
 

2019 年 9 月 20 日 

報道関係各位 

GMO ペパボ株式会社 

ハンドメイドマーケット「minne
ミ ン ネ

」、 

「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」とコラボ 

minne作家が手掛ける会場限定公式コラボ作品の販売など 4つの企画を実施！ 
 

GMO インターネットグループの GMO ペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎 以下、GMO ペパ

ボ）が運営する国内最大（※1）のハンドメイドマーケット「minne
ミ ン ネ

 byGMO ペパボ（以下、minne）」（URL：

https://minne.com/）は、神奈川県横浜市の横浜美術館で明日 2019年 9月 21日（土）から 2020 年 1月 13日

（月・祝）にわたって開催される展覧会「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（以下、「ルノワールとパリに恋した 12 人の画家たち」）」とコ

ラボレーションし、以下の 4つの企画を実施いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（1）公式コラボ作品販売  ：「minne」の人気作家 6 名が出品絵画をイメージして制作したハンドメイド作品 

を、公式コラボ作品として会場内の特設ショップで限定販売。 

（2）作品公募企画             ：全 minne作家を対象に出品絵画をイメージしたハンドメイド作品を募集し、 

「minne」で限定販売。 

（3）Twitter キャンペーン ：本展覧会の観覧チケットやミニ図録が当たる Twitter キャンペーンを実施。 

（4）特集記事公開              ：Webメディア「minne とものづくりと」内で公式コラボ作品の特集記事を掲載。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（※1）2018年 11 月発行 一般社団法人ホビー協会「ホビー白書 2018 年版」ハンドメイドマーケットサイト比較表（2018 年 6月末時点） 

 

 

https://minne.com/
https://minne.com/


【「minne」 × 「ルノワールとパリに恋した 12人の画家たち」コラボレーションについ

て】 

「minne」は、55 万人を超える作家によるアクセサリーやステーショナリー、家具、生活雑貨、食品など幅

広いジャンルの 1000万点以上のハンドメイド作品が販売・展示されている国内最大のハンドメイドマーケット

です。（※2）minne 作家を作品制作から販売まで支援する『minneと haco!の one＋more プロジェクト』をはじ

め、外部企業や自治体、エンターテイメントコンテンツなどとコラボレーションし、ハンドメイドの認知拡大

および minne 作家たちの活動支援に取り組んでいます。 

一方、この度コラボレーションする展覧会「ルノワールとパリに恋した 12人の画家たち」は、フランス・パ

リのオランジュリー美術館所蔵の印象派とエコール・ド・パリの作品群から、ルノワールやピカソ、セザンヌ

などの作品約 70点が一堂に会します。作品の舞台となった 20世紀初頭のパリは、画家・音楽家・詩人・舞踏

家などの芸術家が集い、ジャンルを超えて交流することが多彩な芸術の誕生に繋がったと言われています。 

本展覧会も当時のパリ同様に、多くの作家（芸術家）による個性豊かな作品が集う場になるよう「minne」は

本展覧会とコラボレーションし、4つの企画を実施いたします。 

（※2）2019年 8 月末時点 

 

■「minne」の人気作家が公式コラボ作品を制作 

「minne」の人気作家 6名が出品絵画をイメージして制作したハンドメイド作品全 16 作品が、オランジュリ

ー美術館監修の公式コラボ作品として、展覧会会期中、会場内の特設ショップで限定販売されます。各作品の

詳細は、「minne」が運営する Webメディア「minne とものづくりと」内公式コラボ作品ページ（URL：

https://mag.minne.com/2019/09/20/special_renoir/）をご参照ください。 

＜参加作家＞ 

cocoro
コ コ ロ

 / さかもとみなこ / picnic
ピクニック

 / ムムリク舎 / Lamipas
ラ ミ パ ス

 / rala design
ラ ラ デ ザ イ ン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■minne作家を対象とした作品公募企画を開催 

