
［開館時間］9：30～17：00（最終入場は16：30まで）　［休館日］月曜日（9/19、10/10、12/5は開館）、9/20、10/11
※初日9/11は11：00より開場　※開催情報は変更となる場合があります。最新の情報は公式HPやSNS等でご確認ください。
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高岡市美術館企画展示室１・２・３、
市民ギャラリー

KNB開局70周年記念

日 火9.11 12.62
0
2
2

［主催］「バンクシーって誰?展」実行委員会〔高岡市、北日本放送、高岡市美術館・（公財）高岡市民文化振興事業団〕
［高岡展特別協賛］サニーライブホールディングス（サニーライブグループ）
［共催］北日本新聞社　［後援］富山県、富山県教育委員会、高岡市教育委員会　［協賛］DNP大日本印刷、損保ジャパン
［協力］日本航空、日本通運　［企画協力］スターヴォックス・エンタテインメント

2006年　個人蔵バンクシー《ラヴ・イズ・イン・ジ・エア》 Love Is In The Air （部分）

プレイガイド
チケットぴあ（Pコード：686-122）
ローソンチケット（Lコード：53857）

展覧会
アンバサダー

★シニア割引は65歳以上。当日券美術館受付のみの取り扱いとなります。
※平日限定早割ペア券、平日限定前売券、当日券（平日）は、平日以外のご利用はできません。
※購入後の観覧券の払い戻し・交換はできません（展覧会の中止を除く）
※身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育など各種手帳をお持ちの方および付き添いの
方（1名）は観覧料が半額です。手帳をご持参ください。

※未就学児は無料です。

観覧券（税込）

一　　般

高 大 生

小 中 生

シ ニ ア★

販売期間

販 売 所

当日券
平　日

2,000円

1,800円

1,100円

1,800円

7/11（月）～9/10（土）

高岡市美術館受付、
コンビニ（チケットぴあ・ローソンチケット）

中村 倫也（なかむら ともや）

※音声ガイドにも挑戦！

土日祝

2,200円

2,000円

1,200円

2,000円

前売券
平日限定

1,800円

1,600円

1,000円

-

2,000円

早割ペア券
平日限定

3,400円3,800円

1,800円

1,100円

-

9/11（日）～12/6（火）

高岡市美術館ミュージアムショップ、
コンビニ（チケットぴあ・ローソンチケット）

販売期間：6/24（金）～7/10（日）

〒933-0056 富山県高岡市中川1丁目1番30号  TEL 0766‐20‐1177  httpｓ://www.e-tam.info/

▶当館の情報を
　発信しています!

〈ご来館に際しての感染症防止対策のためのお願い〉
新型コロナウイルス感染症防止対策を行いながらの開催と
なります。開催状況や防止対策については、あらかじめ当館
ホームページ等でご確認いただくか、お問い合わせのうえ
ご来館ください。会場内の混雑緩和のため入場をお待ち
いただくことがあります。

［お問い合わせ］
高岡市美術館 TEL0766‐20‐1177〈9：30～17：00 休館日除く〉
北日本放送 TEL076‐432‐5555（代表）〈平日 10：00～17：00〉

交通のご案内
■北陸新幹線  新高岡駅より タクシー約10分
■高岡駅より 徒歩約20分（北東約2km）
　　　　　　  JR氷見線「越中中川駅」下車  徒歩2分
　　　　　　  万葉線「広小路」「志貴野中学校前」電停下車  徒歩10分
　　　　　　  富山地鉄バス・富山駅前行「中川」バス停下車  徒歩2分
■お車をご利用の場合
　　　　　　  能越自動車道  高岡北ICから約15分
　　　　　　  高岡ICから約20分

北陸自動車道  小杉ICから約20分
高岡砺波スマートICから約20分

※駐車場　　  美術館地下駐車場（9：00～18：00）は
　　　　　　  2時間まで駐車料金無料
　　　　　　  高岡文化の森駐車場（屋外）は駐車料金無料

早割ペア券 ※早割ペア券は一般のみ

©文藝春秋

1986年12月24日、東京都生まれ。
2005年に俳優デビュー。
2014年に「ヒストリーボーイズ」にて舞
台初主演を務め、第22回読売演劇大賞
男優賞を受賞。
ドラマ、映画、舞台、CMなど、幅広い
フィールドで活躍し、作品ごとにまったく
異なる顔を魅せる、その演技力や表現
力が注目されている。

販売所：コンビニ（チケットぴあ・ローソンチケット）のみ

［展覧会公式HP］

https://www.knb.ne.jp/whoisbanksy/

バンクシーって誰 高岡
@whoisbanksy_jp
whoisbanksy_jp
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「バンクシーって誰？展」
コラボオリジナルグッズ
「バンクシーって誰？展」
コラボオリジナルグッズ

会場でしか買えない
限定グッズを販売
会場でしか買えない
限定グッズを販売

展覧会カタログ
1,650円(税込)

ピンバッジ
各770円(税込)

リアルな
街並と一緒に
撮影OK！

※東京会場より ※東京会場より ※東京会場より

プライベート・コレクター
秘蔵のレアな作品も登場!!
プライベート・コレクター
秘蔵のレアな作品も登場!!

謎のアーティスト・バンクシーの
ストリート作品を街並みごと再現！！
新感覚没入型の展覧会が高岡に上陸！！

謎のアーティスト・バンクシーの
ストリート作品を街並みごと再現！！
新感覚没入型の展覧会が高岡に上陸！！
世界中に分散するバンクシーのストリート・アート。その代表作品

をテレビ局の美術チームがリアルサイズに再現します。バンクシーの
ストリート作品を見るために世界一周の旅へ出なくとも、活動の3大
地域と言われるヨーロッパ、アメリカ、そして中東の街並みをこの会場
で体感いただけます。

※東京会場より

※東京会場より

※東京会場より

マジッククリアファイル
495円(税込)

巾着
各880円(税込)

ビニール傘
1,430円(税込)

ハンドタオル
各880円(税込)

感温マグカップ
2,970円(税込)

トートバッグ
2,750円(税込)

■モメンタムファクトリー・Orii

■テイクルーツ

会場に街並みごとリアルサイズに再現するストリート作品と、コレクター
からお借りする額装作品の比較展示は、本展でしか味わえない貴重な
体験となります。キャンバス、段ボール、鉄板、木板、紙、石の彫刻、リトグラフ、
ポスター、アルバム・ジャケットほか、バンクシーの作品制作風景を収めた
写真を含め、多種多様な表現手法や出展品にもご期待ください。

■能作

バンクシー《ラフ・ナウ》　
　　　　　   2003年  個人蔵Laugh Now

バンクシー《コンジェスチョン・チャージ（混雑税）》　
　　　　　　　　　  2004年  ポール・スミス蔵  ©Congestion Charge

バンクシー《スープ缶》　
　　　　    2005年  個人蔵Soup Can

バンクシー《セール最終日》　
　　　　　　　  2007年  個人蔵Sale Ends (v.2)

バンクシー《爆弾を抱きしめる少女》　
　　　　　   2002年  個人蔵Bomb Love

バンクシー《風船と少女》　
　　　　　　　　　　　　    2006年  個人蔵Girl with Balloon (Diptych)

東京で18万人以上動員！！

東京で18万人以上動員！！

※東京会場より

30種類
以上

地元企業が製作した
オリジナルグッズも!!




