報道関係各位

2019 年 9 月 20 日

横浜近隣施設
タイアップのご案内
20 世紀初頭のパリの様子を楽しんでいただく
ためのさまざまな企画をご用意しました
「横浜美術館開館 30 周年記念 オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した 12 人の画家たち」
では、横浜へのお出かけがより充実したものとなるように、横浜近隣施設と本展をイメージしたメニューなど、様々な
コラボレーションが実現しました。展覧会と共にお楽しみください。

横浜近隣ホテルとのコラボレーション
 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（〒220-8522 横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
https://www.interconti.co.jp/yokohama/
・展覧会タイアップメニュー
「絵画とフレンチのデュオ」
【提供店舗】 フランス料理「アジュール」
【提供期間】 2019 年 10 月 1 日（火）～12 月 1 日（日）
・展覧会タイアップイベント
横浜で ART を楽しむ 1 日 ～大人のワークショップ「フレームアート」～
【開催日時】 2019 年 11 月 19 日（火）11:30～（受付 11:15～）
【内容】
① 宴会場でのワークショップ「フレームアート」
② フランス料理「アジュール」スペシャルランチコース「絵画とフレンチのデュオ」
③ 「ルノワールとパリに恋した 12 人の画家たち」鑑賞＊学芸員による特別レクチャー付き
※お申込・詳細はヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルウェブサイトをご覧ください。
・本展観覧券提示で、対象レストラン 10%割引
【対象店舗】 フランス料理「アジュール」
、中国料理「驊騮（カリュウ）
」、イタリア料理「ラ ヴェラ」、
ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」



横浜ロイヤルパークホテル（〒220-8173 横浜市西区みなとみらい 2-2-1-3）https://www.yrph.com/

・展覧会タイアップメニュー
「オランジュリー美術館コレクション展ランチ vol.1」
【提供店舗】レストラン＆バンケット「フローラ」
【提供期間】2019 年 9 月 1 日（日）～10 月 14 日（月・祝）
※vol.2 を 2019 年 10 月 15 日（火）～11 月 30 日（土）
vol.3 を 2019 年 12 月 1 日（日）～2020 年 1 月 13 日（月・祝）に提供予定
・本展観覧券提示で、対象レストラン＆バー10%割引
【対象店舗】
スカイラウンジ「シリウス」
、フレンチレストラン「ル シエール」
、
日本料理「四季亭」
、中国料理「皇苑」
、メインバー「ロイヤル アスコット」
、
レストラン＆バンケット「フローラ」
、鉄板焼「よこはま」
・本展観覧券付き宿泊プラン

 横浜ベイホテル東急（〒220-8543 横浜市西区みなとみらい 2-3-7）
https://ybht.co.jp
・展覧会タイアップメニュー
「ハーモニー/Harmonie」
【提供店舗】ラウンジ「ソマーハウス」
【提供期間】2019 年 9 月 21 日（土）～2020 年 1 月 13 日（月・祝）
・本展観覧券提示で、対象レストラン 10%割引
【対象店舗】オールデイダイニング「カフェ トスカ」
フランス料理「クイーン・アリス」

 ニューオータニイン横浜プレミアム（〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-7）
http://www.newotani.co.jp/innyokohama/
・本展観覧券付き宿泊プラン
・本展観覧券提示で、レストラン「下町 DINING & CAFE THE sea」5%割引

カフェ・レストラン コラボレーション

Café 小倉山 (横浜美術館内)
http://www.itca-1975.co.jp/ogurayama
・展覧会限定メニュー
「恋するオランジュリーラテ」



ロティスリー・レイ

（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 4-6-2
MM グランドセントラルタワー2F）
https://ray-ts.com/
・本展観覧券提示で飲食代金 10%割引


みなとみらい東急スクエア
（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 2-3-2）
http://www.minatomirai-square.com/



イタリアン ダイニング アマルフィイ カフェ

（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 3-5-1
MARK IS みなとみらい 1F)
http://www.be-value.co.jp/restaurant/amalfi_cafe.html

・展覧会タイアップ限定メニュー
フランス生まれの紅茶ブランド
「ル サロン ド ニナス」
パリのアフタヌーンティーセット（紅茶付き）

・本展観覧券提示で各種サービス

・本展観覧券提示で飲食代金 10%割引
（現金会計に限る）

商業施設タイアップ

ランドマークプラザ
（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 2-2-1）https://www.yokohama-landmark.jp/
・本展観覧券提示で各店舗にて割引などのサービスが受けられる「チケット de おトク！」



コレットマーレ

（〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-7）http://colettemare-yokohama.com/
・本展観覧券提示で各種サービス
観て、買って、食べて、みなとみらいをお得に満喫！Colette・Mare×横浜美術館「美術館割」



