施設として世界遺産にも登録されています。また、ティーアガ

ルテン地区には、「絵画館」を中心に、ヨーロッパ絵画の重要なコレクションが集
められています。ベルリン美術館は、古代文明の遺品、絵画、工芸に至る、世界中

の芸術作品を収集・展示する一大複合体として発展を続けています。
http://www.smb.spk-berlin.de/smb/home/index.php
◆ベルリン美術館傘下の主な美術館・博物館

旧博物館 Altes Museum ／新博物館 Neues Museum ／旧国立美術館 Alte Nationalgalerie ／ボーデ博物館 Bode Museum ／ペルガモン博物館 Pergamon
Museum

ヨハネス・フェルメール「真珠の首飾 ピーテル・ブリューゲル「ネーデルラントの諺」（1559 年）
り の 女 」（1665 年 頃 ） Photo AMF, Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Gemäldegalerie, SMB / Jörg P.
Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Gemäldegalerie, Anders
SMB / Jörg P. Anders

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ「孤独な樹」（1822 ア ル ブ レ ヒ ト・ デ ュ ー ラ ー
年） Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Nationalgalerie, 「 ヒ エ ロ ニ ム ス・ ホ ル ツ シ
SMB / Jörg P. Anders
ュ ー ア ー」（1526 年 ）Photo
AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/
Gemäldegalerie, SMB / Jörg P.
Anders

カラヴァッジョ「勝ち誇るア
モ ル 」（1601-02 年 頃 ）Photo
AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/
Gemäldegalerie, SMB / Jörg P.
Anders

ハンス・ホルバイン「商人ゲオルク・
ギーゼ」（1532 年）Photo AMF, Tokyo/
DNPartcom/©bpk/Gemäldegalerie, SMB
/ Jörg P. Anders

ペトルス・クリストゥス「若い婦人
の肖像」（1470 年頃）Photo AMF,
Tokyo/ DNPartcom/©bpk/
Gemäldegalerie, SMB / Jörg P. Anders

エドアール・マネ「温室にて」（1878-79 年）
Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Nationalgalerie, SMB / Jörg P. Anders

◎その他の主な収蔵作品

ヨハネス・フェルメール「紳士とワインを飲む女」（1660 年頃）
ボッティチェリ「歌う天使と聖母子」（1477 年頃）
クラナハ「ヴィーナスとキューピッド」（1530 年頃）
レンブラント・ファン・レイン「水浴のスザンヌ」（1647 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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■バイエルン絵画コレクション Bayerische Staatsgemäldesammlungen

バイエルン絵画コレクションは、バイエルン州の持つ芸術資産を管理する。ミュンヘンの 3 つのピナコテークとシャック・
ギャラリー、またバイエルン州にある約 10 の協力ギャラリーによって構成され、そのコレクションは 3 万点を数えます。
◆バイエルン絵画コレクション傘下の主な美術館・博物館
●ミュンヘン

München

アルテ・ピナコテーク Alte Pinakothek ／ノイエ・ピナコテーク Neue Pinakothek ／ピナコテーク・デア・モデルヌ Pinakothek der Moderne ／シャック・
ギャラリー Schack-Galerie
●バイロイト

Bayreuth

ノイエンシュロス州立ギャラリー Staatsgalerie im Neuen Schloss
バイエルン絵画コレクションの一つとして、17 世紀後半から 18 世紀の絵画約 80 点を所蔵している。

◆アルテ・ピナコテーク Alte Pinakothek

アルテ・ピナコテークは、バイエルンの王家ヴィッテルスバッハ家が収集した絵画コレクショ
ンが基盤となり、ルートヴィヒ 1 世によって 1836 年に開館しました。「アルテ」とは古い時
代という意味で、デューラー、ルーベンスなど、主に 14 世紀から 18 世紀のヨーロッパの絵
画の名品が揃っています。 http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/

ア ル ブ レ ヒ ト・ デ ュ ー
ラ ー「 自 画 像 」（1500
年 ）Photo AMF, Tokyo/
DNPartcom/©bpk/ Bayerische
Staatsgemäldesammlungen

フ ラ ン ソ ワ・ブ ー シ ェ
「ポ
ン パド ゥ ー ル 夫 人 」
（1756
年 ）P h o t o A M F, To k y o /
DNPartcom/©bpk/ Bayerische
Staatsgemäldesammlungen

ピーター・パウル・ルーベン
ス「ルーベンスとイサベラ・
ブラント」（1609-10 年頃）
P h o t o A M F, To k y o /
DNPartcom/©bpk/ Bayerische
Staatsgemäldesammlungen

レオナルド・ダ・ヴィンチ
「カーネーションの聖母」
（1473 年頃）
P h o t o A M F, To k y o /
DNPartcom/©bpk/ Bayerische
Staatsgemäldesammlungen

アルブレヒト・アルトドルファー「アレクサンド
ロス大王の戦い」（1529 年） Photo AMF, Tokyo/
DNPartcom/©bpk/ Bayerische Staatsgemäldesammlungen

◆ノイエ・ピナコテーク Neue Pinakothek

ノイエ・ピナコテークは、アルテ・ピナコテークに続く“新しい絵画館”としてルートヴィヒ 1 世に
より構想され、約 300 点余りの絵画コレクションを展示して 1853 年に開館しました。セザンヌ、
マネ、ゴッホなど、18 世紀以降 20 世紀までのヨーロッパ近代絵画の名品が揃っています。

http://www.pinakothek.de/neue-pinakothek/

エドアール・マネ「アトリエの昼食」（1868 年） クリムト「マルガレーテ・ストンボロ・ ポ ー ル・セ ザ ン ヌ「 自 画 像 」
Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Bayerische ヴィトゲンシュタインの肖像」（1905年） （1881-82 年）Photo AMF, Tokyo/
Staatsgemäldesammlungen
Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/ DNPar tcom/©bpk/Bayerische
Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Staatsgemäldesammlungen

■ハンブルク美術館

ポール・ゴーギャン「デ・タマリ・ノ・アトゥア」
（1896
年 ）Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Bayerische
Staatsgemäldesammlungen

Hamburger Kunsthalle

ハンブルク美術館は、ドイツ国内最大級の美術館です。3 つの建物から成る同美術館
は、ゴシックからモダン・アート、コンテンポラリー・アートにいたるまで、ヨーロッ
パ美術を主として収集・収蔵し、特に充実した 19 世紀ドイツ絵画のコレクションを
誇っています。

http://www.hamburger-kunsthalle.de/

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ「氷海」（ 1823-24 年）
Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Hamburger
Kunsthalle / Elke Walford

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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■ドレスデン美術館

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

ドレスデン美術館は、ドレスデンにある 11 の美術館・博物館の総称です。絵画、彫刻、磁器、手

芸などの多様なコレクションがそれぞれの美術館に収蔵・展示されており、なかでもアルテ・マ
イスター絵画館は、ルネサンスやバロックの名画、フェルメールをはじめとしたフランドルの画
家たちの作品を多数収蔵する世界でも指折りの美術館の一つです。
http://www.skd-dresden.de/de/index.html
◆ドレスデン美術館傘下の美術館・博物館
ノイエ・マイスター・ギャラリー Galerie Neue Meister ／アルテ・マイスター絵画館 Gemäldegalerie Alte Meister ／緑の丸天井 Grünes Gewölbe ／装飾美
術館 Kunstgewerbemuseum ／銅版画館 Kupferstichkabinett ／数学物理学館 Mathematisch-Physikalischer Salon ／貨幣館 Münzkabinett ／人形劇場コレクショ
ン Puppentheatersammlung ／軍事博物館 Rüstkammer ／彫刻館 Skulpturensammlung

ヨハネス・フェルメール「窓辺で
手紙を読む女」（1659 年頃）アル
テ・マイスター絵画館 Photo AMF,
Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Staatliche
Kunstsammlungen Dresden / Elke
Estel / Hans-Peter Klut

ジョルジョーネ「眠れるヴィーナス」（1510-11 年頃）アルテ・
マ イ ス タ ー 絵 画 館 Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Staatliche
Kunstsammlungen Dresden / Hans-Peter Klut

レンブラント・ファン・レイン「ガ
ニュメデスの誘拐」（1635 年頃）
アルテ・マイスター絵画館 Photo
AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
/ Elke Estel / Hans-Peter Klut

ラファエロ・サンティ「サン・
シストの聖母」（1512-13 年頃）
アルテ・マイスター絵画館 Photo
AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
/ Elke Estel / Hans-Peter Klut

■カッセル州立美術コレクション Staatliche Kunstsammlungen Kassel
ヘッセン－カッセル選帝侯らによって 600 年前に収集、保存、制作された美術品のコレクショ

ン。考古学、天文学、民俗学、16 世紀以降の絵画から壁紙博物館まで幅広い分野をカバーして
います。

http://www.museum-kassel.de/index_navi.php
◆カッセル州立美術コレクション傘下の美術館・博物館
古代コレクション Antikensammlung ／天文物理の部屋 Astronomic-Physical Cabinet ／壁紙博物館 Deutsches Tapentenmuseum
／アルテ・マイスター絵画館 Gemäldegalerie Alte Meister ／グラフィックコレクション Graphische Sammlung ／ノイエ・ギャ
ラリー Neue Galerie ／工芸美術コレクション Sammlung Angewandte Kunst ／民俗資料コレクション Volkskundesammlung

■ライプツィヒ造形芸術美術館 Museum der bildenden Künste
Leipzig

フ ラ ン ス・ ハ ル ス「 つ ば 広 帽 子
の 男 の 肖 像 」（1660-66 年 頃 ）
Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/
Museumslandschaft Hessen Kassel

ライプツィッヒ造形芸術美術館は、ライプツィヒ市民の寄贈品を中心とした、絵画、彫刻、
グラフィックのコレクションです。1837 年から収集されたコレクションはドイツ、オラン

ダ、イタリア等の名品から構成され、特にクラナッハ、クリンガー、フリードリヒなどの
作品が揃っています。

http://www.mdbk.de/start.php4

マックス・クリンガー「カエサルの死」（1879 年、1919
年 加 筆 ）Photo AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk//Museum der
bildenden Kunste, Leipzig / Ursula Gerstenberger

■プロイセン宮殿庭園財団 Stiftung Preußische Schlösser und Gärten
Berlin-Brandenburg
プロイセン宮殿庭園財団は、ベルリン、ポツダム、ブランデンブルグにある 30 の宮殿・庭園を統

括しています。シャルロッテンブルク城、サンスーシ宮殿をはじめとする所属宮殿・庭園等の建
築物のほか、絵画、工芸、彫刻等の重要なコレクションを所蔵・管理しています。

◆プロイセン宮殿庭園財団傘下の美術館・博物館

http://www.spsg.de/index.php

サンスーシ宮殿 Schloss Sanssouci ／新庭園 Neuer Garten ／バーベルスベルク宮殿 Schloss Babelsberg
ジョセフ・グラッシ「ルイーズ、プロイセンの女王」（1802 年）Photo
AMF, Tokyo/ DNPartcom/©bpk/Eigentum des Haus Hohenzollern / Jörg P. Anders

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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ウィーン美術史美術館イメージアーカイブ
ヨーロッパでも有数の美術館のひとつであるウィーン美術史美術館。ハプスブルク家歴代の君主が蒐集したヨーロッパの
至宝の数々が所蔵されております。同館の数十万点にのぼる膨大な所蔵品のなかから、優れた名品をご紹介いたします。

◆クレジット表示：© Kunsthistorisches Museum Wien c/o DNPartcom

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■ウィーン美術史美術館 Kunsthistorisches Museum, Wien

1891 年に開設されたウィーン美術史美術館の特徴は、その名称とは裏腹に、ハプスブルク家

の私的コレクションの性格が非常に顕著なところにあります。歴代の君主は、完成されたも
の、成熟したものを好み、発展の初期段階にあるようなものを認めませんでした。そのため、
絵画では、16、17 世紀のヴェネチアのルネサンス絵画、フランドル絵画など 18 世紀までの
作品が主流を占めています。
http://www.khm.at/de/kunsthistorisches-museum
© Kunsthistorisches Museum Wien c/o DNPartcom

ピーテル・ブリューゲル（父）「謝肉祭と四旬節の争い」（1559 年） ピーテル・ブリューゲル（父）「バベルの塔」（16 世紀）

ピーテル・ブリューゲル（父）「雪中の狩人」（1565 年）

アントニー・ヴァン・ダイク「サムソンとデリラ」（1628-30 年頃）

ヨハネス・フェルメール「画家のアトリ
エ」（1665-66 年頃）

ジョルジョーネ「三人の哲学者」（1508 年頃）

ジュゼッペ・アルチンボルド「水」
（1566 年）

ピーテル・ブリューゲル（父）「農民の婚宴」（1568-69 年頃）

ラファエロ・サンティ「草原の聖母」
（1505 年）

ペーテル・パウル・ルー
ベンス「毛皮の女」
（1636-38 年頃）

ディエゴ・ベラスケス「青いドレスのマル
ガリータ王女」（1659 年）

ルーカス・クラナハ（父）「ホ
ロフェルネスの首を持つユー
ディット」（1530 年頃）

アルブレヒト・デューラー「皇帝マクシ アルブレヒト･デューラー「諸聖人の祭壇画」 フランチェスコ・マッツォーラ ( 通称パルミ
（1511 年）
ジャニーノ）「凸面鏡の自画像」（1523-24
ミリアン一世」（1519 年）
年頃）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ヒエロニムス・ボス「十
字架を担うキリスト」
（1480-90 年頃）

レンブラント・ファン・レイン「大
自画像」（1652 年）
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パウル・クレー・センター・イメージアーカイブ
パウル ･ クレー・センターでは、生涯に制作した約 9,500 点のうち約 4,000 点を収蔵。パウル ･ クレー・センター・イメー
ジアーカイブにより、この膨大なコレクションのなかから、パウル ･ クレーの名作の多くが利用いただけます。

