
※この事業は、愛知県委託事業（地域提案公募型観光推進事業）により行うものです。

・

アーツ デザイン
観光ツアー

・

アーツ デザイン
観光ツアー

FAX記入欄

コース名

　　　　出発日　　　　　　月　　　　　日 （　 　　）

お名前・年齢（参加者全員）

代表者の住所・電話番号

参加人数　　　　　　人

協賛

愛知県知事登録第2-970号　全国旅行業協会会員　旅行業公正取引協議会会員　
名古屋市中村区名駅3-13-26 交通ビル2F　旅行業務取扱管理者　高野 慎二

企画旅行
      実施

この旅行は名阪近鉄旅行（以下当社といいます）が企画旅行・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
旅行契約の内容･条件は本紙面及び当社旅行業約款（募集型 企画旅行契約の部）によります。
1.お申込み ●お申込みは電話・郵便・ファクシミリでもできますが、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金（旅行代金の20％）又は、旅行代金を納めて頂き正式契約といたします。
2.旅行代金 ●旅行代金は出発日の14日前までに納めて下さい。 
 ●各コースに明示された旅行代金は大人･おひとり様（満12才以上）旅行代金で、小人旅行代金は満6才以上12才未満の方に適用いたします。
 ●旅行代金には特に記載のない限り規定の交通費（往復のバス運賃など）、食事費、観光費等、団体行動の費用･消費税等一切を含みます。 まちあるきコースは交通費を含みません。
 但し、指定集合場所まで及び解散場所からの交通費、その他個人的性質の諸費用は含まれておりません。
 ※20才未満の方のご参加は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。※15才未満の方のご参加は、親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
 ●各種交通機関の運賃･料金等が本紙作成日以降に改訂された場合は、旅行代金を変更することがあります。
3.最少催行人員 ●参加されるお客様が最少催行人員（25名又はコース毎に記載）に満たない場合は旅行の実施を中止させて頂くことがあります。（本ツアーはモニターツアーのため、最少催行人員は1名より。）
 この場合は原則として出発日の4日前までに連絡させて頂きます。
 なお、少人数の場合中型･小型バスを利用することがありますのでご了承下さい。
4.発着時間 ●出発時間、各コース毎の詳細は別にお渡しする日程表（コース表）によります。
 なお、天候、交通渋滞および運輸機関のスケジュールの変更により延着することがありますのでご了承下さい。
5.見学 ●コース表示内容は下車して観光します。
6.旅程管理・添乗業務　●お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を行うため、ご旅行中の旅程管理は添乗員またはその代行者（バス乗務員）が行いますが、総括旅程管理は名阪近鉄旅行ツアーセンターで行います。
7.旅行傷害保険加入のおすすめ ●各コースとも特別補償保険に加入しています。この保険には、充分な補償がありません。お客様自身で充分な額の旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
  （名阪近鉄旅行各窓口でもお取り扱いしております。）
8.取消料 ※出発日の前日より起算。  ●お申込みのあと、お客様の都合で旅行を取消される場合、人員減及び出発日、コースの変更は次に定める取消料を申し受けます。 
  ●取消受付時間は、お申し込み場所の営業時間内となります。

名阪近鉄旅行（以下「当社」）およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた申込書又は電話でお伺いした個人情報について、
お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
●このほか、当社及び販売店では ①当社が提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情報提供 ②当社の旅行商品のご案内 ③アンケートのお願い 
④統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 ●当社の個人情報の取り扱いに関することは、当社のホームページ又は店頭にてご確認下さい。

◎ご案内（お申し込み前に必ずお読み下さい）

◎個人情報の取り扱いについて

事業企画（愛知県委託事業）

（公財）名古屋観光コンベンションビューロー
名古屋市中区栄2丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル11F  Tel 052-202-1145
協力：クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会、
　　 （株）国際デザインセンター、デザイングローブ

日帰り

旅行代金の

出発日の10日前～8日前

20％

出発日の前日

40％

当日

50％

出発日の
7日前～2日前
30％

無連絡不参加及び
旅行開始後

100％

（　　　 歳）

（　　 　歳）

（　　 　歳）

（　　 　歳）

〒　　　　　　  ー

Tel　　　　　　　ー　　　 　　　　　ー

※その他の条件については当社の定める旅行業約款（募集型 企画旅行契約の部）による他、
別途お渡しする旅行書面によります。
                                                旅行条件・旅行代金の基準日　平成24年9月11日

