
クレラー・ミュラー美術館では素晴らしい体
験が待っています。発見の旅はデ・ホーへ・フ
ェルウェ国立公園への入場から始まります。
広大な5,500ヘクタールの森、ヒースの平
原、草地や砂地が広がっています。ここには、
鹿や、野生の羊、イノシシなどが生息してい
ます。オランダにおいて最も美しい自然資源
の中を、徒歩、または無料でレンタルできる
白い自転車に乗って、ゆったり散策してみま
しょう。美術コレクションと美しい彫刻庭園
は、世界でも類まれなる存在です。この他に
も、オーディオツアーやワークショップ、講演
会、コンサート、子供劇場などが開催されま
す。クレラー・ミュラー美術館は、どなたにと
っても忘れられない思い出になる体験をお
約束いたします。

美術館はヨーロッパ有数の大きさを誇る
彫刻庭園に囲まれています。25ヘクタール
の屋外展示では、緑豊かな自然がモダン彫
刻と見事に調和しています。アリスティド・
マイヨール、ジャン・デュ・ビュフェ、マルタ・
パン、ピエール・ユイグなど、個性的な彫刻
家の作品160点が点在しています。庭園で
は彫刻と緑に満ちた自然をゆったりと満喫
することができます。芝生の上で横になった
り、のんびりピクニックをしたり、ランニング
をしたり、彫刻庭園では、一人一人がお好
きなようにお楽しみいただけます。
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ゴッホの時代から
現代まで 

ヘレンの 
ライフワーク

芸術愛好家の
楽園
クレラー・ミュラー美術館にはあらゆる「美」
が集結しています。芸術、自然、建築のユニ
ークな組み合わせが、訪れる人の五感を刺
激する特別な体験へと誘います。芸術愛好
家から芸術に初めて触れる人までを魅了し
てやみません。世界中どこを探しても、類ま
れなるコレクションと自然の中の素晴らしい
ロケーションをこれほど楽しめる場所はな
いでしょう。年間約40万人が訪れるクレラ
ー・ミュラー美術館は、オランダにおいて最
も訪問者数の多い美術館の一つです。海外
でも当美術館のコレクションは大人気です。
当館から貸し出される名作が世界中で何百
万人もの来場者を魅了しています。

クレラー・ミュラー美術館は、ヘレン・クレラー・
ミュラーのライフワークの集大成です。1907
年から1922年までの間、彼女は、夫のアント
ン・クレラーとともにおよそ11,500点の美術
作品を収集しました。ヘレンの収集品は、20世
紀最大のプライベート・コレクションの一つと
見なすことができます。彼女の夢は自らが抱く
美術への情熱を他の人たちと共有できる「美
術館の家」を作ることでした。1938年にクレラ
ー・ミュラー美術館が門戸を開いたときに、そ
の夢は叶ったのです。彼女の夢を受け継いだ
人々により、美術館は新たな建物の増設と広々
とした彫刻庭園で拡張されてきました。ヘレン
の収集は、今日、現代美術の分野をリードする
コレクションの一つとして成長しています。

クレラー・ミュラー美術館はフィンセント・
ファン・ゴッホの第二の故郷です。約90点
の絵画と約180点の素描画で構成される、
世界で2番目の規模のヴァン・ゴッホ・コレ
クションがあります。また、クロード・モネ
やジョルジュ・スーラ、パブロ・ピカソやピ
エト・モンドリアンなど、現代美術を代表す
る巨匠たちの作品もご覧いただけます。気
になるニュースや話題をテーマとした企画
展も行われます。クレラー・ミュラー美術館
は、新しい作品の購入により、コレクション
に新風を吹き込み、ゴッホの時代から現在
に至るまで、現代美術の歴史を紡いでいき
ます。マリノ・マリーニ作「馬と騎手」（1951-1955）を前景とした彫刻ホール ジャコモ・バッラ、「形状とバイクの音」、1913

