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Nagoya
名古屋

AICHI

1 Nagoya Castle / 名古屋城
●
2 Kinshachi Yokocho / 金シャチ横丁
●
3 Noritake Garden / ノリタケの森
●
4 SKY PROMENADE / スカイプロムナード
●
5 Chikamachilounge (Nagoya Crosscourt Tower) / チカマチラウンジ
（名古屋クロスコートタワー）
●
6 Chubu Electric Power MIRAI TOWER, THE TOWER HOTEL NAGOYA / 中部電力MIRAI TOWER、ザ・タワーホテルナゴヤ
●
7 Oasis 21 / オアシス２１
●
8 Wakamiya no Mori Geihinkan / 若宮の杜 迎賓館
●
9 Osu Variety Theater / 大須演芸場
●
10 Shinshu Otaniha Nagoya Betsuin (Higashi Betsuin) / 真宗大谷派名古屋別院（東別院）
●
11 The Tokugawa Art Museum / 徳川美術館
●
12 Garden Restaurant Tokugawaen / ガーデンレストラン徳川園
●
13 Higashiyama Sky Tower / 東山スカイタワー
●
14 Port of Nagoya Public Aquarium / 名古屋港水族館
●
15 Port of Nagoya Wildflower Garden Bluebonnet / 名古屋港 ワイルドフラワーガーデン ブルーボネット
●
Nagoya
16 SCMAGLEV and Railway Park / リニア・鉄道館
名古屋
●
17 AICHI MUSEUM OF FLIGHT / あいち航空ミュージアム
●
18 The Museum Meiji-mura / 博物館明治村
●
19 Handa Red Brick Building / 半田赤レンガ建物
●
20 TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM / トヨタ博物館
●
21 SHIPPO ART VILLAGE / あま市七宝焼アートヴィレッジ
●
Nagoya
22 INAX MUSEUMS / INAXライブミュージアム
●
Congress Center
名古屋国際会議場
23 ORINASU ICHINOMIYA / オリナス一宮
●
24 TOYOTA INDUSTRIES KAIYOH YACHT HARBOR / 豊田自動織機海洋ヨットハーバー
●
Port Messe Nagoya
25 GAMAGORI CLASSIC HOTEL / 蒲郡クラシックホテル
●
(Nagoya International
Exhibition Hall)
26 Sumi Memorial Hall / 墨会館
●
ポートメッセなごや
（名古屋市国際展示場）
27 KYOUEI-GAMA / 共栄窯
●

1
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愛知・名古屋は「武将のふるさと」、そして「モノづくり王国」。
Kyoto
京都

Nagoya Airport
県営名古屋空港
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Located in the center of Japan, Aichi-Nagoya is a point of interaction.
Here you can find a dense accumulation of technology, including the automotive, robotics, and aerospace industries.
Our region also offers you our proud traditions – samurai culture, local Nagoya-meshi cuisine, and more.
You are always welcome here in Aichi-Nagoya, the heart of Japan.
愛知・名古屋は日本のほぼ中央に位置し、多くの人々が行き交う交流拠点。
古くからモノづくりの拠点となり、陶磁器や織物等の伝統産業から自動車・航空宇宙・ロボットなどの
先端産業に至るまで、多様な産業が集積する日本一のTechnologyの中心地です。
さらに、武家文化を間近に感じられる城郭・博物館、
「なごやめし」
をはじめとするユニークな食など、
歴史・文化の面においても、独自のTraditionを誇っています。
TechnologyとTraditionの中心地、"Heart of Japan" 愛知・名古屋が皆様をおもてなしいたします。
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Your Choice for Meeting Destinations -Aichi-Nagoya, the "Heart" of Japan
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Legend / マークの説明

貸切

Private
Part y
Meeting
パーティー

13
Kanayama
金山

会議

Max

000
Fukiage Hall
(Nagoya Trade &
Industry Center)
名古屋市中小企業振興会館
（吹上ホール）

…

Available for party.
パーティー会場としての利用が可能です。

…

Available for meeting.
施設内で会議が可能です。

…

Maximum guest capacity for party use.
パーティー会場として使用した場合の最大収容人数
¥ ＝ JPY

Subway 地下鉄

Higashiyama Line
Tsurumai Line
Kamiiida Line

東山線

鶴舞線
上飯田線

Railway 鉄道

JR Tokaido Shinkansen JR東海道新幹線
JR Line

JR線

Meitetsu Line
Kintetsu Line

Road 道路
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All areas of this facility may be hired out for
… private use.
施設内全エリアの貸切が可能です。

名鉄線
近鉄線

Meijo Line

名城線

Meiko Line

名港線

Sakuradori Line

Aonami Line

あおなみ線

Yutorito Line

ゆとりーとライン

Linimo リニモ

Johoku Line

Expressways and toll roads 高速道路、有料道路

Kinjo-futo
金城ふ頭

桜通線

城北線

National Road 国道
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A I C H I - N AG OYA UNIQUE VENUE

GUIDE

Aichi - Nagoya MICE Promotion Council

愛 知・名 古 屋 ユ ニ ー ク ベ ニュー ガ イド ｜ 愛 知・名 古 屋 M I C E 推 進 協 議 会

NAGOYA
名古屋市内

1
●

名古屋城

6 Chubu Electric Power MIRAI TOWER, ●
7
●

THE TOWER HOTEL NAGOYA

中部電力MIRAI TOWER/
ザ・タワーホテルナゴヤ P.15-16

12
●

Garden Restaurant
Tokugawaen

ガーデンレストラン徳川園 P.27-28

Higashiyama
Sky Tower

東山スカイタワー

3
●

Kinshachi Yokocho
金シャチ横丁

P.5-6

8
●

Oasis 21
オアシス２１

13
●

2
●

Nagoya Castle

Wakamiya no
Mori Geihinkan
若宮の杜 迎賓館

P.17-18

9
●

Aquarium

名古屋港水族館

P.31-32

15
●

SKY PROMENADE
スカイプロムナード

P.9-10

P.21-22

5
●

Chikamachilounge
(Nagoya Crosscourt Tower)
チカマチラウンジ

（名古屋クロスコートタワー） P.13-14

P.11-12

10 Shinshu Otaniha Nagoya Betsuin
●

Osu Variety Theater
大須演芸場

P.19-20

14
Port of Nagoya Public
●

P.29-30

ノリタケの森

P.7-8

4
●

Noritake Garden

(Higashi Betsuin)

11
●

徳川美術館

真宗大谷派名古屋別院
（東別院）P.23-24

Port of Nagoya
Wildflower Garden Bluebonnet

16
●

Handa Red Brick
Building

20
●

名古屋港 ワイルドフラワーガーデン ブルーボネット P.33-34

SCMAGLEV and
Railway Park
リニア・鉄道館

The Tokugawa
Art Museum

P.25-26

P.35-36

AICHI
愛知県内

17
●

AICHI MUSEUM
OF FLIGHT

18
●

ORINASU
ICHINOMIYA

24
●

あいち航空ミュージアム P.37-38

22
●

INAX MUSEUMS
INAXライブミュージアム P.47-48
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23
●