◆クレジット表示：© Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■パウル・クレー・センター Zentrum Paul Klee

2005 年 6 月にベルンで開館したパウル・クレー ･ センターは、クレーの息子フェリックスの設
立したパウル ･ クレー財団と、遺族とが、戦後の困難な時期から守り抜いてきた約 4,000 点の作
品を収蔵しています。色と形をめぐる実験をたゆまず続けたクレー。パウル ･ クレーの幼少年時
代の作品から、最期のときまで制作し続けた作品に至るまで、その生涯にわたるさまざまな作品
画像を幅広くご利用いただけます。
http://www.paulkleezentrum.ch/
© Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom

「石切場」（1916 年）

「ドゥルカマラ島」（1938 年）

「帆船」（1927 年）

「音楽家」（1937 年）

「サタネラ」（1939 年）

「グラス・ファッサード」（1940 年）

「無題（最後の静物）」（1940 年）

「ポリフォニックにはめ込まれ
た白」（1930 年）

「小川沿いの庭」（1927 年）

「赤と青の場所」（1925 年）

「死と火」（1940 年）

「灰色の男と海岸」（1938 年） 「山のカーニヴァル」（1924 年）

「襲われた場所」（1922 年）

「星の天使」（1939 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「威嚇する顔」（1905 年）

「人形劇場」（1923 年）

「肥沃な土地のモニュメン
ト」（1929 年）
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チェコ国立プラハ工芸美術館イメージアーカイブ
チェコ国立プラハ工芸美術館イメージアーカイブは、同館が所蔵するアルフォンス ･ ミュシャ等のアール ･ ヌーヴォーの
作家たちによるポスター、ボヘミア・ガラス、陶磁器、アクセサリーなど約 500 点のデジタルデータを貸出しております。
◆クレジット表示：© Museum of Decorative Arts in Prague c/o DNPatrcom

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■チェコ国立プラハ工芸美術館 Museum of Decorative Arts in Prague

チェコ国立プラハ工芸美術館は、1885 年、チェコの首都プラハに創設された工芸専門の国立

美術館です。古代から現代までの、ヨーロッパ、特にボヘミア地域の工芸品のコレクション

が充実しています。ガラス製品、陶磁器、金属製品、木工品、宝飾品、時計、テキスタイル、
玩具、家具、グラフィックアート等、収蔵品の数は 50 万点に達します。
http://www.upm.cz/
© Museum of Decorative Arts in Prague c/o DNPatrcom

アルフォンス・ミュシャ「オ・カ
ルチェ・ラタン」（1897 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「ルフェー
ヴル＝ユティル社のビスケット」
（1896 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「芸
術：詩」（1897 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「月桂樹」 アルフォンス ･ ミュシャ「果
（1901 年）
実」（1897 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「蔦」
（1901 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「芸
術：ダンス」（1897 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「花」
（1897 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「芸
術：絵画」（1897 年）

アルフォンス ･ ミュシャ「芸
術：音楽」（1897 年）

アンリ・ド・トゥールーズ =
ロートレック「ディヴァン・
ジャポネ」（1892 年）

アンリ・ド・トゥールーズ =
ロートレック「ラ・ルヴュ・
ブランシュ」（1895 年）

「中国風装飾のあるティーポット」（1725-1730 年）

「虹色のカップ」（1835-40
年頃）

「狩猟のモチーフのあるゴブレット」 「花瓶」（1902-03 年）
（1840 年頃）

「甲虫が描かれた皿」（1888 年）

「富の寓意のあるゴブレット」
（1730 年頃）

「組み合わせ文字 TLLS の 「天使のいる巡礼土産」 「聖母のいる巡礼土産」
ある巡礼土産」（15 世紀） （15 世紀）
（15 世紀）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

撮影者不詳「庭の女性」
（1900 年頃）着色写真

撮影者不詳「虚無僧」（1900
年頃）着色写真
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ボストン美術館イメージアーカイブ
ボストン美術館イメージアーカイブでは、ボストン美術館の日本における唯一のオフィシャル・フォトエージェ
ンシーとして、モネ、ルノワール、ゴッホ、セザンヌ、ゴーガンなど印象派作品や、若冲、北斎、歌麿などの日

本美術の名品など、同館所蔵作品の画像データをご提供します。なお、ボストン美術館の作品の画像を利用する
場合は、企画内容や印刷物の校正刷りの提出など、利用承諾を得るまでに美術館側との交渉が必要です。当社で
はこういった煩雑な美術館との交渉を代行し、画像利用のための手続きをスムーズに進めます。

◆クレジット表示：（コレクション名 , コレクション番号）Photograph©（許諾年） Museum of Fine Arts, Boston. All Rights Reserved.c/o DNPartcom
u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■ボストン美術館

Museum of Fine Arts, Boston
1870 年に開館したボストン美術館は、メトロポリタン美術館（NY）、ワシ

ントン・ナショナル・ギャラリーと並び、アメリカ三大美術館に数えられて

います。コレクションの内容は幅広く、エジプト、ヨーロッパ、アメリカ、
さらに世界有数の東洋美術部門の日本美術の名品など約 45 万点を収蔵して

います。

http://www.mfa.org/

「平治物語絵巻」（13 世紀後半）Fenollosa-Weld Collection, 11.4000
Photograph©2009 Museum of Fine Arts, Boston. All Rights Reserved.c/o
「 吉 備 大 臣 入 唐 絵 巻 」（ 部 分 ）（12 世
DNPartcom
紀 ）William Sturgis Bigelow Collection, 32.131
Photograph©2009 Museum of Fine Arts, Boston. All
Rights Reserved.c/o DNPartcom
クロード・モネ「ラ・ジャ
ポ ネ ー ズ 」（1876 年 ）
1951 Purchase Fund, 56.147
Photograph©2009 Museum
o f Fi n e A r t s , B o s t o n .
All Rights Reser ved.c/o
DNPartcom

ジャン・フランソワ・ミレー「種まく
人 」（1850 年 ）Gift of Quincy Adams
Shaw through Quincy Adams Shaw, Jr. and
Mrs. Marian Shaw Haughton, 17.1485
Photograph©2009 Museum of Fine
Arts, Boston. All Rights Reserved.c/o
DNPartcom

ピエール・オーギュスト・
ル ノ ワ ー ル「 ブ ー ジ ヴ ァ
ル の ダ ン ス 」（1883 年 ）
葛 飾 北 斎「 鳳 凰 図 屏 風 」( 部 分 )（1835 年 ）William Sturgis Picture Fund, 37.375
Photograph©2009 Museum of
Bigelow Collection, 11.7433
Photograph©2009 Museum of Fine Arts, Boston. All Rights Reserved. Fine Arts, Boston. All Rights
Reserved.c/o DNPartcom
c/o DNPartcom

尾形光琳「松島図屏風」（18 世紀）Fenollosa-Weld Collection,
11.4584 Photograph©2009 Museum of Fine Arts, Boston. All
Rights Reserved.c/o DNPartcom

伊藤若冲「日出鳳凰図」(18
世紀 ) William Sturgis Bigelow
Collection, 11.6940
Photograph©2009 Museum of
Fine Arts, Boston. All Rights
Reserved.c/o DNPartcom

フィンセント・ファン・ゴッホ「郵便配達
夫ジョゼフ・ルーラン」（1888 年）Gift of
Robert Treat Paine, 2nd, 35.1982
Photograph©2009 Museum of Fine Arts, Boston.
All Rights Reserved.c/o DNPartcom

◎その他の主な収蔵作品

カイユボット「売り場に並べられた果物」
（1881-82 年頃）

ポール・ゴーギャン「我々は何処からきたのか、我々は何者か、我々は何処へ行くのか」（1897 年）
Tompkins Collection--Arthur Gordon Tompkins Fund, 36.270
Photograph©2009 Museum of Fine Arts, Boston. All Rights Reserved.c/o DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

エドガー・ドガ「田舎の競馬場」（1869 年）
ポール・セザンヌ「赤い肘掛け椅子のセザン
ヌ夫人」（1877 年頃）
オディロン・ルドン「緑の花瓶の花」(1910-12 年 )
ムンク「夏の夜の夢 ( 声 )」（1893 年）
サージェント ｢ エドワード・ダーリー・ボイ
トの娘たち ｣（1862 年）
鳥居清長「柳下美人図」（1784 年頃）
曽我蕭白「雲龍図」(1763 年 )
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アートリソース・イメージアーカイブ
アートリソースは 1968 年に設立されて以来、世界中の美術館が所蔵する美術品の画像ライセンスを行い、単体
の組織としては世界最大級の美術画像専門エージェンシーとして発展してきました。北米を中心として 100 を越
える美術館の画像ライセンスの代理窓口であると同時に、6,000 を越える美術館が所蔵する作品画像約 40 万点の
デジタルアーカイブを構築しています。DNP イメージアーカイブでは第一段階として、フィラデルフィア美術

館ほか 6 つの美術館・博物館が所蔵する作品画像の提供を開始いたします。

これまで画像入手に時間がかかっていたメトロポリタン美術館、ロサンゼルス郡立美術館などアメリカの有名美
術館についても、アートリソースを通して短時間で手配可能となる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

◆クレジット表示：（美術館名） / Art Resource, NY/ DNPartcom

■フィラデルフィア美術館

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

The Philadelphia Museum of Art

フィラデルフィア美術館は、1876 年フィラデルフィアで開催された万国博覧会のメモリアル・ホールを起源とし、1928

年にはギリシア神殿様式を再現した現在の美術館が建設されました。45 万点以上に及ぶ収蔵品の中には、ルネサンス、
印象派、アメリカ絵画、20 世紀前半の美術などのコレクションが含まれ、アメリカを代表する美術館のひとつです。
http://www.philamuseum.org/

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン「キ
リストの磔刑」（1450-55 年頃）

ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル「ルグラン嬢の肖像」
（1875年）

The Philadelphia Museum of Art / Art Resource, NY/ DNPartcom

ピーテル・パウル・ルーベンス「鎖につ ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー「国会議事
ながれたプロメテウス」（1611-12年頃） 堂の火災」（1834/35 年頃）

ポール・セザンヌ「大水浴」（1906 年）

■ニューアーク美術館

パウル・クレー「魚の魔術」（1925 年）

エドゥアール・マネ「ル・ボン・ボック」
（1873 年）

アメデオ・モディリアーニ「ポー
ランドの女の肖像」（1919 年）

The Newark Museum

1909 年に創設されたニューアーク美術館は、18 ～ 20 世紀のアメリカの絵画については広範で大量のコレクションを誇り、
特に 19 世紀のアメリカを代表する画家たちの作品が充実しています。また、織物、キルト、宝石など装飾美術品のコレ
クションや、チベット、東アジア、アフリカの伝統芸術品コレクションも収蔵しています。

http://www.newarkmuseum.org/

ウィンズロー・ホーマー「ナッ
シュビル近郊」（1865-66 年）

The Newark Museum / Art Resource, NY/ DNPartcom

「チベットの精神的指導者・サ
ジョン・シンガー・サージェント「オハラ湖畔のキャン メアリー・カサット「ジェニー・カサッ
トとその息子ガードナー」（1882 年） キャパンディタ」（18 世紀頃）
プ」（1916 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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■スミソニアン・アメリカ美術館

Smithsonian American Art Museum

スミソニアン・アメリカ美術館は、1858 年にスミソニアン協会の一部として創設された合衆国でもっとも古い連邦美術
コレクション。植民地時代以前から現在まで、約 37,000 点に及ぶ絵画、彫刻、写真、民芸品、装飾品などを収蔵してい
ます。ここで開かれる展覧会と、博物館の刊行物はアメリカの美術研究に欠くことができないものとされています。
http://www.newarkmuseum.org/

Smithsonian American Art Museum, Washington, DC / Art Resource, NY / DNPartcom

アルバート・ビアスタット「シエラネバダの山並み」（1868 年）

■国立肖像画美術館

ジョン・シンガー・サージェント「エ ジョン・ジェームズ・オーデュ
リザベス・ウィンスロップ・チャンラー ボン「鷲」（1836-39 年頃）
夫人」（1893 年）

ジョージ・カトリン「Stu-mick-osúcks（ブラックフット族の長）」
（1832 年）

The National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

国立肖像画美術館は、アメリカの歴史に重要な貢献をした人々と、その肖像画や彫刻等を作成した芸術家たちを記録する
ため、1962 年、スミソニアン協会の一部門として設立されました。収蔵品は、絵画、彫刻、写真、版画など多岐に及び、
芸術を通してアメリカの歴史と文化を辿ることができます。
http://www.npg.si.edu/

ジョゼフ・シファード・デュプロ
シス「ベンジャミン・フランクリ
ンの肖像」（1785 年頃）

National Portrait Gallery, Smithsonian Institution / Art Resource, NY / DNPartcom

マザー・ブラウン「トーマス・ジェ
ファーソンの肖像」（1786 年）

■ピアポント・モーガン図書館

エイブラハム・アーチボルド・アンダーソン「トー
マス・エジソンの肖像」（1889 年）

「エイブラハム・リンカーン」
（1865 年）撮影

The Pierpont Morgan Library

ピアポント・モーガン図書館は、J.P. モルガン（現・J.P. モルガン・チェース）の創
始者として知られる金融家、ジョン・ピアポント・モーガンによって設立されました。
1890 年頃からモーガンによって収集された中世、ルネサンスの写本、稀覯本、素描