申込みに
ついて

申込み
方法

申込み
手順

申込み・
問合せ

支払い
方法

Te l  052 -563 -7500
Fax 052 -586 -2202

www.kakkotour.com

○各コース募集定員になり次第締め切りとさせていただきます。
○A-1～A-4コースは観光バスを利用します。
　（座席は当社にお任せいただくようお願いします）

○このツアーは、民間参入が期待される観光コースを提案した
　モニターツアーの為、参加当日アンケートの記入について
　ご協力お願いいたします。

お電話、FAX、インターネット（WEB予約）にてご予約お願いします。

下記の①～④をお知らせ下さい。

①コース名と出発日　②お名前・年齢（参加者全員）
③参加人数　④代表者の住所・電話番号

営業時間　月～土 9：30～18：00／日・祝日 9：30～17：00

●ツアー予約センター

Web予約は24時間OK！

お近くのコンビニ・郵便局でお支払いOK!

○この旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

ご予約が決定しましたら、
振り込み用紙と日程表、
条件書をお送りします

電話または
Fax、web
から予約

○コンビニお取り扱い店
　サークルKサンクス、ファミリーマート、ミニストップ、ココストア、セブンイレブン、
　ローソン、ヤマザキデイリーストア

お近くのコンビニ・
郵便振込でお支払い
※振込手数料がかかります
（振込1件につき100円）

出発の際、
受領証を
ご持参下さい

検索 カッコーツアー
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アートとデザインをテーマに
名古屋をめぐろう！



あいちトリエンナーレ2013の開催を前に、名古屋市美術館と豊田市美術館が共同
で行う企画展を鑑賞します。トリエンナーレ出展作家でもある「青木野枝展」を担当
学芸員の解説で鑑賞します。豊田市美術館は建築家谷口吉生氏の、名古屋市美
術館は故黒川紀章氏のそれぞれの代表作であり、美術館そのものも見どころです。

インタープリター（予定）

角田美奈子（名古屋市美術館学芸員）
北谷正雄（豊田市美術館学芸員）

ミュージアム・アートツアー

バスツアー

まちあるきツアー

実施時期：2012年11月13日（火）
定員：40名　参加料：¥3,900（昼食付）

実施時期：2012年11月4日（日） 所要時間：3時間
定員：20名　参加料：¥1,000

コースコード  87224 -1-70

コースコード  87225 -1-70

コースコード  87226 -1-70

コースコード  87227 -1-70

コースコード  87228 -1-70

コースコード  87220 -1-70

コースコード  87221 -1-70

コースコード  87222 -1-70

コースコード  87223 -1-70

名古屋駅 豊田市美術館 昼食・自由散策 名古屋市美術館

滞在：約180分
●青木野枝展（＋常設）
●谷口吉生建築

●豊田市美術館レストラン七州（昼食）
●茶室・ミュージアムショップなど

滞在：約90分
●青木野枝展（＋常設）
●黒川紀章建築

8:40集合
（名古屋駅太閤通口・外の噴水前）
9:00出発

名古屋駅

16:00 解散

実施時期：2012年11月22日（木）
定員：40名　参加料：¥3,000（昼食付）

実施時期：2012年12月7日（金）
定員：40名　参加料：¥4,900（昼食付）

実施時期：2012年12月8日（土）
定員：40名　参加料：¥ 3,900（弁当付）

※このツアーでは、名古屋市も認定されている
「ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネットワーク」
のデザイン都市11都市の代表者も同行します。

普段なかなか目に触れることのない大学内に設置されたアートワーク
やデザイン・建築作品を鑑賞します。名古屋大学では、豊田講堂、
野依記念館なども訪れ、昼食は大学キャンパス内の本格的フレンチ
レストラン シェ ジローでいただきます。愛知県立芸術大学では、吉
村順三氏による建築、法隆寺金堂壁画模写展示館などを訪れます。

インタープリター（予定）

茂登山 清文（名古屋大学大学院 准教授）
水津 功（愛知県立芸術大学 准教授）

キャンパス・アートツアー

名古屋駅 名古屋大学 昼食 愛知県立芸術大学

●豊田講堂
加藤唐九郎
槙文彦設計
時計台（青色LED）

滞在：約180分

●野依記念館
ケミストリーギャラリー
ロイ・リキテンシュタイン
ロン・アラッド

●教養教育院
C＋A設計
ギャラリー
トード・ボーンチェ

●レストラン シェ ジロー

ロス・ラブグローブ
フェリーチェ・ヴァリーニ
フィリップ・スタルク

滞在：約75分
●吉村順三建築
●法隆寺金堂壁画模写展示館

9:40集合
（名古屋駅太閤通口・
 外の噴水前）
10:00出発

名古屋駅

16:00 解散

藤ケ丘駅

経由

愛知が誇るものづくりと、日本のものづくりに精通しているメイド・イン・
ジャパン・プロジェクトのメンバーが、ものづくりの魅力をあますことなく
伝えます！ 昼食はノリタケの食器を使用した、フレンチをベースとした
創作料理をお楽しみください。また有松絞り染め体験も行います。