オリナス一宮

P.49-50

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。

The Museum
Meiji-mura
博物館明治村

19
●

半田赤レンガ建物

P.39-40

TOYOTA INDUSTRIES
KAIYOH YACHT HARBOR

豊田自動織機海陽ヨットハーバー P.51-52

25
●

GAMAGORI
CLASSIC HOTEL
蒲郡クラシックホテル

P.41-42

TOYOTA
AUTOMOBILE MUSEUM
トヨタ博物館

26
●

P.53-54

P.55-56

SHIPPO
ART VILLAGE

あま市七宝焼アートヴィレッジ P.45-46

P.43-44

Sumi Memorial Hall
墨会館

21
●

27
●

KYOUEI-GAMA
共栄窯

P.57-58
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Nagoya City / 名古屋市

会議

❶ Nagoya Castle / 名古屋城

Hommaru Palace Kujakunoma
Ninomaru Square / 二之丸広場

Meeting

/ 本丸御殿 孔雀之間

Max

ー

Under the order of Tokugawa Ieyasu, construction of Nagoya Castle began in 1610 as the
residence of Tokugawa Yoshinao, the first lord of the Owari lineage of the Tokugawa Clan. The
castle was burned down by aerial bombings during WWII (in May, 1945), but the five-story main
donjon, which stands approximately 48 meters high and is topped by kinshachi, two golden
statues of a mythical, dolphin-like creature (shachi), and the small donjon (approx. 24 meters)
were rebuilt in 1959. On June 8, 2018, construction work at the Nagoya Castle Hommaru Palace
was completed and the building was opened to the public. (Nagoya Castle Donjon is currently closed.)
1 6 1 0 年 、徳川家 康の命により、初 代 尾 張 藩 主 義 直の居 城として築 城を開 始 。1 9 4 5 年 5月、戦 災により
焼 失しましたが 、1 9 5 9 年 、金 の 鯱（シャチ ）をいただく五 層 の 大 天 守 閣（ 約 4 8 m ）と小 天 守 閣（ 約
2 4 m ）が再 建されました。また、名 古 屋 城 本 丸 御 殿は2 0 1 8 年 6月8日に完 成 公 開しました（ 現 在 、天 守 閣は
閉 館しています）。

Hommaru Palace Kujakunoma
/ 本丸御殿孔雀之間

The Kujakunoma is a Japanese-style room with tatami ﬂooring
located in Hommaru Palace. The room s name derives from the
paintings of kujaku, or peacocks, that once adorned the walls of
the room (those paintings have since been lost, so their details
are unknown). On the western side of the room, there is a raised
wooden ﬂoor (toko) about the size of three tatami mats. The
adjacent Yanaginoma, or Willow Room, may be used as the
backstage or for other behind-the-scenes purposes for your
function.
孔雀之間は本丸御殿の部屋のひとつで、36.5畳の和室です。障壁画に孔雀が
描かれていたことが部屋名の由来です（現在、障壁画は失われているため具
体的な絵の構図は不明）。部屋の西側には3畳分の床(とこ)があり、隣接する
柳之間もバックヤード等として利用可能です。

Ninomaru Square / 二之丸広場

Ninomaru Square was previously the site of Ninomaru Goten
Palace, which was both the oﬃcial residence of the lords of the
Owari lineage and the province s government oﬃces. The square
is an excellent vantage point to view historically signiﬁcant
landscapes of rare cultural heritage, including the castle s original
stone walls.
かつて尾張藩歴代藩主の住まいであり、政庁舎でもあった二之丸御殿が位置
していた場所です。石垣等の貴重な文化財による歴史的な景観をお楽しみい
ただけます。

Example of Use / 利用実績
Nagoya Castle Hommaru Palace /
名古屋城本丸御殿

INFORMATION

Nearby Facility / 近隣施設

Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Admission / 入館料
Catering / ケータリング

1-1 Hommaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi

名古屋能楽堂

会議

Meeting

Located opposite Nagoya Castle, Nagoya Noh Theater has many
distinctive features, including the elegance of its Japanese traditional
architectural style, which is perfect for enjoying performances of Noh,
the aroma of its wooden interior ﬁnishes, a Noh stage built completely
from hinoki cypress, and the spacious 630-seat audience area. This
facility is available for conferences.
名古屋城の正門前に位置しており、能楽鑑賞等にふさわしい日本建築様式の優美
な外観、木の香漂う内装、総木曽檜造りの能舞台と630席の広々とした見所が
特徴。会議でも使用可能です。

5

Room / Space 会
/場

Hommaru Palace, Jorakuden, Shogun Accomodation Facilities / 本丸御殿上洛殿上段之間

Hommaru Palace
Kujakunoma
本丸御殿孔雀之間

愛知県名古屋市中区本丸1-1

Approx. 5 min. on foot from Shiyakusho Station on the subway
Approx. 10 min. by car from Nagoya Station
Approx. 60 min. by car from Chubu Centrair International Airport

地下鉄市役所駅から徒歩約５分
名古屋駅から車で約10分
中部国際空港から車で約60分

431 passenger vehicles, 18 large-sized buses, 10 buses (paid parking) / 普通車 431台、大型バス18台、
バス10台（有料）
9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Closed / 休館日

Dec 29 to Jan 1（Varies depending on events）/ 12/29〜1/1

High school students or older: ¥500; Groups of 30 to 99: ¥450 per person; Groups of 100 or more: ¥400 per person
高校生以上 500円、団体（30名以上）450円、団体（100名以上）400円
Consultation necessary / 要相談
Location
立地

Nagoya Noh Theater

Hommaru Palace Kujakunoma: Lecture Anyone Can Take a Walk on Ancient Documents ,“The Story of Nagoya Castle and Trees
本丸御殿孔雀之間：講座「だれでも古文書さんぽ」
「名古屋城と木のはなし」 参加人数：各約30名

Area
広さ

Party
Food and Drink Maximum Capacity
パーティー（名）
飲食
最大収容人数（名）

Floor Space / 床面積
Consultation
77.8㎡
Available
necessary
ー
Ceiling Height / 天井高
可
要相談
3.8m
Use in New Normal
Maximum capacity is 20 people. / 収容可能人数は20名まで
「新しい生活様式」
による利用
Indoors
屋内

Wiﬁ

Price（JPY）
利用料金（円）

ー

9:30 a.m. - 12:30 p.m. : 12,400
1:00 p.m. - 4:30 p.m. : 12,400
9:30 a.m. - 4:30 p.m. : 20,000

Consultation necessary
Available
Outdoors
Consultation necessary
ー
4,000㎡
ー
要相談
可
屋外
要相談
Use in New Normal
Maximum capacity is 200 people. / 収容可能人数は200名まで
「新しい生活様式」
による利用
Hommaru Palece Kujakunoma（本丸御殿孔雀之間）: 9:30 a.m. - 4:30 p.m.
Restaurant / 飲食施設
Yes / 有
Available Time / 利用可能時間
Ninomaru Square（二之丸広場）: 7:00 a.m. - 8:30 a.m., 5:30 p.m. - 8:30 p.m.
Ninomaru Square
二之丸広場

Remarks / 備考
URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

Nagoya Castle admission fee payable (fee depends on the number of people) / 利用人数に応じた名古屋城観覧料が必要
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp
In accordance with the “Guidelines for the Use of the Hommaru Palace Kujakunoma and Tea Ceremony Seats .
「本丸御殿孔雀之間、茶席使用にかかるガイドライン」
に従って実施する。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