The Pierpont Morgan Library / Art Resource, NY / DNPartcom

などの貴重な歴史的重要資料が揃い、中世とルネッサンスの写本研究では北米随一
の機関となっています。図書館であるばかりでなく、絵画、20 世紀前半の美術など
のコレクションが含まれ、アメリカを代表する美術館のひとつに数えられます。

http://www.themorgan.org/

ピーテル・パウル・ルーベン
ス「座する若者」
（1614-15年）

■ユダヤ博物館

The Jewish Museum

「クレーヴのカトリーヌの
時祷書」（1435 年頃）

The Jewish Museum, NY / Art Resource, NY / DNPartcom

ユダヤ博物館は、聖書の時代から現在までのユダヤ人
文化を包括的に収集・展示しています。常設展示には、
絵画、彫刻、写真、織物、コイン等を揃え、特に宗教
行事用具のコレクションは世界屈指と言われていま
す。
http://www.thejewishmuseum.org/

「ハッガーダ（ユダヤ教文書）」 ヨハン・アダム・ボラー「ハヌ
（18 世紀）
カー（宮清めの祭り）のラン
プ」（1706-32 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「パッチワークキルト」
（1899
年頃）
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プーシキン美術館イメージアーカイブ
プーシキン美術館イメージアーカイブでは、プーシキン美術館が所有する 10 万点以上のコレクションから、モネ、
ルノワール等の印象派からマティス、ピカソ等のフランス近代絵画 250 点の画像を皆様にご提供しております。

◆クレジット表示：© The Pushkin State Museum of Fine Arts c/o DNPartcom

■プーシキン美術館

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

Pushkin State Museum of Fine Arts

正式名称を国立アレクサンドル・プーシキン名称美術館（Музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина）と称するプーシキン美術館は、1912 年に開館し、13 世紀から現代まで

の西欧絵画や考古学資料など膨大な文化資産を所蔵しています。なかでも印象派およびポ
スト印象派のコレクションは世界的に有数の規模となっています。
http://www.museum.ru/gmii/defengl.htm
© The Pushkin State Museum of Fine Arts c/o DNPartcom

ピエール＝オーギュスト・ルノワール「女 ポール・セザンヌ「水浴図」1890-1894 年
優ジャンヌ・サマリーの肖像」1877 年

クロード・モネ「白い睡蓮」1899 年

フィンセント・ファン・ゴッホ「アルルのぶどう フィンセント・ファン・ゴッホ「医師
畑」1888 年
フェリックス・レイの肖像」1889 年

エドガー・ドガ「写真家のため
にポーズをとる踊り子」1875 年

アンリ・ルソー「詩人に霊感を
与えるミューズ，アポリネールと
ローランサンの肖像」1909 年

ピエール＝オーギュスト・ルノワー
ル「黒衣の少女」1880-1882 年

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「リンガー・ロンガー・
ルーを歌うイヴェット・ギルベール」1894 年

クロード・モネ ( 左 「ルーアン大聖堂，
)
正午（入口とアルバー
ヌの鐘塔）」( 右 )「ルーアン大聖堂，日暮れ」1893-1894 年

エドガー・ドガ「青い踊り子たち」 ポール・ゴーギャン「ルペ・ルペ（タヒチは不思議の土 ポール・ゴーギャン「アルルのカフェ」
1898 年
1888 年
地，果物を集める）」1899 年

オディロン・ルドン「夜と昼」1908-1911 年

エドワルド・ムンク「オースゴールストラ モーリス・ドニ「ポリュフェモス」1907 年
ンの白夜（橋の上の少女たち）」1903 年

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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ナイーブ・アート・イメージアーカイブ
パリの画廊ギャルリー・ナイーフ・エ・プリミティフが取り扱うナイーブ・アート（素朴派）の作品から、明る
い色彩が好評の人気作家 9 人の作品画像データをご提供致します。
◆クレジット表示：© 作家名 / Naïf et Primitifs, Paris / DNPartco

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■ナイーブ・アート Naïve Art

ナイーブ・アート
（素朴派）の画家たちの作品を専門に扱う、パリの画廊ギャルリー・ナイーフ・エ・プリミティフとの契約に基づき、クリィ
ブをはじめとする人気作家 9 人の作品の画像データをご提供致します。親しみやすい主題を明るい色彩で描いた彼らの作品は、

カレンダー、広告、ステーショナリー、
Ｔシャツ、
マグカップ、
ブックカバー、
ＣＤジャケット等、様々な用途に使われ、好評を得ています。
※取り扱う作家は、以下のとおりです。
クリィヴ (1955 －) / グラニック (1932 －）/ マリー・リヌ・シュル (1949 －) / セリア・ソーブリー (1938 －) / ソフィー・シロ (1950 －) / パスカル・
プラザネ (1963 －) / モニク・ヴァルドゥネージュ (1944 －) / マリー・エレーヌ・ヴラン (1957 －) / セルジュ・ドゥ・フィリッピ（1929 -2 0 0 6）

ソフィー・シロ「ブルー・オーシャン」
©Sophie Sirot / Naïf et Primitifs, Paris / DNPartcom

クリィブ「クリスマスハート」©Clyv /
Naïf et Primitifs, Paris / DNPartcom

ソフィー・シロ「あじさい」 ソ フィー・シ ロ「今 日 の ディ クリィブ「クリスマスケーキ」
© S o p h i e S i r o t / N a ï f e t ナーに」©Sophie Sirot / Naïf et ©Clyv / Naïf et Primitifs, Paris / DNPartcom
Primitifs, Paris / DNPartcom Primitifs, Paris / DNPartcom

クリィブ「 ２ つ の 世 界 」©Clyv / Naïf et Primitifs, Paris /
DNPartcom

マ リ ー・ エ レ ー ヌ・ ヴ ラ ン「 象 の 行
進 」©Marie-Héléne Veran / Naïf et
Primitifs, Paris / DNPartcom

マ リ ー・ エ レ ー ヌ・ ヴ ラ ン「 夏 の 散 歩 」
©Marie-Héléne Veran / Naïf et Primitifs,
Paris / DNPartcom

マリー・リヌ・シュ ル「ロイヤル・バーで マリー・リヌ・シュル「ソーゾン港の花火祭り」 グラニック「サルーテ教会」©Granick / Naïf et Primitifs, Paris / グラニック「ギリシアの女性たち」
待 ち 合 わ せ 」©Marie-Line Sulle / Naïf et ©Marie-Line Sulle / Naïf et Primitifs, Paris / DNPartcom
©Granick / Naïf et Primitifs, Paris /
Primitifs, Paris / DNPartcom
DNPartcom
DNPartcom

セ ル ジュ・ドゥ・フィリッピ「ブルックリン 橋 」
©Serge de Filippi / Naïf et Primitifs, Paris /
DNPartcom

モ ニク・ヴ ァルドゥネ ー ジュ「 緑 色 の 部 屋 」 モニク・ヴァルドゥネージュ「子ども マリー・リヌ・シュ ル「 か ぼ ちゃ の 庭 」
©Monique Valdeneige / Naïf et Primitifs, Paris / の夢」©Monique Valdeneige / Naïf ©Marie-Line Sulle / Naïf et Primitifs, Paris
/ DNPartcom
DNPartcom
et Primitifs, Paris / DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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海外美術フォトエージェンシー
世界各国の美術を専門とするフォトエージェンシーとも提携しておりますので、主だった美術館所蔵の作品画像
もご提供できます。美術作品の画像に関するあらゆるご要望に応じられるようにしております。
u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■ブリッジマン・アート・ライブラリー・イメージアーカイブ The Bridgeman Art Library

ロンドン本社のほか、ニューヨーク、パリ、ベルリンに支社を置く、美術・歴史専門のイギリスのフォトエージェンシー
です。8,000 の美術館や画廊が所蔵する約 50 万点の作品の画像で、世界の主要な美術作品を網羅しています。
◆クレジット表示：Photo:The Bridgeman Art Library/DNPartcom

ヨハネス・フェルメール「真 クロード・モネ「印象、日の出」（1872 年）マ
珠の耳飾の少女」（1665 年頃） ルモッタン美術館蔵
マウリッツハイス美術館蔵

アルブレヒト ･ デューラー「野
うさぎ」（1502 年）アルベル
ティーナ素描版画館蔵

Photo:The Bridgeman Art Library/DNPartcom

ジョルジュ・スーラ「グランド・ジャット島の日曜
日の午後」(1884-85 年）シカゴ美術研究所蔵

フランシスコ・デ・ゴヤ「着衣のマハ」（1800-03 年頃）プラド
美術館蔵

フィンセント ･ ファン ･ ゴッ
ホ「タンギー爺さん」（1887
年）パリ、ロダン美術館蔵

ピエール・オーギュスト・ルノワー
ル「団扇を持つ若い女」（187980 年）クラーク美術館蔵

レンブラント ･ ファン ･ レイン「夜警」（1642
年）アムステルダム国立美術館蔵

■アリナリ・イメージアーカイブ Alinari 24ORE

1852 年に創設されたイタリア最古のフォトエージェンシーです。イタリアの美術館、博物館、寺院の所蔵作品の画像を

多数所有しますが、写真のコレクションも充実しています。創設時からストックしてきた画像は、350 万点にも及びます。
イタリア文化省の承認のもと、美術作品の新規撮影を進め、取り扱い画像数を更に増やしつつあります。
◆クレジット表示：©Alinari, Licensed by AMF, Tokyo / DNPartcom

©Alinari, Licensed by AMF, Tokyo / DNPartcom

レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」（1495-97 年）サンタ・ ティツィアーノ ･ ヴェチェリオ「ウルビーノの ラファエロ ･ サンツィオ「一
角獣を抱く貴婦人」（1505マリア・デレ・グラツィエ教会蔵
ヴィーナス」（1538 年）ウフィツィ美術館蔵
06 年）ボルゲーゼ美術館蔵

フラ ･ アンジェリコ「受胎告知」（1438-46 年）
サン・マルコ美術館蔵

サンドロ ･ ボッティチェリ「春（ラ ･ プリマヴェー
ラ）」（1482 年頃）ウフィツィ美術館蔵

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

カラヴァッジョ「果物籠を持つ少
年」（1593 年頃）ボルゲーゼ美
術館蔵

「パン屋の夫婦」（55-79 年、
ポンペイ）ナポリ国立考古学
博物館蔵

アントニオ ･ デル ･ ポッライ
ウォーロ「女性の肖像」
（1475
年頃）ウフィツィ美術館蔵
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ADAGP イメージアーカイブ
JASPAR（日本美術著作権協会）の協力の下、フランスの ADAGP（グラフィック・アートおよび造形芸術作家協
会）が著作権管理をするルネ・マグリット、マルク・シャガール、ジョルジュ・ルオー、マン・レイ、イヴ・ク
ライン、ジャン・コクトー 6 作家の約 1,500 作品の画像データを貸出します。当社に申し込まれれば一括して著
作権処理と画像借出が可能になりました。著作権処理は直接 JASPAR に申し込まれても結構です。当社への一括

申込の場合でも、JASPAR で著作権処理を済ませた場合でも、当社よりこれらの傑作・名品の数々を、デジタル
データで皆様にご提供いたします。

◆クレジット表示：© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo,（許諾年）© BI, ADAGP-Paris/DNPartcom,（許諾年）
■ ADAGP について

■ JASPAR について

1986 年に創設された ADAGP は、今日では、フランスの主要な美術
作家、造形作家、写真家、CG アーティストなどの著作権を管理する
団体として、８万人ものアーティストが登録されております。

フランス著作権事務所（1952 年設立）の美術業務部門を引き継ぐ形で 1992 年
に設立された美術著作権協会（SPDA）と、日本美術家連盟（JAA）とにより、
2012 年に設立されました。世界各国の主要美術著作権管理団体の日本での独占
的代表として、著名な海外美術家約 17,000 名の著作権管理を行っています。

グラフィック・アートおよび造形芸術作家協会 La société française de gestion collective des
droits d'auteur dans les arts visuels

一般社団法人

日本美術著作権協会

u 適用料金表：「日本美術著作権協会

■ルネ・マグリット René Magritte

著作権使用料規程」＋「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2012 ©Photothèque R. Magritte - ADAGP / DNPartcom, 2012

1898 ～ 1967 ／ベルギーのシュルレアリスムの画家で、「イメージの魔術師」と呼ばれる。ベルギー南部の町レッシーヌ

生まれ。当初、ベルギーのダダ運動に参加したが、その後シュルレアリスムに徹した。1927 ～ 30 年の間、パリに住み、

アンドレ・ブルトン、ポール・エリュアールらと親交を結ぶ。マグリットの絵は、不変のコンセプトで描かれており、同
一の主題を長い間繰り返し描き続けた。

◆クレジット表示：©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, （許諾年） ©Photothèque R. Magritte - ADAGP/ DNPartcom, （許諾年）

「イメージの裏切り（これはパイプ
ではない）」（1929 年）ロサンゼルス・
カウンティ美術館

「白紙委任状」（1965 年）ワシ 「 ピ レ ネ ー の 城 」（1959 「 光 の 帝 国 」（1954 年 ） ベ ル
ントン・ナショナル・ギャラリー 年）イスラエル美術館
ギー王立美術館

「セーヌ川の入り口」（1961 年）
個人蔵

「盗聴の部屋」（1958 年）個人蔵

■マルク・シャガール Marc Chagall

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2012 © BI, ADAGP-Paris/DNPartcom, 2012

1887 ～ 1985 ／ロシア（現ベラルーシ）出身でフランスで活躍した。「色彩の画家」と呼ばれる。パリにあって、自らの

ロシア性、ユダヤ性に目覚め、それらを主題にした傑作を産み出した。後年、聖書の言葉の連作はシャガール美術館とな
る。

「エッフェル塔の新郎新婦」
（1938-39 年）ジョルジュ・ポ
ンピドゥー・センター（パリ国
「ヴァイオリン弾き」（1911「黒い手袋の婚約者」（1909 「ロシアとロバとその他のもの
立近代美術館）
14
年）ノルトライン
=
ヴェス
たちへ」（1911 年）ジョルジュ・
年）バーゼル市立美術館
ポンピドゥー・センター（パリ トファーレン州立美術館
国立近代美術館）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「誕生日」（1915 年）ニューヨーク近代
美術館
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■ジョルジュ・ルオー Georges Rouault

