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遠藤 桂 写真展  巴里
会期：2021年1月27日(水)～4月19日(月)　
会場：箱根写真美術館　1F展示室　 
時間：10:00-17:00（最終入場) 
 ※3/7までは緊急事態宣言発令に伴い16:30最終入場17:00閉館となります。  
休館日：毎週火曜日 
入館料：大人500円　小学生以下300円　未就学児童　無料 
同時開催：遠藤桂「四季爛漫富士日和」(2F展示室） 

For
Art

Collectors

＜展覧会概要＞ 
　 
　写真家・遠藤桂によるパリの風景作品を展示します。 
　箱根出身で富士山を撮り続けていた写真家が縁あって
2003年に仏・パリで海外初個展を開き、以来5回(2003、
2005、2008、2010、2013）の展覧会で富士山作品を
発表、日本の美景を伝えると共に、多くのフランス人との
交流が生まれました。 
　今回は2000年から撮り始めたパリのモノクローム作
品、2012年に発表したインスタントフィルム作品、 
そして、2020年1月渡仏時に撮影した新作を展示致しま
す。 
　母国とは違う文化に触れ、古い街並と歴史の匂いを感
じ、写真を生んだニセフォール・ニエプス、数々の芸術家
を生み出し影響を与えた国、フランスに対するオマージュ
でもあります。 
展示作品は、全て作家蔵、購入可能な作品です。 

 [会場／問合せ先] 
箱根写真美術館　神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-432　　電話 0460-82-2717 FAX: 0460-82-2717 
URL　http://www.hmop.com　　e-mail　 info@hmop.com 

展示作品紹介 

遠藤桂　巴里「雨音のサクレクール」1200×600mm 
写真、Fine Art Paper Digital Print、ED25
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遠藤桂　巴里「紺碧に佇むエッフェル」 
1200×600mm、ED25 
写真、Fine Art Paper Digital Print 

展示作品紹介

遠藤桂　巴里「モンマルトル」 
1200×600mm、ED25 
写真、Fine Art Paper Digital Print 

遠藤桂　巴里「朝のサン=ラザール駅裏」 
1200×600mm、ED25 
写真、Fine Art Paper Digital Print 

La Tour Eiffel à l’aube 
明け方のエッフェル塔 
写真、ゼラチンシルバープリント,フォトアクリル

Cathédrale Notre-Dame de Paris 
ノートルダム大聖堂 
写真、ゼラチンシルバープリント 

Parc de Monceau モンソー公園 
写真、ゼラチンシルバープリント 

Pont des Arts #009　 

インスタントフィルムシリーズ 
un jour, paris とある日、パリ 

Jardin Marco Polo #014 



【作家紹介】 
遠藤　桂（えんどう　かつら） 
1958年箱根出身。祖父は、大正から昭和にかけて、風景写真家として活躍した山田應水（やまだおうすい）。 
祖父と箱根で営業写真を営む両親と共に、写真と密接な関わりのある環境に育つ。1979-80年ヒマラヤ冬季冬季遠征登山・撮
影、帰国後初個展。広告写真家トシ・ワカバヤシ氏に師事、1991年独立。 
ライフワークとして20年以上富士山を撮り続け、パリでの定期個展(2003-2013まで)、東京、鳥取など国内外で作品を発表。 
富士山の撮影は、現在も8×10の大判カメラと、ハッセルブラッドを愛用し、ゆっくりと被写体と対峙し、時空間をフィルムに
焼き付ける、自然のエネルギー、時空の流れを表現した作品を作り続けている。 
また彫刻家・籔内佐斗司氏や彫刻家・大森暁生氏の作品撮影を長年担当するほか、様々なアーティストと撮影プロジェクトに
参加している。ほか、メディアへの写真提供、TV出演、フォトコンテスト審査員など多数。 