❷ Kinshachi Yokocho / 金シャチ横丁

会議

パーティー

Private

Part y Meeting

Max

310

Feast on the great flavors of Nagoya. Here "Kinshachi Yokocho" beside
Nagoya Castle compete a number of talented cooking professionals. Yoshinao
Zone, near the Main Gate features a traditional atmosphere,with a collection
of long-established local restaurants serving Nagoya meshi, Samurai cuisine.
New local trends are to be found in Muneharu Zone near the East Gate,
defining a new culture of cuisine and presenting a wealth of delicious flavors.
名古屋の美味しさをご賞味ください。名古屋城下2か所には、才能あふれる料理の専門家がた
くさんいます。義直ゾーンは、正門は伝統的な雰囲気が特徴で、
「なごやめし」
を提供する老舗
の地元レストランが集まっています。東門の 宗春ゾーンは、名古屋の新しいトレンドが見られ、
新しい料理文化を定義し、豊かな美味しさを表現する店が集まります。
Nagoya Castle was built with lumber transported by water from the upper reaches of the Kiso River.
Inheriting this historical fact, Kinshachi Yokocho was built by a shrine carpenter from Kashimo Village,
which was also an enclave of the Owari Clan. There is a facility where you can drink the exquisite
water from Mt. Ontake, upstream of the Kiso River, called "Kinshachi Kinko Water", and there is an
icon on the exterior of the store which you can experience the story of Owari Tokugawa by using AR
on your smartphones. Storytellers such as"Oﬃcial Hospitality Cast:Tokugawa Yoshinao, Muneharu and
Ninja retainers","Aichi Sengoku Hime Team", and "Kinshachi Chindon Kaisensha" guide visitors around
the venue. The Kinshachi Yokocho rickshaw also run through this area.
名古屋城は木曽川の上流から御用材を水運で運
び築城された。その歴史的物語を引き継ぎ、金シャ
チ横丁も、同じ尾張藩の飛び地にある、加子母村御
用材を用いてその宮大工に建築を依頼している。
また、会場には「金シャチ金鯱水」という木曽川の
上流御嶽山の名水が飲める施設や、尾張徳川の物
語をスマホARで見られるアイコンが店舗の外観に
飾ってある。それらを「公式おもてなしキャスト徳
川義直・宗春と忍び衆」
「 あいち戦国姫隊」
「 金シャ
チチンドン海泉社」など語り部が会場案内してい
る。会場には金シャチ横丁人力車も走る。

Rickshaw and Nagoya Castle / 人力車と名古屋城

Example of Use / 利用実績

The second Saturday and Sunday of every month "Muneharu Street Market," the third Saturday
and Sunday of every month "Owari Tokugawa Flower Market," the Exotic Wine Festival, the Food
and Sake Brewery Festa, the Muneharu Procession of Courtesans, the glittering castle town of
another world, the Mino Washi Paper Lighting Art Exhibition Participants: 300-500
毎月第２土日「宗春街道市」、毎月第３土日「尾張徳川華の市」、異国のワインまつり、食と酒蔵フェスタ、宗春花魁道
中、煌めく異界の城下町、美濃和紙あかりアート展 参加人数300〜500名

Yoshinao ZONE / 義直ゾーン

INFORMATION
Address / 住所

Access / アクセス

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Room / Space 会
/場

Muneharu ZONE / 宗春ゾーン

Tokugawa Yoshinao, Tokugawa Muneharu, and Ninja retainers
徳川義直、宗春と忍び衆

Open all year round (the same as Nagoya Castle) / 年中無休（基本的に名古屋城と同様）
Free / 無料

Catering / ケータリング

Available in some restaurants / 店舗によっては可能

Yoshinao ZONE
義直ゾーン

Indoors
屋内

Ground area / 敷地面積
4,300.26㎡
(7 restaurants / 店舗)

Seated / 着席 273

Muneharu ZONE
宗春ゾーン

Indoors
屋内

Ground area / 敷地面積
3,474.30㎡
(10 restaurants / 店舗)

Seated / 着席 310

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
Muneharu ZONE / 宗春ゾーン

Muneharu ZONE: (Weekdays) 11:00 a.m. - 10:00 p.m.; (Weekend and holidays) 10:30 a.m.- 10:00 p.m.
Yoshinao ZONE: 10:30 a.m.- 30 minutes after closing of Nagoya Castle
宗春ゾーン：
（平日）11:00 a.m. - 10:00 p.m.、
（土日祝）10:30 a.m. - 10:00 p.m.／義直ゾーン：10:30 a.m. - 名古屋城閉門後30分後まで

Party
パーティー（名）

URL

Tap water of Nagoya Meijo Kinko Sui /「名城金鯱水」

431 passenger vehicles, 18 large-sized buses, 8 buses (paid parking) / 普通車 431台、大型バス 18台、
マイクロバス 8台
（有料）

Area
広さ

Restaurant / 飲食施設

愛知県名古屋市中区三の丸1-2-3〜5、二の丸1-2・3

Connected directly to Exit 7 of Shiyakusho Station on the subway (Muneharu ZONE) 地下鉄市役所駅7番出口すぐ
（宗春ゾーン）
Approx. 10 min. on foot from Shiyakusho Station on the subway (Yoshinao ZONE) 地下鉄市役所駅から徒歩約10分（義直ゾーン）
Approx. 15 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約15分
Approx. 40 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約40分

Location
立地

Available Time
利用可能時間

7

1-2-3〜5 Sannomaru and 1-2,3 Ninomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi

Food and Drink
飲食

Wiﬁ

Available
可

Yes
有

Price（JPY）
利用料金（円）
Food, beverage, and souvenir
purchase fees only
各店飲食・お土産購入代のみ

About 2-3 hours except for lunch time 11:30-13:30 on weekends and holidays (Muneharu Zone is also available at night)
*Normally, it is essential to notify visitors two to three months in advance and coordinate with stores.
土日祝の昼食時11：30〜13：30を除く2〜3時間程度、宗春ゾーンは夜も可能。※通常来店のお客様への2〜3か月前からの早めの周知告知・店舗調整が不可欠
Yes / 有

http://kinshachi-y.jp/

Inquiry / お問い合わせ

kinshachi-info@j-pm.co.jp

・Disinfectant, masks, gloves, regular ventilation, keeping seat distance, etc. (It depends on the store.)
店舗によって異なるが、
消毒、
マスク、
手袋、
定期的換気、
席の間隔確保等

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

パーティー

会議

Part y Meeting

❸ Noritake Garden / ノリタケの森

Max

90

A chinaware-themed complex operated by Noritake, a maker of Western
tableware. In surroundings of abundant greenery, Noritake Garden features
Craft Center, where visitors can view the chinaware production processes up
close and experience painting on china themselves, the museum with
displays of Old Noritake ware, and the Noritake shop. Lunch or tea time
served on Noritake ware at the café and restaurant is also recommended.
The park is within walking distance from Nagoya Station, and admission is
free. You can easily get in touch with nature in the city.
洋食器メーカー「ノリタケ」が運営する陶磁器に関する複合施設。緑豊かな園内では、陶磁器
の製造工程の見学や絵付け体験ができるクラフトセンター、オールドノリタケを鑑賞できる
ミュージアム、
ノリタケ直営ショップなどがあります。
またノリタケ食器を使ったカフェやレストラ
ンでのランチやティータイムもおすすめです。
名古屋駅からも徒歩圏内であり、入園自体は無料開放している。都会の中で気軽に自然と触
れ合う事が可能。

Restaurant Kiln / レストラン
「キルン」

Example of Use / 利用実績

A reception after an international conference for representatives of a major international
automobile brand at Restaurant Kiln (35 Participants)
某大手国際自動車ブランドの代表者国際会議後の懇親会
（レストラン・キルンにて） 参加人数:35名

Fountain Plaza / 噴水広場

Noritake Museum ノリタケミュージアム

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス

165 passenger vehicles（paid parking）
, 3 buses / 普通車 165台
（有料）
、
バス 3台
10:00 a.m. - 6:00 p.m.（Some facilities close at 5:00 p.m. / 一部5:00 p.mまで）