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2012 © BI, ADAGP-Paris/DNPartcom, 2012

1871 ～ 1958 ／パリに生まれ、ギュスターヴ ･ モローに学び、後にモロー美術館の初代館長となる。敬虔なカトリック信

者であり、20 世紀最大の宗教画家とも呼ばれる。

「サラ」（1956 年）

「エジプトへの逃避」
（1945-46 年）個人蔵

「聖顔」（1946 年頃）個 「ピエロと小さな踊 「キリスト」（1937/38 「夜の風景：工事現場」（1897 年）オル
セー美術館
人蔵
り子」（1934 年）
年）個人蔵

■マン・レイ Man Ray

©MAN RAY TRUST/ ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2012 © BI, ADAGP-Paris/DNPartcom, 2012

1890 ～ 1976 ／アメリカ出身でフランスで活躍した写真家であり映画監督。本名エマニュエル・ラドニツキーだが、ニュー
ヨークでダダ運動をするころから、マン・レイと名乗る。ソラリゼーションを表現技法とした写真で有名。

◆クレジット表示：©MAN RAY TRUST/ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, （許諾年） ©BI, ADAGP-Paris / DNPartcom, （許諾年）

「ガラスの涙」（1932 年）
「アングルのヴァイオリン」 「カサッティ侯爵夫人（我 「無題（ソラリゼーション 「破壊すべきオブジェ」 「 ヘ レ ン・ タ ミ リ ス 」
が友の肖像）」（1922 年） による裸の男性）」（1933 （1923 年）
（1924 年）
（1925 年頃）
年）

■イヴ・クライン Yves Klein

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2012 © BI, ADAGP-Paris/DNPartcom, 2012

1928 ～ 1962 ／フランスの画家で、モノクローム（単色）の絵画作品を多数制作した。とくに「青」を最も重要な色とみ

なし、理想的な染料として開発した「インターナショナル・クライン・ブルー」（IKB）の特許まで取得した。

「 人 体 測 定 プ リ ン ト 「人体測定プリント（ANT SU 「 火 の 絵 画（F-13)」 「グ ル ノーブ ル の 地 域 「青い地球儀（RP 7）」 「黄色のモノクローム（M 30）」（1957 年
（RP 10）」（1961 年）個 （1957 年）個人蔵
頃）個人蔵
（1961 年）個人蔵
（ANT-7）」（1960 年頃） 7）」（1960 年頃）個人蔵
人蔵
個人蔵

■ジャン・コクトー Jean Cocteau

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2012 © BI, ADAGP-Paris/DNPartcom, 2012

1889 ～ 1963 ／パリ生まれの詩人。小説、バレエ、劇、映画、批評、ファッション、音楽、さらに美術とあらゆる 20 世
紀芸術の最先端を走り抜けた。シュルレアリスムとは相容れず、独自の世界を構築した。

「ポトマック」（1914 年）
「マルセル ･ プルースト
の肖像」（1920 年頃）

「 牡 牛 」（1962 年 ） 個
人蔵

「 野 蛮 な 牧 神 の 横 顔 」 「火の線」（1958 年）
（1958 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「光－闇または自画像」
（1954 年）
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TNM（東京国立博物館）イメージアーカイブ
TNM イメージアーカイブは、東京国立博物館がすすめてきたわが国が誇る貴重な文化財のデジタルアーカイブ
の画像データ約 50,000 点をデータベース化し、その有効利用を図ることを目的とし、国宝や重要文化財など日

本美術の至宝ともいうべき文化財の画像資産のライセンス販売とレンタルサービスを行います。

当社は、唯一のオフィシャル・フォトエージェンシーとして、デジタルデータおよびポジフィルムにより皆様に
ご提供しております。

［東博画像検索］http://webarchives.tnm.jp/archives/img/searchform
◆クレジット表示：Image:TNM Image Archives

u 適用料金表：「TNM イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■東京国立博物館 Tokyo National Museum
1872（明治 5）年に行われた文部省による博覧会（これをもって博物館の創立・開館

とします）を前身として、1882（明治 15）年 3 月、現在の上野の地に上野博物館と

して開館しました。以来、貴重な国民的財産である多くの文化財を収集・保管し、
展示してまいりました。 先史時代から終戦頃までの日本の名宝を中心に、アジア諸
国、エジプト、インド、中近東などの美術品も収蔵しています。 また、美術品以外
にも歴史資料、図書、写真資料も多く所蔵されています。

http://www.tnm.jp/
Image:TNM Image Archives

狩野秀頼「観楓図屏風」（部分）（室町時代）国宝
雪 舟「 秋 冬 山 水 図 」 冬 景 尾形光琳「風神雷神図屏風」（部分）
（17 世紀）重要文化財
（室町時代）国宝

「埴輪 挂甲の武 「摩耶夫人及び天女像」（飛鳥時
人」（6 世紀）国宝 代）重要文化財

長谷川等伯「松林図屏風

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯
箱」（18 世紀）国宝

右隻」（桃山時代）国宝

尾形光琳筆「白綾地秋草模様小袖」
（18 世紀）重要文化財

野々村仁清「色絵月梅図茶壺」 「洛中洛外図屏風 ( 舟木本）」 菱川師宣「見返り
（17 世紀）重要文化財
（部分）（17 世紀）重要文化財 美人図」（17 世紀）

伊能忠敬「大日本沿海輿地図 _ 渡 辺 崋 山「 鷹 見 泉 石 像 」（19 岸田劉生「麗子像」（1921 年）重要
東北」（19 世紀）
世紀）国宝
文化財

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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国立美術館イメージアーカイブ
独立行政法人国立美術館は、我が国における芸術文化の創造と発展、国民の美的感性の育成を使命とする、美術振興
の中心拠点です。東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館の５
つの美術館を設置し、それぞれの館の特色にあわせた、個性豊かで多彩な活動を展開しています。 この度の画像貸出
サービスの対象となるのは、計４館の所蔵作品です。

◆クレジット表示：Photo: MOMAT/DNPartcom

u 適用料金表：「国立美術館イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■東京国立近代美術館 The National Museum of Modern Art,Tokyo

東京国立近代美術館は、昭和 27 年 (1952) 年に日本で最初の国立美術館として開館

しました。皇居に近い北の丸公園に本館と工芸館、銀座に隣接する京橋にフィルム

センターを有し、世界の近代美術の流れの中で、我が国の近代美術の系譜を跡づけ、

広く美術への関心を喚起することを旨として、事業を展開しています。(DNP アート
コミュニケーションズは、本館と工芸館の所蔵作品の画像を取り扱います。)
http://www.momat.go.jp/

岸田劉生「道路と土手と塀
(切通之写生 )」1915 年

土田麦僊「湯女」1918 年

横山大観「生々流転」( 部 分 ) 1923 年

高村光太郎「鯰」1926 年

◆クレジット表示：Photo: NMWA/DNPartcom

■国立西洋美術館

三岸好太郎「雲の上を飛 横 山 大 観「 観
ぶ蝶」1934 年
音」c.1912 年

ロベール・ドローネー
「リズム 螺旋」1935 年

The National Museum of Western Art
国立西洋美術館は、広く西洋美術全般を対象とする国内唯一の国立美術館として、昭和

34(1959) 年に開館しました。 フランス政府から寄贈返還された松方コレクションを基礎とし、
西洋美術に関する作品の鑑賞の機会を提供することを中心に、作品及び資料の収集、調査研
究、修復保存、教育普及、出版物の刊行等の事業を展開しています。本館は、ル・コルビュジ
エの設計によるものであり、フランス政府により世界遺産登録を目指しています。
http://www.nmwa.go.jp/

ボニファーチョ・デ・ピターティ、通称ボニファーチョ・ヴェロネーゼ
エル・グレコ（ドメニコス・テオト ペーテル・パウル・ルーベンス
（に帰属）「聖家族、トビアスと大天使、聖ドロテアと幼い洗礼者聖ヨハネ」 コプーロス）「十字架のキリスト」 「眠る二人の子供」1612-13 年頃

クロード・モネ「舟遊び」
1887 年 松方コレクション

クロード・モネ「睡蓮」
1916 年 松方コレクション

ピエール＝オーギュスト・ル ピエール＝オーギュスト・ ダンテ・ガブリエル・ ポール・シニャック「サン = トロぺの港」 エドゥアール・マネ カルロ・ドルチ「悲しみ
ロセッティ「愛の杯」 1901-02 年
「ブラン氏の肖像」 の聖母」1655 年頃
ノワール「アルジェリア風の ルノワール「帽子の女」
1879 年頃
パリの女たち（ハーレム）」 1891年 松方コレクション 1867 年
1872 年 松方コレクション

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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◆クレジット表示：Photo: The National Museum of Modern Art, Kyoto

■京都国立近代美術館 The National Museum of Modern Art, Kyoto

緑豊かな岡崎公園、平安神宮の参道と琵琶湖疏水に面して建つ京都国立近代美術館

は、京都市の誘致により、市勧業館別館を改装して昭和 38(1963) 年 3 月 1 日に国立
近代美術館京都分館として発足。昭和 42(1967) 年 6 月 1 日、独立して京都国立近代
美術館となりました。

国内外の近代美術に関する作品その他の資料を収集、展示して、鑑賞の機会を提供
するとともに、これに関する調査研究を行っています。
http://www.momak.go.jp/

上村松園「舞仕度」1914 年

安 井 曾 太 郎「 婦 人 像 」 石崎光瑤「熱国妍春」( 左隻 ) 1918 年
1930 年

小林古径「竹取物語〈不尽山〉
」1917 年

今尾景年「風雨帰漁図」1924 年

小林古径「竹取物語〈昇天〉」1917 年

粥川伸二「西婦倭装図」
1919 年頃

竹内栖鳳「若き家鴨」1937 年

佐藤光華「鮎売り」1931 年 秦テルヲ「女たち」1919 年

◆クレジット表示：Photo: NMAO/DNPartcom

■国立国際美術館

The National Museum of Art, Osaka

国立国際美術館は、昭和 52(1977) 年、旧万国博美術館を活用し、主として現代美術を中心と
した作品を収集・保管・展示し、関連する調査研究及び事業を行うことを目的に開館し、平成
16(2004) 年 11 月に大阪・中之島に世界でもめずらしい、完全地下型の美術館として新築移転しま
した。現代美術を発信する美術館として、国内外の美術の動向を幅広く紹介し、来館者の多様な

期待に応えるための活動に積極的に取り組み、歴史と文化を継承する大阪・中之島の地における
新たな文化の拠点となることを目指しています。
http://www.nmao.go.jp/

佐伯祐三「バーの入口」1927 年

ジュール・パスキン「バラ色の下着の少女 ( 青い
ブレスレットの少女 )」1924-25 年

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ポール・セザンヌ「宴の準備」1890 年頃
ヴァシリー・カンディンスキー
「絵の中の絵」1929 年
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東京都歴史文化財団イメージアーカイブ
東京都歴史文化財団イメージアーカイブは、東京都歴史文化財団が管理運営する美術館・博物館の所蔵する芸術

作品や歴史資料をより身近に親しんでいただく機会を提供するため、東京都庭園美術館、東京都江戸東京博物
館、江戸東京たてもの園、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館の所蔵作品の画像を商業用途で

ご利用できます。江戸時代の美術工芸品から内外の近現代美術、写真作品、建築、典籍にいたる幅広いジャンル
の画像が揃っております。http://www.rekibun.or.jp/

◆クレジット表示：Image: 東京都歴史文化財団イメージアーカイブ

u 適用料金表：「東京都歴史文化財団イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■東京都江戸東京博物館 Edo-Tokyo Museum

1993（平成 5） 年 3 月に開館した博物館です。本館は、“高床の倉”をイメージした地上 7 階、地下

1 階の広い空間に、徳川家康が江戸に入府してから現代に至る約 400 年間の文化遺産を収集してお
ります。18 万点を超える美術工芸品や生活民俗資料、歴史資料によって、それぞれの時代で異な
る文化や生活様式の変貌を鮮明に描き出しています。
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
Image: 東京都歴史文化財団イメージアーカイブ

葛飾北斎「冨嶽三十六景 江戸日本橋」（1831-33 年 )

「しんよし原なまづゆらひ」(1855 年）

東洲斎写楽「四代目松本
幸四郎の肴屋五郎兵衛」
（1794 年 )

歌川広重「名所江戸百景
亀戸梅屋舗」（1857 年）

渓斎英泉「蘭字枠江戸名所
ル図」

江戸両国橋ヨリ立川ヲ見

「忠臣蔵夜討 大手ノ義士廿四人搦手の義士廿三人四貳國會
合図」（1827-43 年）

「江戸両国橋夕涼大花火之図」（1805-42 年）

「人力車」
（明治 「東京開化名勝京橋石造銀座通り」（1874 年）
時代）
「黒塗桜唐草文様金蒔絵

十種香道具」（江戸末期）

川村清雄「勝海舟江 四代目歌川国政「浅草公園凌雲閣登
戸開城図」（1884 年） 覧寿語六」（1890 年）

◎その他の主な収蔵作品

「小田原電車開通記念」（1927 年）

「テレビ」（1953 年）
「スピーカー付真空管ラジオ」
（大正末期～ 1928 年頃）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

秋里籬島著、円山応挙・竹原春泉斎・鍬形薫
斎ら絵『東海道名所図会』（1797 年）
斎藤月岑著、長谷川雪旦絵『江戸名所図会』
（1834-36 年）
葛飾北斎「冨嶽三十六景」（1831-33 年）
歌川広重「東都名所」
歌川国芳「東都名所」
歌川広重「東海道五拾三次」（1833 年頃）
歌川広重「名所江戸百景」（1856-58 年）
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■東京都庭園美術館 Tokyo Metropolitan Teien Art Museum