インタープリター（予定）

鶴田 浩（メイド・イン・ジャパン・プロジェクト理事）
房 絵里奈（メイド・イン・ジャパン・プロジェクト委員）、各施設の担当者

愛知・ものづくりの旅

名古屋駅 ノリタケの森 有松絞り会館昼食 国際デザインセンター

滞在：約150分
●クラフトセンター
●森村・大倉記念館CANVAS
●ノリタケの森ギャラリー

●レストラン キルン
滞在：約160分
●絞り染め体験
●有松の街並み探訪 竹田家

●クリエイターズショップLoop9:40集合
（名古屋駅太閤通口・
 外の噴水前）
10:00出発

名古屋駅

17:30 解散

数々の映画やドラマの舞台となった名古屋市内と明治村のロケ地
を巡ります。バス車内にて作品のDVDを鑑賞後、ロケに立ち会っ
たフィルムコミッション担当者が解説します。昼食は今秋公開の映
画「アウトレイジ ビヨンド」（北野武監督）のロケ隊も食べたロケ弁
を車内でいただきます。名古屋ロケ地マップもプレゼント！

インタープリター（予定）

なごや・ロケーションナビ担当者

ロケ地をめぐるツアー

名古屋駅 名古屋市役所 名古屋市市政資料館 名古屋陶磁器会館
オアシス21
テレビ塔

●映画「終の信託」、
　ドラマ「官僚たちの夏」
　に登場

●ドラマ「花より男子」
　に登場

●映画「ALWAYS三丁目の
　夕日’64」に登場

●ドラマ「リバウンド」、
　ドラマ「ランナウェイ」
　に登場

車内にて
ロケ弁当を
試食

滞在：約150分
●ドラマ「坂の上の雲」
　に登場

8:40集合
（名古屋駅太閤通口・外の噴水前）

9:00出発

名古屋駅

16:00 解散

明治村

2013 年に第 2回のあいちトリエンナーレが開催される名古屋は、

ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネットワークに認定されたデザイン都市です。

これまで世界デザイン博や世界デザイン会議などのビッグイベントを開催し、

現在は“クリエイティブ・デザインシティなごや”として創造的なまちづくりをめざす名古屋を、

「アート」と「デザイン」にスポットを当てて観光するツアーです。

それぞれのコースを、専門家であるインタープリター（解説者）とともにめぐります。

アートとデザインを楽しむ、名古屋の魅力再発見ツアーです。

今年で13回目になる覚王山のアートイベント「参道ミュージアム」
を見学、体験するツアーです。覚王山の街を美術館に見立て、空
き地、路上、街路樹、店舗等にアート作品が展示されているパブリッ
クアートを楽しんでいただきます。パフォーマンスを見学したり、ワー
クショップでのものづくりも体験していただきます。
インタープリター（予定）

和田 朱美（覚王山商店街）
神谷 利徳（神谷デザイン事務所／デザイングローブ）

覚王山アートツアー

日泰寺 揚輝荘 自由散策 ワークショップ体験

見学 ●祭会場 ●ワークショップは当日のお楽しみ！13:00 日泰寺山門前集合
（地下鉄覚王山駅1番出口より徒歩5分）

祭会場

16:00 頃終了・解散

東別院駅 矢場町駅 ザ・コンランショップ
名古屋店

●世界中から厳選された
　インテリアアイテムを見学

地下鉄名城線右回り
地下鉄代200円（各自）

国際デザインセンター

17:00頃解散
●クリエイターズショップ
　Loop

雀おどり總本店
でお茶

ラシック、パルコ（南館）
周辺ショップ

●名古屋のデザインの
　トレンドを紹介

名古屋のインテリアショップと街角のデザインを楽しむツアーです。
インタープリターに日本のものづくり支援を全国展開しているNPO
法人 メイド・イン・ジャパン・プロジェクトのメンバーを起用すること
で、東海三県のものづくりとデザインをわかりやすくレクチャーします。