Catering / ケータリング

illustrations, the museum has a wide collection of
tableware on display (The Craft Center admission fee
includes admission to Noritake Museum).
明治から昭和初期までに製造されたノリタケ製品「オールドノリタケ」
や「画帖（がじょう ＊デザイン画）」
をはじめ、数々のテーブルウエアを

Red Brick Building / 赤レンガ建築

9

展示しています
（クラフトセンター入館料でご覧いただけます）
。

Room / Space 会
/場

19th century and the early 20th century to design

Approx. 5 min. on foot from Kamejima Station on the subway
地下鉄亀島駅から徒歩約5分
Approx. 15 min. on foot from Nagoya Station
名古屋駅から徒歩約15分
Approx. 50 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約50分

Parking / 駐車場

Admission / 入館料

From Old Noritake products created between the late

愛知県名古屋市西区則武新町3-1-36

Opening Hours / 営業時間
Closed / 休園日

Painting Workshop / 絵付け体験コーナー

3-1-36 Noritake-Shimmachi, Nishi-ku, Nagoya, Aichi

Mondays（Tuesday if Monday is a public holiday）/ 月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日）
（Craft Center only）Adults: ¥500; Groups of 30 or more: ¥450; Junior high school students or younger: free
〈クラフトセンターのみ〉
大人 500円、団体
（30名以上）
450円、
中学生以下 無料
ー
Location
立地

Restaurant Kiln
レストランキルン

Craft Hall
クラフトホール

Available Time / 利用可能時間
URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

Indoors
屋内

Area
広さ

Party
パーティー
（名）

Food and Drink
飲食

Floor Space / 床面積
260㎡
Ceiling Height / 天井高
3m

Seated / 着席
70
Standing / 立食
90

Available
可

Floor Space / 床面積
110㎡
Ceiling Height /天井高
3m

ー

ー

Consultation necessary / 要相談

Restaurant / 飲食施設

Maximum Capacity
最大収容人数
（名）

Wiﬁ

ー
ー
School / スクール
60

Price
（JPY）
利用料金（円）

Consultation
necessary
要相談

Use in New Lifestyles
「新しい生活様式」
による利用
Maximum Capacity
収容可能人数:
Seated / 着席 40
Standing / 立食 60
Maximum Capacity
収容可能人数:
School / スクール 40

Yes / 有

https://www.noritake.co.jp/mori/
Each facility is equipped with an acrylic plate at reception and ticket booth. Alcohol disinfectant and antibacterial sheets for contact areas are provided.
受付・会計用アクリル板をそれぞれの施設に完備。
アルコール消毒液の設置。接触部分への抗菌シート設置。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

Private

❹ SKY PROMENADE / スカイプロムナード

パーティー

Part y

Max

150

Midland Square is the tallest high-rise in the Chubu District, with 247m at its highest
point. Stroll the open-air "Sky Promenade" on the top floor and enjoy the view of the
entire city laid out below you. The building houses a shopping mall with world-class
luxury brand shops, restaurants, and a cinema complex, so why not treat yourself to
shopping and dining in elegance? In addition, as a summer-only beer garden, the
Italian barbecue "CARVINO" offers a variety of BBQ dishes, including wild but
delicious meat dishes and sommelier-selected wines, so that you can enjoy authentic
BBQ easily without preparation.
スカイプロムナードは、東海エリア１の高さを誇る屋外展望台です。地上220Mで風を感じながら回遊し、名古屋
の街並みをほぼ360度一望できます。昼は壮大なスケールの眺望を、夜は幻想的な夜景を、
それぞれ違った都会
の表情をお楽しみください。
また、夏季限定のビアガーデンとして、
イタリアンバーベキュー
「CARVINO」
においては、豪快な肉料理と共にソ
ムリエセレクトのワインなど、本格的なBBQを手ぶらで気軽にお楽しみいただけます。

SKY PROMENADE スカイプロムナード

CARVINO

Inside / 内観
Consultation is necessary for using the outside of
CARVINO and renting out the whole ﬂoor.
レストラン外の利用やフロア全体の貸し切り利用に関して

Address / 住所

Midland Square 44-46F 4-7-1 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi

Access / アクセス

Approx. 1 min. on foot from Nagoya Station
Approx. 5 min. on foot from Shinkansen Nagoya Station
Approx. 28 min. by train from Chubu Centrair International Airport

Parking / 駐車場

151 passenger vehicles (paid parking) / 普通車 151台（有料）

Opening Hours / 営業時間

11:00 a.m. - 10:00 p.m. (Last admission / 最終入場: 9:30 p.m.)

Closed / 休館日
Inside / 内観

Admission / 入館料
Catering / ケータリング

Room / Space 会
/場

Available Time / 利用可能時間
URL

11

Outside / 外観

Inside / 内観

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア44〜46階
名古屋駅から徒歩約1分
新幹線名古屋駅から徒歩約5分
中部国際空港から電車で約28分

Opening hours in summer (Jul. to Sep.) and winter (Jan. to Feb.) are subject to diﬀerent schedules. Please check the website.
夏期営業時間（7月〜9月）、冬期営業時間（1月〜2月）
は別途規定あり。詳細はHPをご確認ください。
Adults: ¥750; 65 years old or older : ¥500; Junior and senior high school students: ¥500; Elementary school student: ¥300
大人 750円、65歳以上 500円、中高生 500円、小学生 300円
Available / 可
Location
立地

CARVINO

は要相談。

CARVINO

INFORMATION

Outdoors
屋外

Area
広さ

Party
パーティー（名）

Seated / 着席
150

Floor Space
床面積
Approx./約
Standing / 立食
380㎡
Consultation necessary
要相談

Food and Drink
飲食

Wiﬁ

Price（JPY）
利用料金（円）
Consultation
necessary
要相談

Available
可

Yes
有

Remarks / 備考

Consultation necessary
(Due to the outdoors, the restaurant may be
cancelled due to inclement weather or rain.)

*from 5,500
per person
要相談
※通常料金
￥５,5００〜／人 （屋外のため、荒天・雨天中止の場合があります。）

Consultation necessary(The available time is subject to the building s business hours.) / 要相談（原則、施設営業時間内）
https://www.midland-square.com/sky-promenade/

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。

AICHI-NAGOYA UNIQUE VENUE GUIDE

12

Nagoya City / 名古屋市

貸切

Private

❺ Chikamachilounge (Nagoya Crosscourt Tower)

Max

ー

Chikamachilounge is a restaurant area, themed "My favorite hidden
spot, near Nagoya Station" which has 11 restaurants and bars with a
wide variety of food and drinks in a spacious underground avenue
which reminds you of European back alleys. It is directly connected to
Midland Square and WINC AICHI.

