講演会とイベント
（Talks and Events）
ご家族向け・子供向けの特別イベント、
ランチタイム
講演会、木曜夜の講演会、週末ワークショップ、主要
な会議などが開かれます。
イベントはすべて英語で行
われます。
夜間の開館（Late Shift）
毎週木曜・金曜の夜は午後9時まで開館、
アート、
ミ
ュージック、
ドリンク、講演と、
さまざまにお楽しみい
ただけます。

所蔵コレクション保護のため、以下にご協力くださ
い。
作品に触れないでください。
バッグやリュックサックはフロア －2のクロークルー
ムへ預けてください。
展示ギャラリー内の写真撮影は、別に指示のない限
り、個人的に使用するものであれば許可されます。
いかなる場合もフラッシュ使用は禁止です。
館内全域で、監視カメラ
（CCTV）
が稼働しています。

金曜の音楽の夕べ
（Friday Evening Music）
毎週金曜の夜、館内で無料の音楽イベントを開催し
ています。室内楽やフォークミュージックからジャズ
や最新の創作作品まで、多彩な音楽をお楽しみいた
だけます。

開館時間
毎日10.00 – 18.00 、
ただし木曜と金曜は21.00閉館。
閉館時刻の10分前から、
ご退館をお願いいたします。

イベントの詳細はパンフレット
「What’s On」
かホーム
ページnpg.org.ukでご確認ください。

当館について、詳細はホームページnpg.org.ukでご
覧いただけます。無料の月間メールマガジンのお申し
込みも受け付けます。

ハインツ・アーカイブ＆ギャラリー

（Heinz Archive and Gallery）

肖像画分野の研究を目的に設立され、
膨大な
資料を所蔵します。閲覧は予約制です。開室時間：
火～金曜 10.00 – 17.00お問い合わせ：
020 7321 6617。
ギャラリーへのご支援
入館は無料です。ナショナル・ポートレート・ギャラ
リーは非営利組織です。
当館の活動や、所蔵作品の
一般公開を続けていくためには、皆様からのご支援
が不可欠です。館内に設置されている寄金ボックス
へのご寄付をお願い申し上げます。
ホームページ
npg.org.uk/supportでも募金を受け付けます。
すべての皆様に気持ちよくご鑑賞いただくため、次
のことにご留意願います。
飲食、喫煙は固くお断りします。
携帯電話の使用はお控えください。

当館の情報

日本語

/nationalportraitgallery
@NPGLondon
@nationalportraitgallery
本リーフレットご使用後は、館内の回収ボックス
を通し、再利用にご協力ください。

ナショナル・ポートレート・ギャラリーへ
ようこそ
ナショナル・ポートレート・ギャラリーは世界最
大の肖像画コレクションを蔵し、英国の歴史と
文化に大きな影響を与えた人々の生涯と偉業
を記念する美術館です。
中世から現代にいたる500年間に生きた人々の
肖像画2,000点近くが展示されています。描かれ
た人物はウィリアム・シェイクスピアからエイミ
ー・ワインハウスまで、制作者はハンス・ホルバイ
ンからデイヴィッド・ホックニーまで多岐にわた
り、
その媒体もさまざまです。
じっくりとご鑑賞ください。
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テューダー朝
ウィリアム・
シェイクスピア
伝・ジョン・テイラー画
1600－1610年頃

17世紀

国王チャールズ一世
ダニエル・マイテンス画
1631年

18世紀

国王ジョージ三世
アラン・ラムゼイの工房
による 1761–1762年

18世紀後期／
19世紀初期

ジェイン・オースティン
カサンドラ・オースティン画
1810年頃

ご利用案内
常設展ギャラリーは時代別に構成されています。
フ
ロア 2のテューダー・ギャラリーに始まり、
フロア 0
ラーナー・ギャラリーのコンテンポラリー・コレクショ
ンまで、年代順に番号が付されています。

AVガイド

古いものから年代順に作品をご覧になるには、
メイ
ンホールのエスカレーターをご利用ください。

ショップ フロア 0
当館コレクションや特別展にちなむさまざまなグッズ
やギフト品を販売します。
「ポートレート・プリンタ
ー」
を使い、5万5,000点以上の作品からお好きな
肖像画を印刷、
デジタルプリントとしてお持ち帰りい
ただくことができます。