1933（昭和 8） 年に朝香宮邸として建てられた建物を、
1983（昭和 58）年 10 月より公開。ヨーロッパで流行し

たアール・デコの装飾様式を、ほぼ完全な形で現在に伝

える貴重な建物で、建物自体が美術品といえます。シャ
ンデリアやガラス・レリーフなどはルネ・ラリックが手

アンリ・ラパン「大客室」（1933
年）

がけました。

ルネ・ラリック「正面玄関ガ
ラスレリーフ」（1933 年）

http://www.teien-art-museum.ne.jp/index.html

アンリ・ラパン「香水 マックス・アングラン「大
客室エッチング・ガラス
塔」（1933 年）
扉」（1933 年）

アンリ・ラパン「大食堂全景（暖炉側）」
（1933 年）

宮内省内匠寮工務課「殿下居間ラジエーター・
カバー」（1933 年）

宮内省内匠寮工務課
「姫宮寝室前照明」
（1933 年）

■東京都写真美術館 Tokyo Metropolitan Museum of Photography

1995（平成 7）年 1 月、わが国で初めての、また、国際的に
も数少ない写真と映像に関する総合的な専門美術館として開

館。写真史に沿って収集された貴重な映像資料と内外の優れ
た写真作品を所蔵しています。国内写真は幕末から現代まで
の約 15,000 点、海外写真は約 7,000 点を所蔵。
http://www.syabi.com/index.shtml
＊画像データのご利用にあたっては、著作権のある作品がありますので、事前にお問い合わせください。

フェリーチェ・ベアト「下関・前田砲台
を占領した英国軍」（1864 年）

小川一真「東大寺 月光
菩薩像」（1888-9 年）

内田九一「明治天皇」

武林盛一「野幌岡橋を通過する機関車比 フェリーチェ・ベアト「愛宕山から見た江戸のパノラマ」（部分）（1865-6 年）
羅夫号」

■江戸東京たてもの園 Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum

1993 年 3 月に開園した野外博物館です。現地保存が不可能な文化

的価値の高い建造物を移築・復元・保存・展示し、貴重な文化遺
産を次代に継承していきます。約 7 万ヘクタールの敷地に、江戸
時代から昭和初期までの 27 棟の建造物が建ち並んでいます。
http://tatemonoen.jp/

「奄美の高倉」（江戸 「鍵屋（居酒屋）」（1856 年）
時代末期頃）

t「武居三省堂（文具店）」（1927 年）

■東京都現代美術館 Museum of Contenporary Art Tokyo

1995 年 3 月に開館。約 4,000 点の収蔵作品は、戦後美術を
中心にした体系的なコレクションとなっています。コレク
ションは、現代美術の流れが展望できる秀作の数々がそ
ろっています。

http://www.mot-art-museum.jp/
＊画像データのご利用にあたっては、著作権がありますので、事前にお問い合わせください。

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

鹿子木孟郎「大正十二年九月一日」（1923 年）
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神戸市立博物館イメージアーカイブ
神戸の地は、東アジアとの貿易や交流の窓口となり、幕末の開港以降は、東西文化交流の接点としての役割をはたしてきま
した。神戸市立博物館は、昭和 57 年 (1982) 秋に開館。市立南蛮美術館と考古館を統合し、神戸の歴史を展示に加えた人文

系の博物館として発足。現在、国宝1件21点、重要文化財7件76点を含む、約5万7000点のコレクションを所蔵しています。

◆クレジット表示：（コレクション名）Photo: Kobe City Museum / DNPartcom

■神戸市立博物館

Kobe City Museum
神戸市立博物館は、1982 年に神戸市立南蛮美術館と神戸市立考古館を統合し、新しい人
文系の博物館として開館しました。神戸が古くからの国際港湾都市として、諸外国との
文化交流の窓口の役割を果たしてきたことをふまえて、「国際文化交流－東西文化の接
触と変容」を基本テーマとして活動しています。

その所蔵品は、国宝・桜ヶ丘銅鐸（どうたく）・銅戈（どうか）をはじめとする考古・
歴史資料、南蛮紅毛美術のほか、古地図資料の 3 分野から構成され、神戸の歴史だけに
とどまらず、東西文化交流に関する資料の収集・保存に努めています。
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/main.html

「聖フランシスコ・ザヴィエル
像」（江戸時代初期、17 世紀
初期）

「桜ヶ丘 1 号銅鐸＿Ａ面」
( 弥生時代中期 )

「泰西王侯騎馬図」( 江戸時代初期、17 世紀初期 )

「四都図・世界図屏風」
（江戸時代初期、17 世紀初期）

谷文晁「ファン・ロイエ
ン 筆 花 鳥 図 摸 写」( 江
戸時代、19 世紀前期 )

司馬江漢
「相州鎌倉七里浜図」
平賀源内「西洋婦人図」
（江戸時代、18 世紀後期） （寛政 8 年 (1796)）

杉田玄白，中川淳庵校，石川 川原慶賀「長崎港図」
（安土桃山時代、16 世紀末〜 17 世紀初期）
（桃 「南蛮屏風」
（江戸時代 19 世紀前期） 「豊臣秀吉像」
玄常参，桂川甫周閲「解体新
山 時 代、17 世 紀 初
書」
（安永 3 年 (1774)）
期）

越前北庄 井関作「蒔絵南蛮人文鞍」
（慶長 9 年 (1604)）

「開港当時の神戸港（「イラストレイテッド・ロンドン・ニュース」）」
（1968 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

長谷川貞信二世「摂州神戸海岸繁栄之図三枚続」
（1871年 ( 明治 4)）
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元離宮二条城イメージアーカイブ
元離宮二条城イメージアーカイブでは、二の丸御殿の障壁画画像を提供しております。桃山様式の遺風を伝える重要文化
財に指定された貴重な作品群で、襖のみならず長押、天井画、違棚などさまざまな画像が利用できます。
◆クレジット表示：元離宮二条城／ DNPartcom

■元離宮二条城

u 適用料金表：「元離宮二条城イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

Nijo Castle
世界遺産で知られる元離宮二条城は、江戸時代の開幕と終幕の檜舞台となりました。なかで
も桃山様式の遺風を今に伝える元離宮二条城二の丸御殿の障壁画は、幕府御用絵師狩野派一
門の手になる作品揃いです。大画面構成の襖をはじめ四周に豪壮な室内空間を作り出してい
ます。
http://www.tokugawa-art-museum.jp/
元離宮二条城／ DNPartcom

「遠侍
「遠侍

二の間東面襖

「大広間

楓檜桃小禽図」

竹林群虎図」

三の間北面貼付・襖

「大広間 四の間西面襖
松鷹図」

松孔雀図」

「黒書院 一の間東面張台構襖
松桜禽鳥図」

「黒書院

二の間東面襖

桜下雉子図」

「式台

「白書院

勅使の間東面大床貼付

二の間西面戸襖

老中三の間南面貼付

雪中柳鷺図」

西湖図」

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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大阪府文化資産イメージアーカイブ
大阪府立中之島図書館、大阪府教育委員会（大阪博物場旧蔵）、大阪府立近つ飛鳥博物館、大阪府立港南造形高
校、大阪府立江之子島文化芸術創造センター、大阪府立狭山池博物館、大阪府営箕面公園昆虫館が所蔵し、大阪
府が管理する、浮世絵や歴史資料など約 2,500 点の画像をご利用いただけます。

http://www.osaka-archives.com/

u 適用料金表：「大阪府文化資産イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

◆クレジット表示：大阪府所蔵 /Osaka Archives

■大阪府立中之島図書館 Osaka Prefectural Nakanoshima Library

大阪府所蔵 /Osaka Archives

旧本館（中央部分と 1 号書庫）は、ネオバロック様式による設計で、1904（明治 37）年に建て
られた。1922（大正 11）年に左右の両翼が増築され、ほぼ現在の建物が完成（重要文化財）。
所蔵品の中から、川崎巨泉（1877-1942）による郷土玩具の宝庫『巨泉玩具帖』や、江戸時代後
期から明治初期の大阪を描いた錦絵・石版画などをご提供しています。
http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/osakatop.html

「錦絵（維新錦絵貼帳） 南粋亭芳雪「錦絵（浪花
百景） 茶臼山」
英国公使謁見之図 」

「錦絵（芦の葉風）浪花心斎鉄橋之図」

川崎巨泉『巨泉玩具帖』

岩崎常正
（潅園）
『本草図
譜 山草
部』扉と
甘草

司馬江漢「両国橋」銅版画

「錦絵（浪花名所図会） 堂島米市の図」

「延享年間朝鮮来聘使図巻（１巻）」

■旧大阪博物場
Former Osaka Firld Museum
1875（明治 8）年に府立大阪博物場として設
立。大阪府教育委員会に「府立大阪博物場
旧蔵美術工芸品」一式が保管承継されてお

「和同開珎」

り、日本陶磁・中国陶磁・東南アジア陶磁・
ヨーロッパ陶磁・漆工の類（工芸品）など
の希少な美術工芸品や、東西の貨幣コレク
ションがまとまっています。

「柿右衛門色絵傘人物花鳥
文壷」府指定有形文化財
「西洋貨幣 オ
ランダ 日本 大
君ノ正使、和蘭ニ
来ル」
（1862 年）

谷文晁「木村蒹葭堂像」重要
文化財

■大阪府立港南造形高校 Osaka Prefectural
Kohnan High School of Design and Fine Arts

1984（昭和 59）年に開校した大阪府立港南高等学校を母体と
して、2003（平成 15）年に開校。アート分野の施設設備の充
実に加え、喜多川歌麿、三代豊国、歌川国芳などの役者絵を
多く所蔵しています。
http://www.osaka-c.ed.jp/konanzokei/
三代豊国「役者絵 板東彦
三郎の佐藤与茂七」

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

歌川国芳「役者絵
坊弁慶」

武蔵

二代国貞「役者絵
橘の小鼠忠次」

市村家
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■大阪府立近つ飛鳥博物館
Chikatsu Asuka Museum
1994（平成 6）年に開館。「近つ飛鳥」という古代
文化を継承する地名にちなんで命名され、地域全体
が遺跡博物館・野外博物館となっています。4 世紀
の古墳時代から 7 世紀の飛鳥時代についてのさまざ
まな資料を収蔵。

「拓本 (299)

http://chikatsu.mediajoy.com/index_j.html

「銅鏡

走獣十二支文鏡」

中尊寺金色堂 華鬘迦陵頻伽」
「拓本 (048)

興福寺 板彫十二神将（安底羅大将）」

■大阪府営箕面公園昆虫館
Insect House of Minoh Park
1953（昭和 28）年に開館。昆虫に関する基礎知
識や、箕面に生息する昆虫の紹介などをしていま
す。昆虫標本は 6,000 点以上を所蔵。一部の標本
画像をご利用いただけます。

「昆虫標本 メガネトリバネアゲハ」 「昆虫標本 ザルモワシスオオアゲハ」

http://www.pref.osaka.jp/ikedo/insect/

「昆虫標本 キバネツマルリタマムシ」

■大阪府立江之子島文化芸術創造センター
Enokojima Creative Life & Art Platform
Center

■大阪府立狭山池博物館
Osaka Prefectural Sayamaike Museum

年 4 月に大阪府庁ゆかりの地である大阪市西区江之子島に「大阪

ある水と大地との関係性を追求する土地開発史専門の

府立江之子島文化芸術創造センター」がオープン。現代美術作品

博物館です。過去から現代までの土木事業の持つ歴史的

約 7,500 点を所蔵。http://www.enokojima-art.jp/

意義と内容を後世に伝える活動をしています。

＊画像データのご利用にあたっては、著作権がありますので、事前にお問い合わせ
ください。

http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/

2001（平成 13）年、安藤忠雄氏の設計で開設。狭山池

1980 年開設の大阪府立現代美術センターが生まれ変わり、2012 の堤や出土文化財を中心に、人間の最も基本的な営みで

河内長野市文化資産デジタルアーカイブ
河内長野市のふるさと歴史学習館が所蔵する「引札」90 点と「紺屋型紙」250 点の画像を提供いたします。引札は、江
戸から明治時代の広告ビラ。紺屋型紙とは、染めの工程で使用した模様の型抜きです。この型紙は、伝統的な形からモダ
ンな形までさまざまなパターンがあります。

◆クレジット表示：河内長野市所蔵、河内長野市文化資産デジタルアーカイブ

■河内長野市

u 適用料金表：「河内長野市文化資産デジタルアーカイブ画像貸出利用料金表」

Kawachinagano City

河内長野市には多くの文化遺産が残されていますが、そのなかでも「引札」と「紺屋型紙」は、非常にユニークな文化遺
産となっています。それらを後世に伝えるために、市ではデジタルアーカイブ化を推進し、その成果を広くご活用いただ
けるように提供しています。
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/static/kakuka/kyousha/history-hp/diji-arc/naga-deji.htm

河内長野市所蔵、河内長野市文化資産デジタルアーカイブ

■引札
■紺屋型紙

「呉服太物や広口呉服店」

「月と兎」

「菊定内正直屋 永沢商店」

「雲龍」

「乾物 雑穀問屋 商号河幸 河盛幸兵衛」

「麻の葉にうちわ」

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「菊と束ね熨斗」

「堤燈販売所 菊屋商店」

「兎と牡丹」
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徳川美術館イメージアーカイブ
徳川美術館イメージアーカイブは、徳川美術館が収蔵する尾張徳川家の歴代相伝の重宝である「大名道具」、すなわち刀
剣・武具・絵画・能道具・調度・茶道具・香道具・文房具・書蹟・染織 ･ 陶磁器 ･ 漆芸品 ･ 金器などの画像がご利用でき
ます。利用目的による制限条項や、作品による利用制限がありますので、お問合せください。
◆クレジット表示：徳川美術館所蔵 © 徳川美術館イメージアーカイブ／ DNPartcom