チカマチラウンジ
（名古屋クロスコートタワー）

「名駅近くのちょっとウラ、わたしのいきつけ」
ヨーロッパの路地裏をイメージした開放感がある内観の中に和・洋・中11店舗が軒を連ねて
います。
ミッドランドスクエア商業棟ややウインクあいち
（コンベンションホール）
と地下で直結
しています。

Eleven Japanese, Western, and Chinese restaurants are lined up in an atmosphere
reminiscent of the back alleys of Europe. It is directly connected to the Midland Square Shop
and Restaurant Tower and WINC AICHI (MICE Facility) underground.
ヨーロッパの路地裏をイメージした雰囲気のなか、和・洋・中11店舗が軒を連ねています。ミッドランドスクエア商業
棟や、ウインクあいち（MICE施設）
と地下で直結しています。

Example of Use / 利用実績
・ Issuance of limited coupons to visitors of the Summer Mountain Festa and seminars fo travel agency customers
・ Renting out several restaurants in the facility as a venue for social gatherings during conferences and meetings.
・「夏山フェスタ」
「旅行会社お客様向けセミナー」来場者への限定クーポン券の発券
・ 学会や集会などの懇親会会場として施設複数店舗を貸切り営業を実施

WINC AICHI

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

INFORMATION
Address / 住所

Access / アクセス

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング
Room / Space / 会場
WINC AICHI is located in a very accessible area directly
connected to Nagoya Station. It has a large hall,
conference rooms, exhibition rooms, and other facilities
that make it possible to hold a variety of MICE events.
ウインクあいちは、名古屋駅に直結した大変アクセスの良い立地
にあります。大ホールを始め、会議室、展示室など充実した施設で
は、
多様なMICE開催が可能となっています。

13

Available Time / 利用可能時間
Restaurant / 飲食施設
URL

4-4-10 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi

愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10

Approx. 3 min. on foot from Nagoya Station 名古屋駅から徒歩約3分
Approx. 35 min. by train from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から電車で約35分

ー
11:00 a.m. - 11:00 p.m.
ー
Free / 無料
ー
Consultation necessary / 要相談
ー
Yes / 有
https://www.chikamachi.com/

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

Private

❻ Chubu Electric Power MIRAI TOWER

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

150

The concept of THE TOWER HOTEL NAGOYA is “Localizing”. The hotel is a small luxury hotel with
15 rooms, and transmitting local tradition & culture, art & craft and regional cuisine. Chubu Electric Power
MIRAI TOWER has been loved as the city's symbol since 1954 when it was completed, around where the
city has flourished and the people have gathered. It could be named "the birth place of modern-day
Nagoya". Why not enjoy awesome events at this special place, a registered tangible cultural property?

/中部電力MIRAI
/中部電力
MIRAI TOWER

THE TOWER HOTE
HOTEL
L NAGOYA

THE TOWER HOTEL NAGOYA のコンセプトは
「ローカライジング」。地域の伝統や文化、
アート クラフト、

レジョナールキュイジーヌを発信する、全15室だけのスモールラグジュアリーホテル。中部電力MIRAI

TOWERは、1954年の完成以来、
ここを中心に人々が集い街が栄え、街のシンボルとして愛されてきた、名古屋

の
「起源」
ともいえる場所です。
「登録有形文化」
である、
この特別な場所で素敵なイベントをお楽しみください。

THE TOWER HOTEL NAGOYA

Restaurant glycine

BANQUET “lily

Cafe and diner Farm&
Chubu Electric Power
"Nagoya TV Tower" changeｄ its name to "Chubu Electric Power MIRAI TOWER" in May 2021.
「名古屋テレビ塔」は2021年5月から「中部電力MIRAI TOWER」に名前が変わりました。

MIRAI TOWER / 中部電力MIRAI TOWER

Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Catering / ケータリング

3-6-15 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi

15

INFORMATION
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Restaurant / 飲食施設
URL

Weekdays / 平日 10:00 a.m. - 9:00 p.m. Weekends and
holidays / 土日祝 10:00 a.m.- 9:40 p.m.
May change during summer and winter. / 夏季・冬季などに
より、変更あり
ー
Adults: ¥900; Children: ¥400 / 大人 900円、小人 400円
Yes / 有
http://www.nagoya-tv-tower.co.jp/

Room / Space 会
/場

昭和29年（1954年）に日本で最初に建てられた集約電波塔で、2005
年に国 の 登 録 有 形 文 化 財にも認 定されています。改 修 工 事を経て、
2020年９月に新たな街のランドマークとして生まれ変わりました。ラ
イトアップがバージョンアップ！
「栄の夜景」をより美しく演出します。ス
カイデッキ「ＭＩ
ＲＡＩ
３６０」から360°
の展望と映像をお楽しみ頂けます。

Sky Deck / スカイデッキ

BANQUET “lily

Hall “Sign

Restaurant “glycine
Available Time / 利用可能時間
URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

愛知県名古屋市中区錦3-6-15先

Connected directly to Sakae Station on the subway
地下鉄栄駅直結
Approx. 10 min. by subway from Nagoya Station
名古屋駅から地下鉄で約10分
Approx. 60 min. by bus from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港からバスで約60分
ー
Consultation necessary / 要相談
Location
立地

This is the ﬁrst consolidated radio tower built in 1954 in
Japan. The tower was registered as a tangible cultural
property in 2005, and reopened on September 18, 2020 as a
new landmark of the city after its renovation. The upgraded
tower's illumination makes Sakae's night view even more
beautiful. Please enjoy a 360°
view from Sky Deck MIRAI 360.

Suite room guests are able to have a cocktail party in private at a terrace.
スイートルーム宿泊利用の方は、テラスでのカクテルパーティー等の貸切利用も可能です。

INFORMATION

Chubu Electric Power MIRAI TOWER / 中部電力MIRAI TOWER

Sky Balcony / スカイバルコニー

Suite Room

Area
広さ

Party
Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
パーティー（名）
飲食
最大収容人数（名）

Floor Space
Indoors 床面積 １83㎡
屋内
Ceiling Height
天井高 3m

Seated
着席 104
Standing
立食 150

Floor Space
Indoors 床面積 １17㎡
屋内
Ceiling Height
天井高 3m
Floor Space
Indoors 床面積 91.55㎡
屋内
Ceiling Height
天井高 3.4m

Seated
着席 80
Standing
立食 120
Seated
着席 45

Theater
シアター
104
Available
可

Theater
シアター
80
ー

Price（JPY）
利用料金（円）

Meeting room fee: Up to 2 hours 165,000 (Additional fee: 55,000/1h);
Meal room fee: Up to 2 hours 22,000 (Minimum guarantee of 300,000
yen for a private rental); Exhibition room fee: 847,000/1 day; Carry-in
and set-up fee: 15:00 - 385,000, 21:00 - 154,000)
会議室料金：基本2時間まで 165,000円（追加料金1時間毎 55,000円）、食
事室料金：基本2時間まで 22,000円（貸切の場合最低保証300,000円以
上）、展示室料金 1日料金847,000円／搬入設営料金(15：00〜385,000
Yes 円、21:00〜154,000円)
有 Meeting room fee: Up to 2 hours 110,000
(Additional fee: 33,000/1h *Additional fee applies for use after 9 pm.)
会議室料金：基本2時間まで 110,000円（追加料金1時間毎 33,000円）
※21時以降に宴会場をご利用される場合は、会議室追加料金適用
Exhibition room fee: 847,000/1 day; Carry-in and set-up fee:
15:00 - 385,000, 21:00 - 154,000
展示室料金 1日料金847,000円／搬入設営料金(15：00〜385,000円、
21:00〜154,000円)

Consultation necessary / 要相談
https://thetowerhotel.jp
Non-contact thermometers and alcohol are installed at the entrance.
非接触型検温器、
アルコールを入口に設置

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Max

パーティー

Part y

Nagoya City / 名古屋市

❼ Oasis ２１ / オアシス 21

300

A multi-level public park, with its symbol structure of Spaceship-Aqua, the
massive roof filled with water. The atrium space, Galaxy Platform, is used
for various events. At night, the Spaceship-Aqua is lit up beautifully and has
become a popular photogenic spot.
水を湛えたガラスの大屋根「水の宇宙船」がシンボルの立体型公園。吹き抜けの「銀河の広場」
では多彩なイベントが開催されます。夜にライトアップされる水の宇宙船はフォトジェニックスポッ
トとして注目されています。

Example of Use / 利用実績

© AMEBA HOLDINGS INC.