フィンセント・ファン・ゴッホ、アルルのはね橋（ラングロアの橋）、1888年3月作

開館時間
火曜日から日曜日まで（および祝日）10:00
～17:00開館しています（1月1日は閉館）。
彫刻庭園は16：30分に閉園します。 

バリアフリー情報 
館内ではすべてのフロアで車椅子をご利用
いただけます。障害者手帳をご提示いただ
くと、ご同伴者1名は入場無料となり、デ・
ホーへ・フェルウェ国立公園およびクレラ
ー・ミュラー美術館の駐車場を無料でご利
用いただけます。美術館では、車椅子、歩行
器、ベビーカーの貸し出しをしています。

ガイドツアー＆オーディオツアー
クレラー・ミュラー美術館では、ご要望に
応じて、オランダ語、英語、ドイツ語、フラン
ス語、スペイン語でのガイドツアーを行っ
ています。ガイド1人につき最大20名でご
案内いたします。ツアーの詳細とご予約は 
rondleiders@krollermuller.nl または 
+31 (0)318 59 5968 までお問い合わ
せください。

オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、
日 本語、イタリア語、中国語のオーディオツ
アーもご利用いただけます。

教育
小学・中学・高校生向けの特別学習プログ
ラムをご用意しています。詳細は  
www.krollermuller.nl/education
をご覧ください。

美術館へのご支援について 
ヘレン・クレラー・ミュラー基金の支援者と
して、修復や大規模展示、教育プロジェクト
の実現にお力をお貸しください。詳細は 
www.krollermuller.nl/support-the-
museum をご覧ください。

旅行業者
当美術館には、旅行業者向けの特別割引
があります。 詳細およびご予約は  
sales@krollermuller.nl までお問い合わ
せください。

お問い合わせ 
詳細、入場料、Eチケットについては  
www.krollermuller.nl/jp をご覧くださ
い。団体のお客様のご予約は sales@ 
krollermuller.nl までお問い合わせくださ
い。

Houtkampweg 6,  
6731 AW Otterlo
www.krollermuller.nl/jp
+31 (0)318 59 1241

表紙：フィンセント・ファン・ゴッホ、ジョゼ
フ・ルーランの肖像、1889年2月～3月
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美術館 
ご利用案内 

アクセス

アムステルダム
80km – 60 分（自動車の場合）

ロッテルダム
120km – 90 分（自動車の場合）

エーデ アーネム

アントワープ
170km – 105 分（自動車の場合） デュッセルドルフ

150km – 95 分（自動車の場合）

エッセン
130km – 85 分（自動車の場合）

ミュンスター
155km – 115 分（自動車の場合）

ブリュッセル
220km – 125 分（自動車の場合）

アクセスと駐車場
クレラー・ミュラー美術館は、アムステルダ
ムから車で約1時間のデ・ホーへ・フェル
ウェ国立公園の中心にあります。美術館
には、Otterlo（オッテルロー）、Hoender-
loo（フンデルロー）、Schaarsbergen（ス
カールスベルゲン） の3か所の入口からア
クセスできます (観光バスを除く)。

お車をご利用の場合は、高速道路A1、 
A50、A12からデ・ホーへ・フェルウェ国
立公園/クレラー・ミュラー美術館の標識
に従ってください。公共交通機関でお越
しの場合は、Apeldoorn（アッペルドー
ルン）駅または Ede-Wageningen（エー
デ – ワーゲニンゲン）駅からバス108番
で、Arnhem（アーネム）駅からバス105番

（Barneveld＜バルネベルド＞行き）をご
利用いただき、Otterlo（オッテルロー）で
バス106番にお乗り換えください。公共交
通機関に関する情報は www.9292ov.nl/
en でご覧いただけます。 クレラー・ミュラ
ー美術館は、乗用車および観光バス用の駐
車場を完備しています。

白い自転車 
白い自転車は、デ・ホーへ・フェルウェ国立
公園の3か所の入口、地下博物館（ミューズ
オンデル）、クレラー・ミュラー美術館にお
いて無料でレンタルできます（全台貸し出し
中の場合はご利用いただけません）。
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