◎個展、出品歴など 
2020     遠藤桂写真展「四季爛漫　富士日和」＜東京丸の内・公益社団法人日本外国特派員協会（FCCJ）＞ 
2015 池田町町制施行100周年・合併60周年記念　世界文化遺産　富士山　遠藤桂写真展　 
 富士の鼓動と息吹に包まれて＜長野・安曇野東山包美術館＞ 
2014 Art for Japan主催　東日本大震災支援プロジェクト『 Sakura Blossom』 
 ＜パリ20区区役所/Salle d’honneur de la Marie du 20e arrondissement ＞ 
2013-2014 写真集「富士山 -こころ-」発刊記念  遠藤 桂 写真展 
 ＜西武池袋本店 本館６階＝アート・ギャラリー ＞ 
2013 Helene Aziza presente, Simplicite et dpeouillement 
 「Vingt ans de photographies du Mont Fuji」  
   ＜19 rue Paul Fort ・パリ,フランス ※グループ展＞ 
2013 遠藤桂写真展＜大丸心斎橋店・大阪＞ 
2012 遠藤桂富士山『大地の鼓動と自然の息吹』 
 ＜東京有楽町・特例社団法人日本外国特派員協会（FCCJ）＞ 
2012 遠藤桂展『静寂の時～　le temps tranquille~』＜銀座・靖山画廊＞ 
2012 遠藤桂 PARIS 写真展『10 ans de voyages / 10 jours de photographies』 
  ＜ 神楽坂・光鱗亭ギャラリー＞ 
2011 遠藤桂写真展　『富士の記憶』 
  ＜渋谷・セルリアンタワー東急ホテル内 ギャルリ・アジュール＞ 
2011 横浜高島屋１Fにて「遠藤桂写真展こころのたからもの ー箱根 mon fujiー」、 
 8Fにて「箱根の名宝・文化財写真展」＜横浜高島屋＞ 
2010 パリにて第四回個展「響-HIBIKI-」＜DUPIF PHOTO GALERIE＞ 
2010  SUMMER　サマーアートセレクションに出品＜仙台三越＞ 
 三越アートセレクション2010版画フェスティバルに出品＜日本橋三越本店＞ 
2009 遠藤桂写真展『聖なる光～Lumiere Sacree』＜銀座・靖山画廊＞ 
2008 パリにて第三回個展「白彗-HAKUSUI-」＜DUPIF PHOTO GALERIE＞ 
2007 遠藤桂富士山写真展「静寂の旅～岡田紅陽氏へのオマージュ～』＜新潟・池田記念美術館＞ 
2005 パリにて第二回個展「睡-NEBURI-」＜DUPIF PHOTO GALERIE＞ 
2005 遠藤桂写真展-富士の息吹のなかで＜日南町美術館・鳥取＞ 
2003 ヨーロッパ６ヶ国で発行のマガジンICONに作品掲載され、パリにて初個展 
 「蒼詠-SOUEI-」＜DUPIF PHOTO GALERIE＞ 
1995 敬老の日写真展＜高島屋　柏店＞ 
1981 初個展、ネパールヒマラヤ写真展　青い空、白い雲、そして人々＜ギャラリーべライン＞ 
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箱根写真美術館 NEWS
新型コロナウイルス感染拡大防止対策・安心してご来場いただけるように 

貸切鑑賞できる美術館となりました

箱根写真美術館では、皆様に安心してご来場・作品を鑑賞
していただけるよう、新型コロナウイルス感染防止対策とし
て、30分ずつ１グループ貸切の予約入館制を導入致しまし
た。 
公式ホームページ(http://www.hmop.com）トップページ
の予約フォーム(Air reserveを使用）、またはお電話0460-
82-2717からご予約頂けます。 
ご予約は１グループ毎となりますので、人数分の入館料を当
日施設にてお支払いください。 
尚、予約なく、当日直接ご来館いただいてもご入館いただ
けますが、予約優先となります為、お待ちいただく場合が
ございます。 
またご予約のない場合は、貸切ではございません。 
※予約画面で満員になっている場合も、当日キャンセル等
によりご入館いただける場合がございます。 