1. Galaxy Platform can be used for many purposes, including concerts and lectures.
2. Spaceship-Aqua has been used for "rooftop bars" taking advantage of the charm of the facility.
1. 銀河の広場はコンサート・講演など多目的に利用できます。
2. 水の宇宙船では、施設の魅力を活かした「ルーフトップバー」を開催した実績があります。

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス

地下鉄栄駅直結
名古屋駅から地下鉄で約5分
中部国際空港から電車で約35分

Opening Hours / 営業時間

Closed / 休館日

None（Stores only closed on January 1. and temporarily closed for maintenance twice a year.）
なし
（ショップのみ1/1、年2回法定点検による臨時休業日有）

Room / Space 会
/場

Galaxy Platform
銀河の広場

Spaceship-Aqua
水の宇宙船
Available Time
利用可能時間
URL

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
Galaxy Platform / 銀河の広場

Connected directly to Sakae Station on the subway
Approx. 5 min. by subway from Nagoya Station
Approx. 35 min. by train from Chubu Centrair International Airport
ー

Catering / ケータリング
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愛知県名古屋市東区東桜一丁目11-1

Parking / 駐車場

Admission / 入館料

Spaceship-Aqua / 水の宇宙船

1-11-1 Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya, Aichi

6：00 a.m. - 11：00 p.m.

Free / 無料
Available / 可
Location
立地

Area
広さ

Party
パーティー（名）

Indoors
Outdoors
屋内 / 屋外

Floor Space / 床面積
848㎡
Ceiling Height / 天井高
22m

Seated / 着席
150
Standing / 立食
300

Total / 全体 2,700㎡

Standing / 立食
60

Outdoors
屋外

Maximum / 最大 300㎡

Food and Drink
飲食

Maximum Capacity
最大収容人数（名）

Wiﬁ

Price
（JPY）
利用料金（円）

Available
可

Theater / シアター
1000
School / スクール
1000

ー

Consultation
necessary
要相談

Galaxy Platform / 銀河の広場 9：00 a.m. -9:30 p.m.（Weekdays Only / 平日に限る）
Spaceship-Aqua / 水の宇宙船 10：00 a.m. -9:00 p.m.（Weekdays Only / 平日に限る）

Restaurant / 飲食施設

Yes / 有

https://www.sakaepark.co.jp/
Please take suﬃcient measures responsibly, referring to the guidelines for prevention of new coronavirus infection issued by Aichi
Prefecture about the management of seating arrangements, number of visitors, etc.
座席の配置、入場者数などの管理については愛知県から出ている新型コロナウィルス感染予防対策のガイドラインを参考に責任をもって十分な対策を行ってください。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

Private

❽ Wakamiya no Mori Geihinkan / 若宮の杜 迎賓館

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

200

"Wakamiya no Mori Geihinkan" was born in 2015 in collaboration with the
Nagoya Kanko Hotel — which has rich and long-established history and tradition
in Nagoya — and the Wakamiya Hachiman Shrine which is home to the gardian
deities in Owari Nagoya area. "Wakamiya no Mori Geihinkan" is a guest house that
welcomes you to experience Japanese culture while enjoying its architectural design:
a fusion of Japanese and Western style. It is also recommended for foreign guests.
名古屋市内で最も長い歴史と伝統を誇る名古屋観光ホテルと 尾張名古屋の総鎮守 として由緒
ある若宮八幡社とのコラボレートにより2015年に誕生。神社の境内に作られた迎賓館は和洋の融
合したデザインで日本文化にも触れていただける空間となっており、外国人ゲストにもお勧めです。

SAKURA

TACHIBANA

As the facility is located in the precinct of a
Shinto shrine, you can enjoy the food and
service of the hotel while experiencing Japanese
culture.
神社の境内に建てられた施設であるため、日本の文化
を体験しつつ、ホテルのお料理・サービスをお楽しみい
ただけます。

TOKOWAKA

Example of Use / 利用実績
VIP Dinner of an international medical conference, etc. / 医学系国際学会 VIP Dinner 他 Participants 40 / 参加人数 40

Wakamiya Hachiman Shrine 若宮八幡社

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料

3-35-30 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi

Approx. 5 min. on foot from Yabacho Station on the subway 地下鉄矢場町駅から徒歩約5分
Approx. 15 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約15分
Approx. 45 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約45分
5 passenger vehicles (paid parking) / 普通車 5台（有料）
10:00 a.m. - 9:00 p.m.
Tuesdays, summer and winter season, etc. / 火曜日、夏季・冬季など
Catering / ケータリング

Free / 無料
Location
立地

Room / Space 会
/場

Wakamiya Hachiman Shrine is the main tutelary deity of Nagoya and it is said that the shrine was founded in sometime between 701 and 704. It was
relocated to where it is now in 1610 when Nagoya Castle was built.
Its regular festival, the Wakamiya Festival, held on May 15th and 16th every year is one of the three major festivals in Nagoya. A ﬂoat and a portable shrine
go back and forth between Wakamiya Hachiman Shrine and Nagono Shrine on the festival days.
若宮八幡社は名古屋の総鎮守としてその歴史は長く、
創建は大宝年間とされています。
慶長15年(1610年)の名古屋城築城時に現在の地へ遷座されました。
毎年5月15、
16日の例祭である
「若宮まつり」
は名古屋三大祭とされ、
山車1両
（福禄寿車）
と神輿が、
那古野神社との間を往復して行われます。
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TACHIBANA

Indoors
屋内

SAKURA

Indoors
屋内

TOKOWAKA

Indoors
屋内

Available Time / 利用可能時間
URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

愛知県名古屋市中区栄3-35-30

Area
広さ
Floor Space / 床面積
250㎡
Ceiling Height / 天井高
7.1m
Floor Space / 床面積
137㎡
Ceiling Height / 天井高
3.1m
Floor Space / 床面積
60㎡
Ceiling Height / 天井高
2.8m

10:00 a.m. - 9:00 p.m.

Available / 可

Party
パーティー（名）
Seated / 着席 100
Standing / 立食 120
Seated / 着席 50
Standing / 立食 80

Price（JPY）
利用料金（円）

Theater / シアター
200
School / スクール
140
Theater / シアター
Available
Yes
80
可
School / スクール 有
40

Meeting room fee (2 hours) /
会議室料金（2時間）: 181,500
Meal room fee (3 hours) /
食事室料金（3時間）: 36,300
Meeting room fee (2 hours) /
会議室料金（2時間）: 121,000
Meal room fee (3 hours) /
食事室料金（3時間）: 24,200
Meeting room fee (2 hours) /
会議室料金（2時間）: 60,500
Meal room fee (3 hours) /
食事室料金（3時間）: 12,100

Seated / 着席 20
Standing / 立食 30

Restaurant / 飲食施設

https://www.wakamiya-wedding.jp/

Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
飲食
最大収容人数（名）

ー
Yes / 有
Inquiry / お問い合わせ

banquet@nagoyakankohotel.co.jp

・50% of normal capacity / 通常の50%の定員
・Splash prevention tabletop divider panel: 2,200 yen (excluding tax), splash prevention acrylic panel for podium 15,400 yen
(excluding tax) / 飛沫防止卓上仕切りパネル2,200円税別、飛沫防止演台用アクリル板15,400円税別
・Please make sure that visitors disinfect themselves before entering. Alcohol disinfectant is placed at the entrance in the facility.
施設入口にはアルコール消毒液が設置してありますので、来場者に入場の際は消毒するよう徹底してください。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