■徳川美術館

u 適用料金表：「徳川美術館イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

Tokugawa Art Museum
徳川美術館は、1935（昭和 10）年 、名古屋市に開館した財団法人徳川黎明会が運営する私立
美術館です。徳川家康の遺品をはじめ、初代義直（家康九男）以下代々の遺愛品やその家族
が実際に使用した歴代相伝の重宝、いわゆる「大名道具」を中心に収蔵しております。世界
的にも有名な国宝「源氏物語絵巻」をはじめ、国宝、重要文化財、重要美術品を多数収蔵し、
徳川美術館ならではの豊富さ、質の高さ、保存状態の良さを誇っています。
http://www.tokugawa-art-museum.jp/

徳川美術館所蔵 © 徳川美術館イメージアーカイブ／ DNPartcom

徳川家康着用「熊毛植黒糸威具足」 徳川義直着用「銀溜白糸威具足」「長篠合戦図屏風」 （18 世紀）
（16-17 世紀）
（17 世紀）

「雲龍文螺鈿琵琶（正面）」
（ 琉球時代、17 世紀）

桜井清香筆「米騒動絵巻」（部分）（1950 年）

油屋常祐・徳川家康所用「曜変天目（油滴天
目）」（金時代、12-13 世紀）

千道安所用「三島茶碗 銘 三島桶」（朝 織田信長・豊臣秀吉・徳川家
鮮王朝時代、16 世紀）
康所用「唐物茶壺 銘 松花」（南 徳川家康所用「古瀬
宋 - 元時代、13-14 世紀）重要 戸肩衝茶入 銘 横田」
（15 世紀）大名物
文化財・大名物

霊仙院千代姫（尾張家２代光友夫人）所用「初音蒔絵道具」（1639 年）国宝

「源氏物語絵巻

（大正 7 年名古屋市に発生した米騒動のありさまを、日本画
家・桜井清香が大正 9 年 3 月に稿図として製作し、約 30 年
後に稿図に彩色して完成した絵巻。当時の騒動の様子を写実
織田信長・豊臣秀吉・ 的に描いた唯一の絵画資料。）

徳川家康着用「紺地葵紋散槍梅文辻ケ花
染小袖」（17 世紀）重要文化財

竹河（二）絵」（ 12 世紀）国宝

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「遊楽図屏風（相応寺屏風）」右隻（1 ～ 4 扇）（17 世紀）重要文化
財

「豊国祭礼図屏風＿右隻」（17 世紀）重要文化財
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徳川ミュージアム・イメージアーカイブ
徳川ミュージアム・イメージアーカイブは、徳川ミュージアムが収蔵する水戸徳川家の歴代相伝の重宝である「大名道具」
はじめ、印籠でおなじみの二代光圀が『大日本史』編纂のために諸国から集めた文書・書画や、キリシタン史料、幕末史
を物語る記録など、貴重な歴史的・文化的な史料・美術品の画像がご利用できます。
◆クレジット表示：徳川ミュージアム所蔵 © 徳川ミュージアム・イメージアーカイブ／ DNPartcom

u 適用料金表：「徳川ミュージアム・イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■徳川ミュージアム Tokugawa Museum

くにゆき

徳川ミュージアム（旧・彰考館 徳川博物館）は、徳川圀順公爵が 1967（昭和 42）年に
創立した、公益財団法人徳川ミュージアム（旧・財団法人 水府明徳会）が運営する私立
博物館で、1977（昭和 52）年、茨城県水戸市に開館しました。収蔵品は約 6 万点に
のぼり、水戸徳川家が四百年の間守り続けた徳川家康の遺品を中心に、徳川御三家
ならではの大名道具を所蔵しております。
http://tokugawa.gr.jp/

「黒地葵紋金蒔絵印籠」
（17 世紀）

徳川家康所用「軍扇

狩野常信「徳川光圀画像」（1701 年）

日の丸図」（16-17 世紀）

徳川ミュージアム所蔵 © 徳川ミュージアム・イメージアーカイブ／ DNPartcom

萩谷䙴（せん）喬「徳川斉 ジャック・ジョセフ・ティソ「徳
川昭武肖像」（1868 年）
昭騎上図」
（1847 年）

「漢作 肩衝茶入 新田」（南
宋時代、13 世紀）重要美術品

サットン大佐「徳川慶喜公
肖像写真」（1867 年）

明珍信家（徳川家康着用）「金
小札緋縅具足」（1531 年）

「花入 鶴一声」 「楽器模様蒔絵印籠」 「祇園精舎図（アンコールワット 鱸重時「地球儀」（1852 年）
（南宋 - 元時代） （17 世紀）
図）」（1715 年）
「重要美術品

「萩蒔絵螺鈿聖餅櫃」（17 世紀）
「葵紋松竹唐草蒔絵婚礼調度
（19 世紀）

酒井抱一「七草図」
（1809 年以降）

鏡台」 徳川光圀・編、徳川綱條・校、徳川治保・
重校『大日本史』版本

円山応挙「百蝶図」（1775 年）

徳川家康着用「紺地葵紋付菊唐草丸 イエズス会『ドチリナ・キリ
文辻ヶ花染小袖」（16-17 世紀）重 シタン』（修復前）（1600 年）
要文化財
重要文化財

中村彜「老母の像」（1924 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

横山大観「鸜鵒（くよく）」（1925 年）
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静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ
静嘉堂文庫美術館は、世界に 3 つしか現存しない『曜変天目』を始めとする、国宝 7 点、重要文化財 83 点を含む所蔵品（文
庫を含む）は、その質の高さで知られています。書籍・雑誌やテレビ番組、広告宣伝や商品開発などにご活用ください。
◆クレジット表示：静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ / DNPartcom

u 適用料金表：「静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■静嘉堂文庫美術館 Seikadobunko Museum

静嘉堂は、三菱財閥の創始者岩﨑彌太郎の弟岩﨑彌之助とその息子・岩﨑小彌太、
父子 2 代によって設立・拡充されました。堂号は、漢学を学んだ岩﨑彌之助が中国
の古典『詩経』にある句「籩豆静嘉」からとられたものです。国宝 7 点、重要文化
財 83 点を含む約 6,500 点もの東洋古美術品を収蔵しております。
http://www.seikado.or.jp/
静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ / DNPartcom

尾形光琳「住之江蒔絵硯箱 全体 ( 閉 ) 背景黒」
江 戸（18 世紀）

（伝）馬遠「風雨山水図」
南宋（13 世紀）

沈南蘋「老圃秋容図」
清・雍正 9 年（1731）

「曜変天目（「稲葉天目」）」
南宋（12 ～ 13 世紀）

「鶏血方印

橋本雅邦「龍虎図屏風」左隻 明治 28 年
（1895）

対顆」清（19 世紀）

俵屋宗達「源氏物語関屋・澪標図屏風

「青磁香炉」南宋 (12 ～ 13 世紀 )

野々村仁清「色絵吉野山図茶壺」
江戸（17 世紀）

橋本雅邦「龍虎図屏風」右隻 明治 28 年
（1895）

澪標図」江戸（17 世紀）

「青花臙脂紅龍鳳文瓶 一対（龍図
面）」清・乾隆年間（1736 ～ 95）

「木造十二神将立像
鎌倉（13 世紀）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

亥神」

「唐物茄子茶入 利休物相（木葉猿茄子）大名物」
南宋～元（13 ～ 14 世紀）

酒井抱一「絵手鑑」江戸（19 世紀） 酒井抱一「絵手鑑」江戸（19 世紀）
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東京富士美術館イメージアーカイブ
東京富士美術館は、「世界を語る美術館」として、さまざまなジャンルの美術品を総合的に所蔵しています。同館の誇る
ルネサンスから現代に至る豊富な西洋絵画や日本美術の画像を提供しております。
◆クレジット表示：© 東京富士美術館イメージアーカイブ／ DNPartcom

u 適用料金表：「東京富士美術館イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■東京富士美術館 Tokyo Fuji Art Museum

東京富士美術館は、1983 年 11 月に東京都八王子市に設立されました。日本・東洋・西
洋の各国、各時代の絵画・版画・写真・彫刻・陶磁・漆工・武具・刀剣・メダルなど、
さまざまなジャンルの作品約 3 万点を収蔵しています。とりわけルネサンス時代からバ
ロック・ロココ・新古典主義・ロマン主義を経て、印象派・現代に至る西洋絵画 500 年
の潮流を一望できる油彩画コレクションと、写真の誕生から現代までの写真史を概観で
きる写真コレクションは、国内でも有数の質と量を誇っています。

http://www.fujibi.or.jp/

クロード・ロラン（クロード・ジュレ）「小川のある森の風景」（1630年）

ピーテル・ブリューゲル（子）「農民の結婚式」（1630 年）

カナレット（ジョヴァンニ・アントニオ・カナル）「ヴェネツィア、サンマ
ルコ広場」（1732-33 年頃）

ポール・セザンヌ「オーヴェールの曲
がり道」（1873 年頃）

© 東京富士美術館イメージアーカイブ／ DNPartcom

エドゥアール・マネ「散歩」（1880
年頃）

ジョシュア・レノルズ「少女と犬」（1780
年頃）

ピエール＝オーギュスト・ルノワール「赤
い服の女」（1892 年頃）

鈴木其一「風神雷神図襖」（部分）江戸時代後期

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール「煙草を吸う男」
（1646 年）

ギュスターヴ・クールベ「水平線上のスコール」（1872-73 年）

クロード・モネ「睡蓮」（1908 年）

アメデオ・モディリアーニ「ポール・
アレクサンドル博士」（1909 年）

玉堂・龍子・大観による《雪月花》三幅対のうち、横山大
観「雪月花・夜桜（花）」（1952 年）
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大乗寺イメージアーカイブ
兵庫県香美町の高野山真言宗大乗寺は、745（天平 17）年に行基によって開かれました。江戸時代中期の客殿再

建のとき、円山応挙（1733-1795）とその一門によって、障壁画 165 面（すべて重要文化財）が描かれました。

当社では、それらの襖絵や屏風、掛軸、書などのデジタル画像約 200 点をご提供しております。

◆クレジット表示：© Photo Daijyoji/digital file by DNPartcom

u 適用料金表：「TNM イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■大乗寺 Daijyo-ji

円山応挙らによる客殿の障壁画は計算しつくされた配置により、立体的な曼荼羅を構成しています。この
貴重な文化資産を後世に残すために、大乗寺では「襖絵保存プロジェクト」を推進し、公開用のデジタ
ル再製画製作を進めておりました。この「襖絵保存プロジェクト」で 64 点のデジタル再製画が完成し、
2009 年 4 月より原画と入れ替えて公開しております。

© Photo Daijyoji/digital file by DNPartcom

http://www.daijyoji.or.jp/

円山応瑞「鶏図」重要文化財

円山応挙「郭子儀の間 郭子 円山応挙「孔雀の間 松 長沢芦雪「猿の間 群猿図」 山 本 守 礼「 狗 子 の 間 円山応挙「王義之龍
梅 花 狗 子 図 」 重 要 虎図」（1787 年）
儀図」（1787 年）重要文化 に 孔 雀 図 」(1795 年 ) 重 (1795 年 ) 重要文化財
文化財
要文化財
財
円山応挙「山水の間 果子図」（天袋）重
要文化財

東京家政学院大学イメージアーカイブ
東京家政学院大学イメージアーカイブは、東京家政学院大学附属図書館大江文庫が所蔵する、江戸末期から明治
期にかけての衣食住や教育などを示す錦絵を中心とした画像です。
http://webarchives.tnm.jp/archives/img/searchform
◆クレジット表示：東京家政学院大学附属図書館大江文庫所蔵 © 東京家政学院大学 Image Archives / DNPartcom

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■東京家政学院大学

Tokyo Kasei Gakuin University
東京家政学院大学附属図書館大江文庫は、家政学教育の先駆者である同大学創立者大江
スミ先生の業績を記念して命名されたコレクションです。家政学（衣・食・住）・風俗
習慣・礼法・女子教育等に関する江戸期の資料、明治から昭和 30 年までの資料などを中
心に収集しています。女子用往来物や料理本などの出版物や、錦絵です。歴史的にも学
術研究の上でも欠くことのできない貴重な資料として、内外の研究者から高く評価され
東京家政学院大学附属図書館大江文庫所蔵 © 東京家政学院大学 Image Archives / DNPartcom
ています。
http://www.kasei-gakuin.ac.jp/

歌川芳虎「東京築地舶来ぜんまい大仕かけきぬ
糸を取る図」1872 年

歌川国貞（初代）「豊歳五節 歌川国芳「婦人手わざ鏡 染 歌川芳員「新板勝手道具」（1853 幾英「改良勝手道具尽」（1887
歌川豊国（三代）「市村座見立建前祝ノ図」
句ノ遊 ( 七夕の節句 )」（1843- 物」
年）
年）
（1864 年）
47 年）
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竹久夢二美術館イメージアーカイブ
竹久夢二美術館イメージアーカイブは、竹久夢二美術館が所蔵する竹久夢二の作品を中心に画像を提供しています。時代
を超えても色あせない魅力を放つ夢二。画家であるとともに、イラストレーター、グラフィック ･ デザイナーさらに詩人
でもあった夢二の多彩な才能の煌きを、現代に生かすことができるようになりました。
◆クレジット表示：竹久夢二美術館イメージアーカイブ／ DNPartcom

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■竹久夢二美術館 Takehisa Yumeji Museum
1990（平成 2）年、東京文京区に開館した竹久夢二美術館は、大正ロマンの香り豊かな漂泊の画家・詩
人であった竹久夢二の日本画・油彩・書・原画・スケッチ・版画・デザイン・著作本・装幀本・雑誌、
また書簡をはじめ遺品や関連資料など約 3,300 点を所蔵しています。古き良き時代を思わせる〈夢二式
美人画〉から、レトロでありながらモダンなデザイン作品に至るまで、大正ロマンの世界を堪能できま
す。
http://www.yayoi-yumeji-museum.jp/