55万人を超える minne 作家を対象に出品絵画をイメージして制作された作品を募集し、「minne」で限定販

売します。 

＜公募概要＞ 

応募期間 2019年 9月 20日（金）13:00～2019年 10月 10日（木）23:59 

応募条件 ・minne 作家であること。 

・「ルノワールとパリに恋した 12人の画家たち」出品絵画である対象 15点をイメージ

して制作された作品であること。 

＊対象の 15 点は下記 URLをご参照ください。 

応募に関する詳細URL：https://note.mu/minnecom/n/ne891b3a6ace4/ 

https://mag.minne.com/2019/09/20/special_renoir/
https://mag.minne.com/2019/09/20/special_renoir/
https://note.mu/minnecom/n/ne891b3a6ace4
https://note.mu/minnecom/n/ne891b3a6ace4


注意事項 下記に該当する作品は、制作・掲載することができません。 

（1）出品絵画の絵柄を描き起こしたもの 

（2）出品絵画を転写したもの 

（3）出品絵画の本質的特徴部分と類似した要素があるもの 

作品公開・販売 

ス ケ ジ ュ ー ル 

第一弾作品公開：2019年 9月 20日（金） 

第二弾作品公開：2019年 10月 18日（金）予定 

＊第一弾作品の募集は終了しており、今回は第二弾作品の募集となります。 

作品公開 URL https://minne.com/features/32 

 

■観覧チケットなどが当たる Twitterキャンペーンを開催 

「ルノワールとパリに恋した 12 人の画家たち」の観覧チケットやミニ図録が当たる Twitter キャンペーンを

本日 2019年 9月 20 日（金）より開催します。 

＜Twitterキャンペーン＞ 

開催期間 2019年 9月 20日（金）13:00～2019年 10月 10日（木）23:59 

参加方法 「minne」公式Twitter（@minnecom / https://twitter.com/minnecom/）をフォローの上、

対象のキャンペーンツイートを RT（リツイート）。 

＊当選の対象となるのは 1 アカウント 1回となります。 

＊アカウントを非公開設定にされている方は、応募対象外となりますのでご注意ください。 

プレゼント ・「ルノワールとパリに恋した 12人の画家たち」の観覧チケット ペア 5組 10名様 

・「ルノワールとパリに恋した 12人の画家たち」ミニ図録 3名様 

＊プレゼントはお選びいただけません。 

当選者発表 当選者には、締め切り後 1 週間前後で Twitter の DM（ダイレクトメッセージ）にてご連

絡いたします。 

 

■「minneとものづくりと」に公式コラボ作品特集記事を掲載 

 「minne」が運営する Webメディア「minne とものづくりと」に、「minne」の人気作家 6 名が手掛けた公

式コラボ作品を紹介する特集記事を公開いたします。 

記事 URL：https://mag.minne.com/2019/09/20/special_renoir/ 
 

【「ルノワールとパリに恋した 12人の画家たち」概要】 

展覧会名 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 

開催期間 2019年 9月 21日（土）～2020年 1月 13日（月・祝） 

開館時間 10：00～18：00 

＊会期中の金曜・土曜は 20：00まで開館。（ただし、9 月 27、28日、2020 年 1月 10～12日は 21：00 まで

開館） 

＊入館は閉館の 30 分前まで 

休館日 毎週木曜日（12月 26 日は開館）、12月 28日（土）～2020 年 1月 2日（木） 

会場 横浜美術館（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁目 4番 1号） 

公式ホームページ https://artexhibition.jp/orangerie2019/ 

 

以上 
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【GMOペパボ株式会社】（URL：https://pepabo.com/） 

会 社 名 GMO ペパボ株式会社（JASDAQ 証券コード：3633） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役社長 佐藤 健太郎 

事 業 内 容 ■ホスティング事業  ■EC 支援事業 ■ハンドメイド事業 

資 本 金 1億 5,967万円 

【GMOインターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社（東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■仮想通貨事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) 2019 GMO Pepabo, Inc.  All Rights Reserved. 

 

●GMOインターネット株式会社  

グループコミュニケーション部 広報担当 石井・長井 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMO ペパボ株式会社 

広報担当 伊早坂 

TEL：03-5456-2622 E-mail：pr@pepabo.com 

 

 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMO ペパボ株式会社  minne 事業部  

E-mail：info@minne.com 
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