❾ Osu Variety Theater / 大須演芸場

会議

パーティー

Private

Part y Meeting

Max

179

Osu Variety Theater is the only permanent theater which holds Yose, Japanese
vaudeville performances, since the Edo era. Yose is held from the 1st to the
7th of every month, but the theater can be rented for the rest of month.
江戸時代から続く寄席を東海地域で唯一開催している常設小屋です。毎月1日〜7日は定席寄
席が開催されますが、
それ以外は劇場として貸出ししています。

Outside / 外観

Second ﬂoor seating / 2階客席

Example of Use / 利用実績
First ﬂoor seating / 1階客席

Participants / 参加人数 100

INFORMATION

Osu 大須

Address / 住所
Access / アクセス

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 木戸銭（入場料）
Catering / ケータリング

Osu Kannon, which Tokugawa Ieyasu had relocated from Mino (today s Gifu
Prefecture) about 400 years ago, has been much loved by the people of Nagoya
for centuries. On the 18th and 28th of every month, the temple fete, antique
market is held, attracting large crowds. The Osu Shopping District oﬀers a
diverse range of shopping experiences, including anime and cosplay specialty
stores. Shoppers stroll along the streets, eating snacks as they walk. As
Nagoya s largest shopping district, it oﬀers something for everyone, young and
old alike, including tourists from overseas.

Osu Shopping District / 大須商店街

約400年前、徳川家康が美濃(岐阜県)から移した大須観音は、古くから名古屋の人々に親しまれてお
り、毎月18日と28日の縁日には骨董市で賑わいます。大須商店街は、
アニメやコスプレの専門店をは
じめ、様々な買い物が楽しめ、食べ歩きをしながら散策できる、子供から大人まで、外国人観光客も楽
しめる名古屋最大の商店街です。

Room / Space 会
/場

Osu Kannon Temple / 大須観音
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Regular Meeting of Medical Practitioners Association / 保険医協会例会

Osu Variety Theater
大須演芸場

Available Time / 利用可能時間
URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

Osu 2-19-39, Naka-ku, Nagoya, Aichi

愛知県名古屋市中区大須2-19-39

Approx. 3 min. on foot from Osu Kannon Station on the subway
Approx. 15 min. by subway from Nagoya Station
Approx. 60 min. by train from Chubu Centrair International Airport

地下鉄大須観音駅から徒歩約3分
名古屋駅から地下鉄で約15分
中部国際空港から電車で約60分

ー
11:00 a.m. - 1:30 p.m., 2:30 p.m. - 5:30 p.m.
Irregular（closed intermittently for maintenance）/ 不定休（保守点検による臨時休業日有）
Adults: ¥3,000; Students from elementary school to university: ¥2,400; Groups of 25 or more: ¥300 - 400 discount per person
大人 3,000円、小中高・大学生 2,400円、団体（25名様以上）300円〜400円割引
Availabe / 可
Location
立地

Area
広さ

Indoors
屋内

Floor Space / 床面積
1F 285.90㎡
2F 103.93㎡

Party
パーティー（名）

Food and Drink
飲食

Wiﬁ

Price
（JPY）
利用料金（円）

Seated / 着席 179
*Chair / 椅子 131
Tatami / 座敷 48

Available
可

Yes
有

Consultation
necessary
要相談

9:00 a.m. - 9:30 p.m.
http://www.osuengei.nagoya/
Installed splash prevention ﬁlms and acrylic plates for reception (a total of 3) / 受付用飛沫防止ビニールガード、
アクリル板（合計3）
Two non-contact thermometers are available. / 非接触型検温器（合計2）

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

会議

Private Meeting

❿ Shinshu Otaniha Nagoya Betsuin (Higashi Betsuin)

Max

ー

Shinshu Otaniha Nagoya-Betsuin was built in 1690 at the site where
Furuwatari castle had been, with a large precinct and several halls. It is carefully
preserved as the only branch temple of Shinshu Otaniha in the Owari area.

真宗大谷派名古屋別院（東別院）

真宗大谷派名古屋別院は1690年に古渡城の跡地に建立されました。広い境内と複数の広間
を備えた寺院です。真宗大谷派の尾張地区唯一の別院として大切に護持されています。

Large Room
本堂下広間

Taimenjo
(Sermon Hall)
対面所

Example of Use / 利用実績
Nagoya Exposition (1874), Graduation Works Exhibition at the University of the Arts, etc.
名古屋博覧会（明治7年）
、芸術大学卒業制作展等

Main Hall / 本堂

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料

Approx. 100 passenger vehicles (Temporary parking for 120 vehicles) / 普通車 100台（臨時駐車場として120台）
9:30 a.m. - 4:30 p.m. *Open hours of the main hall / 本堂開放時間 May to Sep / 5〜9月: 6:00 a.m. - 5:30 p.m.; Oct to Apr / 10〜4月: 6:00 a.m. - 4:30 p.m.)
ー
Available / 可

Catering / ケータリング

Free / 無料

Room / Space 会
/場

Party
パーティー（名）

Taimenjo(Sermon Hall)
対面所

Indoors
屋内

Floor Space / 床面積
256㎡
Ceiling Height / 天井高
10m

ー

Main Ground
境内

Outdoors
屋外

Floor Space / 床面積
7919㎡

ー

Large Room
本堂下広間

Indoors
屋内

Floor Space / 床面積
171〜342㎡
Ceiling Height / 天井高
2.5m

ー

URL

Front Approach / 参道

Approx. 5 min. on foot from Higashi Betsuin Station on the subway 地下鉄東別院駅から徒歩約5分
Approx. 15 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約15分
Approx. 60 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約60分

Area
広さ

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
Main Ground / 境内

愛知県名古屋市中区橘2-8-55

Location
立地

Available Time / 利用可能時間

23

2-8-55 Tachibana, Naka-ku, Nagoya, Aichi

Consultation necessary / 要相談
https://www.ohigashi.net/

Restaurant / 飲食施設

Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
飲食
最大収容人数（名）

Consultation necessary
要相談

ー

Available
可

ー

ー

Price（JPY）
利用料金（円）

ー

Consultation necessary
要相談
Consultation necessary
要相談

Yes / 有
Inquiry / お問い合わせ

somu@ohigashi.net

30 long desks, 100 chairs, 150 seating chairs, and microphone facilities are available in Taimenjo (Sermon Hall) and Large Room
長机30本、椅子100脚、座椅子150脚、
マイク設備（対面所、本堂下大広間）

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。

AICHI-NAGOYA UNIQUE VENUE GUIDE

24

Nagoya City / 名古屋市

貸切

Private

⓫ The Tokugawa Art Museum / 徳川美術館

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

150

The Tokugawa Art Museum preserves and displays treasures of the Owari Tokugawa,
the senior branch of the three collateral houses of the Tokugawa. It was established in
Nagoya in 1935 by the nineteenth-generation head of the family, Yoshichika, who
wished to pass down daimyo culture to the future generations. The scale and quality of
its family treasures reflect the status and history of the Owari Tokugawa.
尾張徳川家の数々の名宝を、当時のままに伝える唯一の美術館。徳川家康の遺品を中心に、刀剣、茶道具、
能装束など１万件余りを収蔵。国宝「源氏物語絵巻」
をはじめ、国宝９件、重要文化財５９件など、種類の豊富
さ、質の高さ、保存状態の良さを誇ります。

Example of Use / 利用実績

Reception for medical academic societies, retailers'
fair, the general meeting of the Chamber of
Commerce and Industry, etc.
医学系学会レセプション、小売業者即売会、商工会議所総会 など

Lecture Hall / 講堂
For nighttime rentals after the museum closes, you can
enjoy the museum's exhibition rooms at ease (except for
Hosa Library Exhibition Room). You can also use the
museum's auditorium (included in the charter fee).
There are restaurants (Japanese Restaurant Houzentei
and Garden Restaurant Tokugawaen) within walking
distance, which are ideal for combining with banquet
and party plans after viewing. *These restaurants are
operated separately from the museum.