「水竹居」（1933 年）

「稲荷山」
（1921 年頃）

「モントレーの丘から」（1931 年）

「旅舎春宵」（1932 年）

竹久夢二美術館イメージアーカイブ／ DNPartcom

「都をどり」
（大正前期頃）

「絵封筒画稿」（1917 年）

「手製半襟の図案」『婦人之友』 「きのこ」千代紙（1914-5 年） 「桜草」千代紙（大正期）
1915 年 1 月号付録

「家族双六」（1916 年）

『ねむの木』装幀（1916 年）

「雪合戦」
（昭和初期）

「嵐狭の春」
（1923 年頃）

「鴨東の夏」
（1923 年頃）

「『fruit』1 月号表紙」（1928 年）

「ドクダミ」絵封
筒（大正期）

セノオ楽譜「歌劇 椿姫」
（1918 年）

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「浅間丸メニュー」
（1929 年）

「猪苗代の秋」
（1923 年頃）

「雪の夜の伝説」（1926 年）

「mai」『婦人グラフ』1926 年 5 月号表紙

セノオ楽譜「宵待草」（1934 年） セノオ新小唄「ゴンドラ
の唄」（1918 年）

セノオ新小唄「カチューシャ
の唄」（1920 年）
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生田誠コレクション・イメージアーカイブ
◆クレジット表示：生田誠コレクション・イメージアーカイブ / DNPartcom

u 適用料金表：「生田誠コレクション・イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

■生田誠 Ikuta Makoto

絵葉書研究の第一人者である生田誠氏が所有する 8 万枚ものコレクションから、レトロモダンな絵葉書の画像を提供しま

す。日本の絵葉書は、本格的には 1900（明治 33）年の私製葉書発行許可から始まり、写真やイラストなどによる絵葉書は

広く大衆に好まれ利用されてきました。そのなかから、資料性、芸術性、貴重性の高い絵葉書を選び、場所・被写体や年代

をできるかぎり明示した利用しやすい情報とともに絵葉書の画像を提供します。明治から昭和期の変動激しい各地の風景や
風俗、事件や事故などを、庶民の視点から捉えた絵葉書は、まさに時代の証人として、書籍や映像で活用できるでしょう。

生田誠コレクション・イメージアーカイブ / DNPartcom

「東京浅草公園」（1910 年頃）

「上野大仏」（1900 年頃）

「万世橋停車場（東京名所）」（1914 年頃）「東京両国橋」（1905 年頃）

「浅草公園十二階（東京名 「浅草仁王門（東京百景）」「隅田川の景」（1905 年頃） 竹久夢二「読書 女学世界 竹久夢二「月刊夢二えはがき 宇垣純一「スミカズカード
第 21 集 四季の花 黒猫」 出帆」（1915 年頃）
（1907 年頃）
所）」（1910 年頃）
付録」（1910 年頃）
（1913 年頃）

宇垣純一「XMAS サンタ
クロス」（1915 年頃）

熊谷染イメージアーカイブ
◆クレジット表示：熊谷染イメージアーカイブ /DNPartcom

u 適用料金については、ご相談ください。

■熊谷染 Kumagayazome
熊谷染は型紙を使い（または手描きで）美しい模様を染め出す模様染の一種で、美しい色を使って、自由模様を染め出す
友禅染と同じ仲間です。もともと熊谷の染色の歴史は古く、藍染めが盛んだった中世までさかのぼるといわれています。
安政年間（1854 ～ 60 年）のころには細かな紋様が特徴の江戸小紋」の技法が、大正期には「友禅染」の技法が採り入れ
るなど、創意工夫が重ねられ洗練されたものが熊谷染です。（熊谷市ホームページより）
当イメージアーカイブでは、型紙の画像データを学術・公共利用はもとより、書籍・雑誌等の出版物やテレビ番組、カレ
ンダーや広告への使用、商品化など商業利用が可能です。
熊谷染イメージアーカイブ /DNPartcom

「型紙

立涌

「型紙

燕」

竹」

「型紙

雲

草花」

「型紙

三つ巴

斜め格子」

「型紙

「型型紙

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

枡

縞

菊」

流水」

「型紙

梅」

「型紙

鶴

松」
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平松礼二イメージアーカイブ
◆クレジット表示：© 平松礼二 ,（制作年）/ DNPartcom

u 適用料金については、ご相談ください。

■平松礼二 Hiramatsu Reiji
1941 ～／ 1960 年に青龍社展で春季展賞・奨励賞を受賞。その後 1988 年第 1 回 MOA 美術館岡田茂吉賞優秀賞、1989 年

第 10 回山種美術館賞展大賞など多数の賞を受けてきました。また 1979 年の個展を皮切りに、国内外で多数の展覧会を開
催。2000 年から 2010 年まで『文藝春秋』表紙画を担当しました。華やかな色彩と大胆な構図が組み合わさった独自の画
風を確立し、これまで多くの絢爛豪奢な作品を生み出しています。

「花山・Japon」（2010 年）© 平松礼二 ,2010/DNPartcom

「月光さくら」（2010 年）
© 平松礼二 ,2010/DNPartcom

「春の海」（2010 年）© 平松礼二 ,2010/DNPartcom

「幻想モネの池」（2010 年）
© 平松礼二 , 2010/DNPartcom

「山河遊々」（2010 年）© 平松礼二 ,2010/DNPartcom

「夢富士」（2008 年）
© 平松礼二 ,2008/DNPartcom

「ジヴェルニー村・夏」（2011 年）
© 平松礼二 , 2011/DNPartcom

石踊達哉イメージアーカイブ
◆クレジット表示：© 石踊達哉 ,（制作年）/ DNPartcom

u 適用料金については、ご相談ください。

■石踊達哉 Ishiodori Tatsuya
1945 ～／ 1970 年に東京藝術大学大学院修了。2000 年にパリ・三越エトワール美術館で個展を開催し、大きな反響を呼

びました。伝統的な様式を踏まえながら、現代の視点で捉えた華麗なる美の世界を追求しています。独自の画風「花鳥諷
詠の世界」は、繊細な描線と大胆な色彩との見事な調和によって描かれ、見る者を圧倒します。

源氏物語「真木柱」（1997 年）© 石踊達哉 , 1997 /DNPartcom

「大地への贈り物」（1995 年）
© 石踊達哉 , 1995 /DNPartcom

「秋色」（2004 年）
© 石踊達哉 , 2004 /DNPartcom

「雪中白梅図」「雪中紅梅図」（2004 年）、２曲１双
© 石踊達哉 , 2004 /DNPartcom

「めぐる季節」（2000 年）© 石踊達哉 , 2000 /DNPartcom
「フローラの神殿」（2001 年） 「輪花」（1992 年）
© 石踊達哉 , 1992 /DNPartcom
© 石踊達哉 , 2001 /DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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山岸泉琳イメージアーカイブ

◆クレジット表示：© 山岸泉琳 ,（制作年）/ DNPartcom

u 適用料金については、ご相談ください。

■山岸泉琳 Senrin Yamagishi
山岸泉琳は、
「現代における風流」をテーマに、日本の伝統美と現代的な感覚が融合した日本画を制作しています。
空間の中の「間」
を豊かにしたいと常々思い、
様々な手法をもって人々の感性に触れようと考えています。私は日本画家である前に、
安土桃山時代から江戸時代の絵師のように、この「間」に取り組みたいと思っています。表現方法は絵の中だけにとどまってはい
けません。現代の絵師として、
「間」を静かに流れる水のように、あるいは優しい空気のような色彩で、風流を表現していきたいと
考えています。

「四季の暦 春水」2010 年 © 山岸泉琳 ,2010/ DNPartcom

「四季の暦 向夏」2010 年 © 山岸泉琳,2010/ DNPartcom 「四季の暦

寒梅」2010 年 © 山岸泉琳 ,2010/ DNPartcom

（左）「春景 — 浪
に零れ桜」2011 年
© 山岸泉琳, 2011/
DNPartcom

「四季の暦
DNPartcom

錦秋」2010 年 © 山岸泉琳 ,2010/

（右）「春景 —
浪に白桜」2011 年
© 山岸泉琳,2011/
DNPartcom

「桜月」2010 年 © 山岸泉琳 ,2010/ DNPartcom

森田りえ子イメージアーカイブ
◆クレジット表示：© 森田りえ子（制作年）/ DNPartcom

u 適用料金については、ご相談ください。

■森田りえ子 Rieko Morita
日本画家森田りえ子は、現在の日本画壇において、最も注目されている画家のひとりです。兵庫県神戸に生まれ、現在は
京都に在住し、日本の四季を彩る花鳥画や、現代を生きる女性像を華やかな色彩と確かな描写力で表現しています。
2007 年に金閣寺 ( 鹿苑寺 ) 本堂杉戸絵および客殿の天井画を制作して、その実力を遺憾なく発揮し、2009 年にはパリの
三越エトワールで個展を開くなど、毎年のように各地で展覧会が開かれ、今や日本を代表する画家として活躍していま
す。

「萌」2002 年 © 森田りえ子 ,2002/
DNPartcom

「秋華」2009 年 © 森田りえ子 ,2009/
DNPartcom

「緑風」2002 年 © 森田りえ子 ,2002/
DNPartcom

「風薫る」2009 年 © 森田りえ子 ,2009/
DNPartcom

「枝垂れ桜」2009 年 © 森田 「五色椿」2009 年 © 森田りえ子 ,2009/
りえ子 ,2009/DNPartcom
DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「水仙」2009 年 © 森田りえ子 ,2009/
DNPartcom

「花菖蒲」2009 年 © 森田りえ子 ,2009/
DNPartcom
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木村圭吾イメージアーカイブ

◆クレジット表示：© 木村圭吾 ,（制作年）/ DNPartcom

u 適用料金については、ご相談ください。

■木村圭吾 Keigo Kimura
日本画家木村圭吾は、
「たった一人の芸術運動」を提唱し、無所属ながら国際的に幅広く活躍しています。
「圭吾桜」
「圭吾富士」と称される、独創的な作品を数多く生み出している現代日本画壇において最も活躍している画家のひとり
です。その画面からは、神々しい輝きが発しられ、美的エネルギーが伝わってきます。
森羅万象をめぐる作家の壮大な宇宙観によって表現された、その美しい絵画世界は、カレンダーや書籍・雑誌はもとより、広告や
TVCF、デジタルサイネージなど様々なツールに展開することが可能です。

「春響」1988 年 © 木村圭吾 ,1988/DNPartcom

「春麗」1988 年 © 木村圭吾 ,1988/
DNPartcom

「春宵」1988 年 © 木村圭吾 ,1988/DNPartcom 「秋の妙義」1998 年 © 木村圭吾 ,1998/DNPartcom

「月光浅間」1997 年©木村圭吾 ,1997/DNPartcom 「待春」1988 年 © 木村圭
吾 ,1988/DNPartcom

「神田大糸桜」1999 年 © 木村圭吾 ,1999/
DNPartcom

石井崇イメージアーカイブ
◆クレジット表示：© 石井崇 ,（制作年）/ DNPartcom

u 適用料金については、ご相談ください。

■石井崇 Ishii Takashi
1942 ～／東京芸術大学を卒業後、1975 年スペインに渡り、セビリア郊外に滞在した後、1989 年よりフェレイローラ村に

アトリエを構えました。2004 年館山市の「館山親善ふるさと大使」に任命され、現在、スペインと日本を行き来しながら、
数多くの作品集を刊行し、日本各地で個展を開催するなど精力的な活動をしています。一見水彩画のようなタッチですが、
溶剤で溶いた油絵具をペーパーに重ね塗りして制作するという独自の手法で描かれています。

「白い村」（1992 年）
© 石井崇 ,1992/DNPartcom

「モゲールの空にいるプラテーロへ」（1985
年） © 石井崇 ,1985/DNPartcom

「りんご畑」（1991 年）
© 石井崇 ,1991/DNPartcom

「雲の舞」（2008 年）
© 石井崇 ,2008/DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.