【新型コロナウイルス感染拡大防止に関する当館の取り組みとお願い】 
●スタッフの健康管理（検温、手洗い、手指消毒等）を徹底し、接客時にはマスクを着用させていただいて
おります。 
●施設内の共用部分は定期的な消毒と清掃を実施しております。 
●ドアや窓を解放して換気をしております。 
●美術館入口、カフェ入口に消毒液を設置しております。入店前等に手指消毒のご協力をお願い致します。 
●美術館は30分ずつ１グループ貸切の予約入館制を導入しておりますのでご利用ください。 
●美術館内ではマスクの着用をお願い致します。 
●施設内では、大きな声でのおしゃべりをお控えください。 
●咳やくしゃみをされる場合は、マスク着用、ハンカチや手でしっかりと覆っていただき、咳エチケットに
ご協力ください。 
●発熱や咳などの風邪症状、味覚障害など、体調の優れない方はご来場をお控えください。 
●感染防止のため、壁面や展示物等にお手を触れませぬようお願い致します。 
●カフェは晴天時は中庭席もご利用いただけます。テイクアウトメニューもスタートしておりますのでご利用
ください。
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併設カフェ Plaisir de l’œuf（プレジール・ドゥ・ルフ）では定番メニューのネパールチキンカレー等、1コインか
らテイクアウトができるようになりました。10:00-17:00の営業時間内でいつでもお受け取り可能！

事前にお電話いただければスムーズにお渡し

密を避けられるオープンエアーの中庭は 
ペット同伴もOK！


メニュー紹介

（左より）

１）定番人気のパウンドケーキ¥450は季節ごとの味が楽しめる。

２）冬のおすすめドリンク ショコラ・ショー¥650

３）冬限定　焼き林檎　バニラアイス添え ¥700
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【リリース発行元・問合せ先】箱根写真美術館　担当：遠藤詠子　http://www:hmop.com 
　神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-432  TEL/FAX 0460-82-2717   info@hmop.com 

箱根写真美術館が「スパイガールGOKKO」の秘密基地に？！当館館長であり写真家の遠藤桂も登場人物の
モデルとなっています。

児童文学作家 薫くみこ作　スパイガール GOKKO ポプラ社より全3巻発行！ 
全国書店にて発売中。箱根写真美術館ショップでも販売しています。 

第1巻 スパイガールGOKKO

～温泉は死のかおり～

(2018年8月発行）


第2巻 スパイガールGOKKO

～極秘任務はおじょうさま～

(2019年11月発行）


第3巻 スパイガールGOKKO

～異界からのラブレター～

(2020年5月発行）


スパイにあこがれる小６の女の子３人
組が、箱根を舞台に大活躍！　 
少女から大人になる途中のきらめき
や、アンバランスな心情を巧みに描き、 
思春期の読者を熱狂させてきた薫くみ
こが、久々に「12歳」を描く。 
とびきり活きのいい書き下ろしエン
ターテイメント小説！ 
薫くみこ 作     高橋由季　絵 
定価：本体1300円（税別） 
発行元：ポプラ社

世界の王室専門誌　POINT DE VUE JAPON（パリプレス社発行）
に「遠藤桂　箱根の風趣」連載中！

世界の王室専門誌　POINT DE VUE 
JAPON(ポアン・ド・ヴュ・ジャポン) に、 
日本の皇室とゆかりの深い箱根の自然や文
化を紹介するため、2020年4月号より写真
家・遠藤桂「箱根の風趣」を連載スタート。 
季節ごとの箱根風景写真を中心にご紹介し
ています。 

一般書店のほか、箱根写真美術館ミュージ
アムショップでもお取り扱いをしておりま
す。 

毎月8日発売 
定価：税込950円 
発行元：PARIS PRESS
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