インタープリター（予定）

鶴田 浩（デザイングローブ実行委員／ NPO法人 メイド・イン・ジャパン・プロジェクト理事）
冨田 力（メイド・イン・ジャパン・プロジェクト事務局）

名古屋ショップデザイン探訪

REAL Style本店

13:00集合
（地下鉄東別院駅4番出口より徒歩3分）
●大正13年の建築物と日本のものづくり商品、
　愛知や東海のものづくり展示

3分

2010年に開催された「あいちトリエンナーレ2010」でメイン会場のひ
とつだった長者町を歩くツアーです。トリエンナーレでは長者町のプロ
ジェクトを担当していた吉田有里さんとともに街の特徴とアートが受け
入れられたプロセスを聞きながら、2010終了後から2013に向けて動
き出しているアートスペース、シェアスタジオなどを回ります。ツアー最
後にはナディアパークのクリエイターズショップLoopも訪れます。
インタープリター（予定）

吉田 有里（あいちトリエンナーレ・アシスタントキュレーター）
武藤 勇（N-mark トランジット・プログラム運営）

長者町のクリエイティブを
楽しむ

アートラボあいち 長者町散策

●えびすビル
part1 エビスアートラボ mocamoca
part 2 STANDING PINE - cube

●トランジットビルディング
B1 gallery N-markB1 + TRANSIT GALLERY
2F office N-mark　　 3F  R.W.
4F Art Media Room、art center Yojo-Han、NODE

13:30集合
（地下鉄伏見駅1番出口より
 徒歩3分）

ナディアパーク

16:00頃解散

名古屋の下町「円頓寺」と歴史ある「四間道」を地元まちづくり
メンバーや古民家再生店舗をデザイナーの案内で散策します。

インタープリター（予定）

飯田 幸恵（円頓寺本町商店街理事／那古野下町衆）
市原 正人（ナゴノダナバンク代表／那古野下町衆）
花田 大輝（名古屋工業大学大学院生／那古野下町衆）
神谷 利徳（神谷デザイン事務所／デザイングローブ）

円頓寺まちあるきツアー

円頓寺商店街アーケード 四間道

●土蔵四間道ギャラリー ●町家カフェ「Sara」
●四間道ガラス館 ●子守地蔵 
●屋根神 ●石蔵

17:00終了・解散
●名古屋市の認定地域建造物資産に
　認定されたbar「ホンボウ」にてカフェタイム

13:00 円頓寺駐車場集合
（地下鉄国際センター駅2番出口 または
 丸の内駅8番出口よりいずれも徒歩7分）
●円頓寺 ●慶栄寺 ●専修寺 ●円頓寺銀座

●五条橋 
●川伊藤家本家
●表蔵

ba r「ホンボウ」にて質疑応答堀川端

白川公園と名古屋市美術館、名古屋市科学館を訪れる「芸術と
科学の杜」を探索するツアーです。市科学館と市美術館では学芸
員のお話を聞き、展示を見ます（プラネタリウムは含みません）。また、
白川公園内にあるイリヤ・カバコフなどのパブリックアート鑑賞では、
地元で活躍する彫刻家のお話を聞きながら公園を散策します。

インタープリター（予定）

名古屋市科学館学芸員、名古屋市美術館学芸員、庄司 達（彫刻家）

芸術と科学の杜であそぶ

名古屋市科学館 名古屋市美術館 白川公園

●学芸員の説明後見学
　（常設展）

●公園内パブリックアートを彫刻家とともに散策
今井瑾郎、戸谷成雄、西雅秋、野水信、イリヤ・カバコフ
セバスティアン・エンリケ・カルバハル、バリー・フラナガン、ホルスト・アンテス

13:00 科学館入口前集合
（地下鉄伏見駅４・５番出口より徒歩5分）
●学芸員の案内で館内見学
   （プラネタリウムは除く）

広小路伏見界隈

16:30頃解散
●パブリックアート見学
●でんきの科学館ほか

DVDで紹介

実施時期：2012年11月10日（土） 所要時間：4時間
定員：20名　参加料：¥1,000

実施時期：2012年11月24日（土） 所要時間：3.5時間
定員：20名　参加料：¥1,000 

実施時期：2012年12月1日（土） 所要時間：4時間
定員：20名　参加料：¥1,000

実施時期：2012年11月17日（土） 所要時間：2.5 時間
定員：20名　参加料：¥1,000 アートラボあいち：

名古屋芸術大学『View明日への扉2012』展示風景

『ふりそそぐものたち』2012年
コールテン鋼 作家蔵

撮影:山本 糾
（gallery 21yo-jでの展示風景）

名古屋大学豊田講堂

有松絞り（イメージ）

明治村

四間道（イメージ）

名古屋市科学館

リアルスタイル

参道ミュージアム（イメージ）

A-1

A-2

A-3 B-4

B-3

B-2

B-1

A-4
B-5

※参加料のほかに地下鉄代金
　200円が必要です