「月夜はアーモンド」（2008 年）
© 石井崇 ,2008/DNPartcom

「オレは絵描き」（2008 年）
© 石井崇 ,2008/DNPartcom

「春のささやき」（1988 年） 「永遠の物語」（1990 年）
「冬」（1985 年）
© 石井崇 ,1990/DNPartcom
© 石井崇 ,1985/DNPartcom © 石井崇 ,1988/DNPartcom
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フランス国家所蔵写真イメージアーカイブ
フランス政府・建築と遺産のメディアテークのフォトアーカイブは、紙やガラスなどさまざまな媒体の写真を保

存しています。1851 年、歴史的建造物委員会の命を受けて指名された写真家たちが、フランス各地の歴史的・
文化的な価値のある建造物の姿を写真に記録し始めました。同時に、国の事業として、絵画や彫刻、工芸品の写
真を撮影し、収集しました。第二次世界大戦以降、写真遺産の購入に力を入れるとともに、数多くの写真家から

の寄贈を受けてコレクションを広げています。これらフランス国家が管理する写真コレクションの画像データの
貸出を行っています。フランスで活躍した著名写真家の名作写真をさまざまな用途でご利用いただけます。

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」の 2 倍

■アンドレ・ケルテス André Kertész

1894 ～ 1985 ／ハンガリー・ブタペスト生まれ。1912 年より、ブタペスト近

郊の風景や人物写真を撮る。1925 年にパリに移住し、セーヌ河岸や小路の散歩

など魅力に溢れる都市を撮影。モンドリアン、シャガール、カルダーなどの芸

術家と親交を持つ。1936 年ニューヨークに移住。ワシントンスクエアを見下ろ

す自宅からニューヨークの街や人々を撮影する。伝説的な彼の写真は写真展・
写真集として結実、世界中で賞賛を得る。

（左）「モンドリアンの家、パリ」© RMN - Gestion droits d'auteur,© Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN /
Adam Rzepka / DNPartcom、（右）
「ポンデザール（フランス学士院の時計のガラス越しに見るルーヴル）」
© RMN - Gestion droits d'auteur, © Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN / Bertrand Prévost / DNPartcom

■フランソワ・コラー François Kollar
1904 ～ 1979 ／スロヴァキア生まれ。1920 年代末にプロの写真家としての活動

を開始。広告写真、報道写真、ファッション写真の分野で評価を得る。1931 年

から 34 年にかけての労働をテーマとしたルポルタージュは、写真集『フランス

は働く』として結実。その後も過度な表現に陥ることのない作品は、数々のポー
トレイトやその後のフォトモンタージュ集でも評価を受けることとなった。

（左）「アルベール・ジャコメッティの三角柱と鳥のランプ」©RMN - Gestion droits d'auteur,©Photo
CNAC/MNAM, Dist. RMN / Jean-Claude Planchet / DNPartcom、（ 右 ）「 マ ル ヌ の 水 辺 」© RMN Gestion droits d'auteur, © Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN / Georges Meguerditchian / DNPartcom

■ドゥニーズ・コロン Denise Colomb
1902 ～ 2004 ／パリ生まれ。本名ドゥニーズ・ローブ。1935 年、イン
ドシナ滞在中に写真を撮り始める。その後、人間への共感に満ちた作
品を次々に発表。1947 年、ロングシリーズ「芸術家のポートレイト」

に着手し、芸術家たちを撮影。90 歳を越えるまで、人間と芸術に対す

る時代の証言として写真を取り続けてきた。

（左）「西インド諸島、1948 年」©RMN - Gestion droits d'auteur, ©Ministère de la Culture - Médiathèque
du Patrimoine, Dist. RMN / DNPartcom、（右）「路上の子どもたちの落書き」©RMN - Gestion droits
d'auteur,© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN / DNPartcom

ブラッサイ・イメージアーカイブ

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」の 2 倍

■ブラッサイ Brassaï
1899 ～ 1984 ／ハンガリー生まれ。本名ジュラ・ハラース。1923 年にフラン
スに移住し、幻想的なパリの夜の空気を最も表現することができるという理由

で、写真家としての活動を開始。アンドレ・ケルテスに写真術を学ぶ。ヘンリー・
ミラーに「Living Eye」と呼ばれた彼は、1933 年、魅惑の都市パリの夜の姿を
記録した写真集『夜のパリ』を出版し、後世の写真家に多大な影響を与える。

（左）「キャバレー・デ・フルールのキキとアコーディオン弾き」© Estate Brassaï - RMN, gestion
droits d'auteur,© RMN / Michèle Bellot / DNPartcom、（右）「コンコルド広場のオベリスク」©Estate
Brassaï - RMN, gestion droits d'auteur,©Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN / Adam Rzepka / DNPartcom

©2015 DNP Art Communications, Co.,Ltd. All rights reserved.
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田原桂一イメージアーカイブ
◆クレジット表示：田原桂一 / KEIICHI TAHARA Image Archive/digital file by DNPartcom

■田原桂一

u 適用料金表：「田原桂一イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

Tahara Keiichi

1951 ～／ 京都生まれ。1972 年渡仏し、1977 年のアルル国際写真フェスティバル新人大賞受賞以来、多数の賞を受賞。

時間と光の交錯、光の痕跡、光そのものを芸術としてとらえる「光の彫刻」などの作品を発表。世界的な活動を続けてい
る田原桂一が独自の視線で捉えた歴史的文化財や花の写真を、デジタルアーカイブして提供しています。

© 田原桂一 / KEIICHI TAHARA Image Archive/digital file by DNPartcom

「花」

「花」

「花」

「バルセロナ、ミラ邸」

「パリ、メトロ入り口」

徳谷ヒデキ・イメージアーカイブ
◆クレジット表示：© 徳谷ヒデキ（制作年）/DNPartcom

■徳谷ヒデキ

u 適用料金表：「DNP イメージアーカイブ画像貸出利用料金表」

Tokutani Hideki

1971 ～／ 静岡県生まれ。2000 年より、ドラマティックなパリの風景をモチーフにしたファインアート写真作品の制作

を開始。「古き良きパリ」を表現したパリ・スナップ史の流れを現代に受け継ぐ。主な作品集は、『Paris 巴里』（2003）、
『Paris Nocturne』（2008）など。作品展は多数。

「クリスマスの少女 「エッフェル塔と標識」© 徳谷ヒデキ 2006/DNPartcom 「小さな恋人」© 徳谷 「ボールを持つ少年」© 徳谷ヒデキ2007/DNPartcom 「 サ ク レ ク ー ル と 恋
人」© 徳谷ヒデキ 2009/
ヒデキ 2001/DNPartcom
#1」© 徳谷ヒデキ 2001/
DNPartcom
DNPartcom

「夜の芸術橋」© 徳谷ヒデキ 2003/DNPa rtcom

「モンマルトル、丘の上 「カップルと調理師」© 徳谷ヒデキ2006/DNPartcom 「サン マル タン 運 河 「パレロワイヤル回廊」
の 親 子」© 徳谷ヒデキ
の 橋 」© 徳 谷 ヒデ キ © 徳 谷 ヒ デ キ 2001/
2007/DNPartcom
2007/DNPartcom
DNPartcom

「 ク リ ス マ ス の 少 女 2010」© 徳 谷 ヒデ キ2010/ 「雪の像と傘を差す女」© 徳谷ヒデキ 2010/DNPartcom
DNPartcom
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「 モ ン マ ル ト ル 広 場 の ベ ン チ 」© 徳 谷 ヒ デ キ 2005/
DNPartcom

46

イメージアーカイブ・ミニカタログ一覧

DNP イメージアーカイブでは、国内外の著名美術館が所蔵する古今東西の美術作品の画像を、皆様にご提供しております。膨大な作品画像の中
からご利用しやすいように、テーマによるミニカタログを編集いたしました。A5 判の小冊子ですが、新しい切り口を発見する簡便なガイドと
して、ご企画の参考になれば幸いです。ご請求いただければお送りいたします。
在外名品シリーズ①

印象派名作集①

ボストン美術館の膨大な日本美術コレクションから選りすぐっ
た名品を紹介。簡潔な解説メモや参考文献を記載。
〔掲載画像 96 点〕

印象派の数々の名品の中から、人物画を厳選し、使いやすい形
に編集。〔掲載画像 178 点〕

ボストン美術館所蔵日本の名品

在外名品シリーズ②
大英博物館所蔵日本の名品
世界最大級の所蔵品より、優れた日本美術のコレクションから厳
選した美術作品を紹介。簡潔な解説メモや参考文献を記載。
〔掲載画像 92 点〕

人物編

印象派名作集②

風景・静物編

印象派の数々の名品の中から、風景画・静物画を厳選し、使い
やすい形に編集。〔掲載画像 156 点〕

在外名品シリーズ③

印象派の巨匠たち①

フランス最大の東洋美術館が持つ、日本美術の充実したコレク
ションから選りすぐった名品を紹介。簡潔な解説メモや参考文献
を記載。〔掲載画像 160 点〕

モネの代表作をほぼ年代順に配列して編集したモネ・カタログ。
フランス語原題やカタログ・レゾネ番号も明記し、さらに詳し
い情報にアクセス可能に。〔掲載画像 210 点〕

ギメ美術館所蔵日本の名品

3 大浮世絵風景画揃物

北斎

冨嶽三十六景

北斎の代表作《冨嶽三十六景》全 46 点を、東京都江戸東京博物
館のコレクションから紹介。〔掲載画像 46 点〕

3 大浮世絵風景画揃物

広重

保永堂版東海道五拾三次

広重の代表作《保永堂版東海道五拾三次》全 55 点を、東京国立
博物館のコレクションから紹介。〔掲載画像 55 点〕

クロード・モネ

印象派の巨匠たち②

エドゥアール・マネ

マネの代表作をほぼ年代順に配列して編集したマネ・カタログ。
フランス語原題やカタログ・レゾネ番号も明記し、さらに詳し
い情報にアクセス可能に。〔掲載画像 89 点〕
印象派の巨匠たち③

ピエール = オーギュスト・ルノワール

ルノワールの代表作をほぼ年代順に配列して編集したルノワー
ル・カタログ。フランス語原題やカタログ・レゾネ番号も明記し、
さらに詳しい情報にアクセス可能に。〔掲載画像 167 点〕

3 大浮世絵風景画揃物

印象派の巨匠たち④

広重の代表作《名所江戸百景》全 120 点を、東京都江戸東京博
物館のコレクションから紹介。〔掲載画像 120 点〕

セザンヌの代表作をほぼ年代順に配列して編集したセザンヌ・
カタログ。フランス語原題やカタログ・レゾネ番号も明記し、
さらに詳しい情報にアクセス可能に。〔掲載画像 131 点〕

広重

名所江戸百景

竹久夢二美術館イメージアーカイブ

竹久夢二の世界

2014 年には生誕 130 年を迎える竹久夢二。夢二の美人画にとど
まらない多彩な才能の煌きを多面的に紹介。〔掲載画像 223 点〕
十二支シリーズ①

ポール・セザンヌ

ADAGP イメージアーカイブ

フランスの著作権管理団体 ADAGP が管理するマグリット、シャ
ガール、ルオー、マン・レイ、クライン、コクトー 6 作家の作
品カタログ。〔掲載画像 228 点〕

龍

教科書・教材向け

古今東西の龍（辰）とドラゴンの作品画像を、世界中の美術館・
博物館から収集しました。〔掲載画像 123 点〕

小・中・高向けの教育分野で多く利用されている代表的な作品
画像を、日本史中心にまとめました。〔掲載画像 121 点〕

十二支シリーズ②

古代エジプト美術

蛇

古今東西の蛇（巳）の作品画像を、世界中の美術館・博物館か
ら収集しました。〔掲載画像 117 点〕
十二支シリーズ③

馬

古今東西の馬（午）の作品画像を、世界中の美術館・博物館か
ら収集しました。〔掲載画像 215 点〕

古代エジプトの美術的な作品の数々を、東西の美術館・博物館
から集めました。田原桂一によるエジプトを題材にした造形的
な写真作品も紹介。〔掲載画像 154 点〕
田原桂一イメージアーカイブ

ルーヴル美術館と花のカタログ

独自の視線で捉えたルーヴル美術館の館内映像と、抽象化され
た美しい花の映像を紹介。〔掲載画像 56 点〕

現代日本作家シリーズ①

徳谷ヒデキ・イメージアーカイブ

爽やかな風景画で知られる石井崇の作品を紹介。〔掲載画像 168
点〕

古き良きパリを表現したファインアート写真作品の数々。現代
のパリを被写体に、ドラマティックなパリ風景を鮮やかに映し
出しています。〔掲載画像 55 点〕

石井崇

光と風

現代日本作家シリーズ②

平松礼二

飾と彩

華やかな色彩と大胆な構図が組み合わさった独自の画風で数々
の名作を生み出した平松礼二の作品を紹介。〔掲載画像 121 点〕
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パリ写真カタログ

アーティストタッチ

当社が美術作品が持つ色調や筆致から開発した新しい連続パ
ターン「アーティストタッチ」。利用方法や作品例もご案内し
ています。A4 判。〔掲載画像 40 点〕
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■ DNP イメージアーカイブ
◆海外美術館・博物館・作家

RMN（フランス国立美術館連合）イメージアーカイブ
大英博物館イメージアーカイブ
テート美術館イメージアーカイブ
ナショナル・ギャラリー［ロンドン］イメージアーカイブ
ウォレス･コレクション・イメージアーカイブ
ボストン美術館イメージアーカイブ
エール大学美術館イメージアーカイブ
アートリソース・イメージアーカイブ
BPK（プロイセン文化財団）イメージアーカイブ
ウィーン美術史美術館イメージアーカイブ
パウル・クレー・センター・イメージアーカイブ
チェコ国立プラハ工芸美術館イメージアーカイブ
プーシキン美術館イメージアーカイブ
ナイーブ・アート・イメージアーカイブ
ADAGP イメージアーカイブ
ブリッジマン・アート・ライブラリー・イメージアーカイブ
アリナリ・イメージアーカイブ
フランス国家所蔵写真イメージアーカイブ
ブラッサイ・イメージアーカイブ

◆国内美術館・博物館・寺院・大学・作家
TNM（東京国立博物館）イメージアーカイブ
国立美術館イメージアーカイブ
( 東京国立近代美術館・国立西洋美術館・京都国立近代美術館・国立国際美術館 )

東京都歴史文化財団イメージアーカイブ
( 東京都江戸東京博物館・東京都庭園美術館・東京都写真美術館・江戸東京たてもの園・東京都現代美術館 )

神戸市立博物館イメージアーカイブ
元離宮二条城イメージアーカイブ
大阪府文化資産イメージアーカイブ
河内長野市文化資産デジタルアーカイブ
徳川美術館イメージアーカイブ
徳川ミュージアム・イメージアーカイブ
静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ
東京富士美術館イメージアーカイブ
大乗寺イメージアーカイブ
東京家政学院大学イメージアーカイブ
竹久夢二美術館イメージアーカイブ
生田誠コレクション・イメージアーカイブ
熊谷染イメージアーカイブ
平松礼二イメージアーカイブ
石踊達哉イメージアーカイブ
山岸泉琳イメージアーカイブ
森田りえ子イメージアーカイブ
木村圭吾イメージアーカイブ
石井崇イメージアーカイブ
田原桂一イメージアーカイブ
徳谷ヒデキ・イメージアーカイブ

◎イメージアーカイブ
http://search.dnparchives.com/
イメージアーカイブ

検索

◎イメージアーカイブに関しましては、こちらにお問合せください。
株式会社 DNP アートコミュニケーションズ

イメージアーカイブ受付

電話：03-6431-3702 ／ FAX：03-6431-3705
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