
★併設カフェ プレジール・ドゥ・ルフもおかげさまで８周年★特別企画 
  
★8 周年記念日 7 月 21 日（祝）にはギタリスト木村純さんによるライブを開催！ 
2014 年 7 月 21 日、箱根写真美術館併設カフェ 
プレジール・ドゥ・ルフはおかげさまで 8周年を迎えます。 
これを記念してカフェ店内でいつも流れている音楽、 
お馴染みのCD ”Photonova”シリーズの第三弾発売記念ライブを 
開催致します。ボサノバギタリスト木村純氏をお招きし、 
心地よい風に吹かれながら、カフェで優雅な午後のひとときを 
お過ごしください。 
Photonova シリーズのプロデューサー兼ジャケット写真を 
手掛ける YUSUKE 氏も当日ご来場、トークやCD＆ 
ミニ写真集"Photonova3 都物語"の販売サイン会も行います。 
Photonova3 にちなんだスペシャルメニューや、 
８周年アニバーサリーデザートもご用意致します。 
当カフェのパティシエール鈴木輝子もご一緒に皆様のご来店を 
心よりお待ちしております。 
 
日時：7 月 21 日（祝）14:00～／15:30～ （各回 30分程度） 
料金：無料（カフェ利用または美術館入館が必要です） 
   ※投げ銭歓迎、CD購入大歓迎です。 
   ※満席の場合は立ち見にてお願いする場合がございます。 
   ※雨天の場合は、美術館１階にて開催します 
  （入館料 500 円が必要となります） 
企画協力：株式会社アートオンミュージック 
 
★特典 1. 7 月はご来店ごとにスタンプ１個プレゼント！ 
当店のリピーターさんに大好評の期限無しスタンプカード。 
7月はご利用金額に関わらず、ご来店ごとにスタンプひとつプレゼント！ 
（通常カフェ利用500 円毎に１つ押印） 
★特典 2. 7 月 21 日はカフェご利用のお客様全員に 
オリジナル 8周年ポストカードをプレゼント！
★アニバーサリープレート ラシェット・8eme を発売。 

 

 

 
Hakone museum of photography 

箱根写真美術館  プレス・リリース ～夏～ 

所蔵作品展 遠藤桂 欧州風景 
会期：2014年 7月 1日～9月 1日 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ナイトミュージアム＆カフェ 
OPEN：毎週土曜 21:00まで 
（20:30 最終入場） 
期間：６月28日（土）～8月末 

 
 

 
 

 
 

強羅大文字焼 PHOTOさんぽ 
受講生募集中！ 
撮影会 8月16日(土)17:00-20:30頃 
レクチャー9月20日(土)13:00-14:00  
参加費:7000円 
当館屋上から鑑賞できる夏の風物詩。 
花火撮影と夏祭りスナップの撮影会を写真家・遠藤桂
が指導します。 
  

 

 

7 月 20 日 箱根写真美術館から刊行！ 
トシ・ワカバヤシ作品集「Tin Toy Dioramas Photography」 
 

箱根写真美術館出版事業部から２冊目の写真
集が刊行されます。 
（詳細は次頁をご覧下さい） 
 
【トシ・ワカバヤシ 出版記念サイン会】 
★2014 年 7 月 20 日 10:00～17:00 
第 83 回ワンダーランドマーケット 
会場：横浜産貿ホール 
入場料：1000円 
 
【出版記念展】 
★2014 年 8 月 13日～26 日 
西武池袋本店アートギャラリー※入場無料 
★2014 年 9 月 3 日～10 月 20 日 
箱根写真美術館2F 展示室※入館料500 円 
 



【書籍紹介】

2 0 0 0 GTやセリカなど、トヨタ車広告の数々を手掛けた写真家トシ・ワカバヤシが、 自身の
ブリキのおもちゃコレクションを撮影した Tin Toy Dioramas Photography !

美しく、楽しく、夢いっぱいのブリキのおもちゃ。
実写背景と手作りのジオラマを舞台に、ブリキのおもちゃ達が活き活きと 描かれる世界は、
全てフィルム合成で多重露光されたジオラマ写真。
本書では、40年以上にわたって制作された膨大な作品群から80作品を収載しました。
ブリキのおもちゃの美しさ、楽しさ、懐かしさを感じて頂き、世代を超えて 楽しい会話が生
まれることを願っています。

【書籍情報】

発行日：2014年7月20日
ISBN978-4-9907206-1-2

SIZE：210 265mm

頁数：112頁 

装丁：ハードカバー
言語：日本語、英語
定価：本体3,800円＋税
発行元：箱根写真美術館

ブリキのおもちゃのジオラマ写真作品の制作は、 多くの自動車カタログや広告撮影のために
旅した日本や世界各国の風景を、
背景として撮影したことから始まりました。

私がコレクションした美しく、楽しく、夢を持たせてくれるブリキのおもちゃに、これまで
撮影してきた多くの背景写真の中から 違和感のない風景を選び、太陽光にちかいライティン
グを施し、多重露光で合成し作品に仕上げます。

時代の流れ、科学の進歩、ファッション、デザインの移り変わりを素早く取り入れ製作され
るブリキのおもちゃ。
ブリキのおもちゃのジオラマ写真。その美しさ、楽しさ、思い出、懐かしさから親子、家
族、仲間達の楽しい会話が生まれることを願っています。 

トシ・ワカバヤシ

The creation of these tin toy dioramas began with the landscape photographs I took as I traveled in

Japan and around the world to shoot photographs for numerous automobile catalogues and

advertisements. To produce these dioramas, I combined items from my collection of tin toys, that are

beautiful, fun and full of dreams, with these landscapes I had photographed in the past, taking care to

choose backgrounds that harmonized with the subjects, lighting them to match the sunlight in the

originals and using multiple exposures. Tin toys reflect the passage of time, advances in science,

fashion, and changes in design, all of which are captured promptly through their forms. I hope that the

beauty, fun, memories and nostalgia contained in these photographs of tin toy dioramas will lead to

enjoyable conversations between parents and children, families and close friends.

Tosh Wakabayashi

【作家紹介】

トシ・ワカバヤシ 

秋山庄太郎氏に師事
1961年 日本デザインセンター入社
1967年 アメリカ・デトロイト、ジョー
ジ・カワモトスタジオに入社。
1969年 帰国後、トシ・フォトグラ
フィー設立。
TOYOTA2000GTやセリカをはじめとす
るトヨタ自動車を30年に渡って撮影。
1979年 スタジオ・14設立
2013年 公益社団法人日本広告写真家協
会(APA)在籍40年

2008年～箱根写真美術館にて個展 2013

年　富士フイルムフォトサロンにて個展

ブリキのオモチャをモチーフにしたジオ
ラマ写真シリーズは、自身のコレクショ
ンであるオモチャと、国内外で撮影した
風景とを合成撮影した作品。1970年頃か
ら制作・発表を続ける。