CIAL 桜木町

（〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1）http://www.cial.co.jp/sakuragicho/
・本展観覧券提示で各種サービス
横浜美術館のあとにシァル桜木町でお得な特典！お買い得に！シァル桜木町×横浜美術館「特得コラボ」

MM テラス
（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 4-6-2） http://www.mm-terrace.com/
・本展観覧券提示で対象店舗にて各種サービス

文化施設そのほか


東京ガス横浜ショールーム

（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 3-5-1 MARK IS みなとみらい 4F）
https://home.tokyo-gas.co.jp/showroom/tys/
・本展タイアップ特別料理教室
①

パティシエ気分で Let’s Cooking♪親子料理教室
【開催日時】2019 年 11 月 23 日(土・祝) 10:30～12:30

②

芸術の秋に人気のフランス菓子を愉しむ
【開催日時】2019 年 11 月 25 日(月) 14:00～17:00
※どちらも観覧券、当館学芸員による展覧会ミニレクチャー付き
※お申込・詳細は東京ガス横浜シヨールーム ウェブサイトへ
ウェブ申込期間：2019 年 10 月 1 日（火）～10 月 15 日（火）まで



そごう美術館

（〒220-8510 横浜市西区高島 2-18-1 そごう横浜店 6F）https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/
・本展観覧券提示で、そごう美術館展覧会が 200 円割引
・ミレニアムカード、クラブオンカードを横浜美術館券売所にて提示すると、本展当日観覧料が 200 円割引



オービィ横浜

（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 3-5-1 MARK IS みなとみらい 5F）
http://orbiearth.jp/
・本展観覧券半券提示で、オービィ横浜 1 日パスポート 200 円引き
・オービィ横浜チケット半券を横浜美術館券売所にて提示すると、
本展当日観覧料が 100 円割引

映画「ディリリとパリの時間旅行」
（シネマ・ジャック＆ベティ／〒231-0056 横浜市中区若葉町 3-51）
（YEBISU GARDEN CINEMA／〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4-20-2 恵比寿ガーデンプレイス 内）
https://child-film.com/dilili/
・本展観覧券半券提示で、当日一般料金のみ 300 円割引
※YEBISU GARDEN CINEMA およびシネマ・ジャック＆ベティでの上映のみ適用
・映画「ディリリとパリの時間旅行」チケット半券を横浜美術館券売所にて提示すると、本展当日観覧料が 100 円割引


島村楽器 横浜みなとみらい店
(〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 3-5-1 MARK IS みなとみらい 3F)
https://www.shimamura.co.jp/shop/yokohama-classic/
・島村楽器メンバーシップカード、アプリ会員画面を横浜美術館券売所にて提示すると、本展当日観覧料が 100 円割引
・店内にて、音声ガイド使用曲含む本展と同時代楽曲を集めた楽譜フェアを開催（予定）

横浜髙島屋
(〒220-8601 横浜市西区南幸 1-6-31)
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/index.html
会期：10 月 1 日（火）～10 月 14 日（月・祝）
会場：横浜髙島屋 1 階 相鉄方面口特設会場
・本展当日観覧料 100 円引きクーポン等が当たる「横浜えきまつり タッチラリー」開催！
※タッチラリーのご参加にはＩＣ系交通カードが必要となります。
詳しくは「横浜えきまつり」ホームページ（www.yokohama-ekimatsuri.jp）をご確認ください。
・本展観覧券半券提示でポストカードをプレゼント
会期中、先着で展覧会オリジナルのポストカード（非売品）をプレゼント!

オーギュスト・ルノワール 《手紙を持つ女》1890 年頃 油彩・カンヴァス、65×54cm
Photo © RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Franck Raux / distributed by AMF


OCEAN BY NAKED 光の深海展
(〒220-0011 横浜市西区高島 2-14-9)
https://ocean.naked.works/
会期：2019 年 10 月 11 日（金）～2020 年 1 月 27 日（月）
※会期中無休（12/31、1/1、1/2 は除く）
会場： 横浜駅直通「アソビル 2F」
開催時間：10:00～21:00（最終入場 20:30）
海外で話題沸騰の体験型デジタルアート展横浜・アソビルに日本初上陸！
・本展観覧券半券提示で、OCEAN BY NAKED 光の深海展の当日券が 100 円割引
・OCEAN BY NAKED 光の深海展当日券を横浜美術館券売所にて提示すると、本展当日観覧料が 100 円割引

※掲載をご希望の場合は、下記広報事務局までお問い合わせください。

《本件に関するお問い合わせ先》
「ルノワールと 12 人展」広報事務局
〒150-8551

東京都渋谷区渋谷 1-3-9

Tel：03-3409-1481

FAX：03-3499-0958

担当：池袋・岩川・鈴木

ヒューリック渋谷一丁目ビル 3F
E-mail orangerie2019@ypcpr.com