特定の時代の作品をご覧になりたい場合は、
ギャラ
リーマップで該当するギャラリーをお探しください。
ギャラリーは時代別に構成されています。
特定の人物の肖像画やアーティストをお探しなら、
ブ
ックショップやポートレート・カフェにあるタッチ式ス
クリーンをご利用ください。
ホームページnpg.org.uk
での検索も可能です。
館内で行われている企画展や特別展示作品の詳細
は、
パンフレット
「What’s Oｎ」
またはホームページ

npg.org.ukでご参照ください。

全館で無料WiFiがご利用いただけます。

NPG-Public

1

ビクトリア朝

ビクトリア女王
（レプリカ） ジョージ・
ヘイター画 1863年
（オリジナルは1838年）

ご不明の点は、
お気軽に当館職員にお尋ねくださ
い。

ウィンストン・
チャーチル
ウォルター・シッカート画
1927年

ポートレート・カフェ フロア －3
自家製ケーキやペストリー各種をはじめ、
サンドイッ
チ、
サラダ、
シチュー、
スープなどの軽食をご用意して
おります。閉店は閉館1時間前。
ポートレート・レストラン フロア 3
ロンドンの景観を見渡すルーフトップ・レストラン。極
上のモダン・ブリティッシュの味わいをお届けしま
す。閉店は閉館の1時間前。
ただし木・金曜は22.00
まで営業。

車椅子の貸し出し
歩行困難な方のために、手動式の車椅子をご用意し
ております。
チケットデスクにお申し出ください。
トイレ
車椅子に対応した男女兼用トイレは館内に4ヵ所あ
ります。
フロア －3 ポートレート・カフェ
フロア －2 オンダーチェ・ウィング・シアターに隣
接
フロア 0 オレンジ・ストリート側エントランス
フロア 3 ポートレート・レストランに隣接（オレン
ジ・ストリート側エレベーターでアクセス）
エレベーター
ショップ・エントランス フロア －1のショップとフ
ロア－3のポートレート・カフェへ。
メイン・エントランス フロア －2のオンダーチェ・
ウィング・シアターとクロークルーム、
フロア 0、
1、2の全ギャラリーへ。
オレンジ・ストリート・エントランス フロア 1、
フロ
およびフロア 3のポートレート・レストランへ。
ア 2、

おむつ交換ルーム
（Baby Changing Area）
赤ちゃんのおむつ交換専用設備は、
フロア－2のオン
ダーチェ・ウィング・シアターの隣にあります。

20世紀後期

ポール・マッカートニー
（
「マイクの兄」
）
サム・ウォルシュ画
1964年

0

ブックショップ 中2階（Mezzanine）
は、
メインホー
ルまたはフロア 1からアクセスできます。
肖像画、歴史、美術、写真、
ファッション、伝記といっ
た分野の書籍を豊富に取り揃えたロンドン有数の専
門書店です。

アクセス情報
館内の全エリアともエレベーターでアクセス可能で
す。車椅子ご利用の方は、
オレンジ・ストリート
（Orange Street）側のスロープ付きエントランス、
あ
るいはセント・マーティンズ・プレース
（St. Martin’s
Place）側のショップ・エントランスのご利用をお勧め
いたします。

フロア0からブックショップへの専用エレベーターも
あります。

20世紀初期

ラーナー・ギャラリーの
コンテンポラリー・
コレクション
ケンブリッジ公爵夫人
キャサリン
ポール・エムズリー画
2012年

当館コレクションから重要な75作品を選んで、各国
語で詳しく解説。英語、
フランス語、
ドイツ語、
イタリ
ア語、
日本語、
スペイン語で用意されています。
メイン
ホールのチケットデスクで貸し出します。

ご来館時に全作品が展示されているとは限りません。
ご了
承ください。
ポール・マッカートニーの肖像© estate of Sam Walsh、
それ以外は
すべて© National Portrait Gallery, London