Outside / 外観

Entrance Hall / エントランスホール

閉館後夜間貸切は、館内展示室をごゆっくり鑑賞できます。
（蓬左文
庫展示室除く）
また、館内講堂をご利用可能です。
（貸切料金に含む）
徒歩圏内に、
レストラン
（日本料理 宝善亭、
ガーデンレストラン徳川
園）がございますので、観覧後の宴会・パーティープランの組み合わ
せに最適です。
※レストランは、当館とは別運営の施設です

Party Scene / パーティーの様子

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング

Gallery 3 / 第三展示室

Room / Space 会
/場

Gallery 1 / 第一展示室

Kuromon gate / 徳川園 黒門

Monday (or following weekday if Monday is a public holiday) and mid Dec. to early Jan.
月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌平日）、12月中旬〜1月初旬
Adults: ¥1,400; 65 years or older: ¥1,200; Students (senior high school students or above): ¥700; Junior high school and
elementary school students: ¥500;Groups of 20 or more: ¥200 discount per adult and ¥100 discount per student
大人 1,400円、65歳以上 1,200円、高校生以上 700円、小中学生 500円、
団体（20名以上）
は大人 200円引、その他 100円引
Available / 可

Lecture Hall
講堂

Indoors
屋内

Seated / 着席
120〜150

ー

Entrance Hall
エントランスホール

Indoors
屋内

Seated / 着席 50
Standing / 立食 100

Available
可

Tea House ２ rooms
茶室 ２室
（餘芳軒+山ノ茶屋）

Indoors
屋内

Seated / 着席
15〜20

ー

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

Gallery 4 / 第四展示室

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Party
パーティー（名）

Restaurant / 飲食施設

愛知県名古屋市東区徳川町1017

Approx. 10 min. on foot from South Exit of JR Ozone Station JR大曽根駅南口から徒歩約10分
Approx. 20 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約20分
Approx. 60 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約60分
17 passenger vehicles(free), 80 passenger vehicles (paid parking), 9 buses (paid parking)
普通車 17台（無料）
・80台（有料）、
バス 9台（有料）

Location
立地

Available Time / 利用可能時間

25

1017 Tokugawa-cho, Higashi-ku, Nagoya, Aichi

Food and Drink
Wiﬁ
飲食

Yes
有

Price（JPY）*tax not included
利用料金（円）※税別

20,000/1ｈ
*Entrance fee not included
10,000/1h(extension charge)
1時間2０，
０００円（入館料別）、延長料金1時間10,0000円

Use in New Lifestyles
「新しい生活様式」
による利用
Seated / 着席 60〜80

Free *Entrance fee not included
Night rent only
無料（入館料別）※夜間貸切時のみ利用可能

Standing / 立食 50

150,000 (8:30 a.m. - 5:30 p.m.)
*Entrance fee not included（入館料別）

Seated / 着席 5〜10

5:30 p.m. - 8:00 p.m. *Night rental after museum closing / 閉館後夜間貸切 (- 9:00 p.m.: For an extension charge / 別途延長料金で 〜21：00まで）
Yes / 有

URL

https://www.tokugawa-art-museum.jp/

・At the entrance of the facility, please take your temperature and disinfect your hands. / 施設入口にて、検温、手の消毒
・Inside the museum, please wear a mask and refrain from talking. / 館内は、
マスク着用、会話を控える、
ことをお願いしています
・If there are too many visitors in each exhibition room, admission will be restricted in front of the exhibition room.
各展示室にて、
お客様が多い場合、展示室前にて入場制限します

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

Private

⓬ Garden Restaurant Tokugawaen

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

120

Tokugawa Garden is a cultural heritage passed down by the Owari lineage of the
Tokugawa Clan. With a total area of 4.5 hectares, this traditional Japanese garden is
designed in the chisen-kaiyushiki style, with a pond encircled by a promenade path. The
garden also features a restaurant in an authentic Japanese-style building, situated amidst
the abundant greenery and offering splendid views of the Japanese garden.

/ ガーデンレストラン徳川園

徳川園は尾張徳川家に伝わる文化遺産の一つで、総面積 4.5ヘクタールにも及ぶ池泉回遊式の日本庭園
です。園内には緑豊かな自然の中に佇む、優雅に日本庭園を望む純和風な建物のレストランがあります。

Garden Restaurant Tokugawaen / ガーデンレストラン徳川園

A restaurant is distinctive for the harmonious blend of
Japanese and Western style in both its cuisine and its
ﬁttings. The Garden Hall party room is available for
banquets and parties of up to 120 people.

ガーデンレストラン徳川園は和と洋が融合した料理と設えが
特徴的で、
「ガーデンホール」では最大120名様までの宴会や
パーティーができます。

Example of Use / 利用実績
※The gardens are

Tokugawa Garden / 徳川園
lit up at night only in certain seasons.
/ ライトアップは季節限定

President's banquet for the 93rd Annual Meeting of The Japanese Association for Infectious Diseases
(45 participants), reception for medical academic societies, retailers' fair, the general meeting of the
Chamber of Commerce and Industry, etc.
第93回日本感染症学会会長招宴 等 参加人数：45名、医学系学会レセプション、小売業者即売会、商工会議所総会 など

INFORMATION
Address / 住所

Access / アクセス

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日

1001 Tokugawa-cho, Higashi-ku, Nagoya, Aichi

Approx. 10 min. on foot from South Exit of JR Ozone Station JR大曽根駅南口から徒歩約10分
Approx. 20 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約20分
Approx. 60 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約60分
82 passenger vehicles, 7 buses (paid parking) / 普通車 82台、
バス 7台（有料）
11:00 a.m. - 3:00 p.m. and 5:00 p.m. - 10:00 p.m.
Year-end and New Year holidays / 年末年始

Room / Space 会
/場

Location / 立地

Area / 広さ

Party / パーティー（名）

Food and Drink / 飲食

Indoors
屋内

Floor Space / 床面積 180㎡
Ceiling Height / 天井高 2.7m

Seated / 着席 100
Standing / 立食 120

Available
可

Maximum Capacity / 最大収容人数（名） Wiﬁ
Garden Hall
ガーデンホール

School / スクール 60
Theater / シアター 100
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

Available Time / 利用可能時間 Weekday / 平日
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
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RYUSENKO (RYUSEN Lake) / 龍仙湖

OZONE NO TAKI (OZONE Waterfall) / 大曽根の瀧

愛知県名古屋市東区徳川町1001

Yes
有

Price（JPY）/ 利用料金（円）

Remarks / 備考

Lunch / ランチ
33,000/2h
Dinner / ディナー
55,000/2h

Sit-down meal: Lunch from ¥4,400-; Dinner from ¥8,800Buﬀet meal: Lunch ¥4,400-; Dinner from ¥5,500料理（着席）
：ランチ4,400円〜、
ディナー8,800円〜
料理（立食）
：ランチ4,400円〜、
ディナー5,500円〜

Maximum Capacity / 収容可能人数: School / スクール 40
No standing meals are provided / 立食は実施していない
URL

Theater / シアター 50

Seated / 着席 60

http://www.gr-tokugawa.jp/

Acrylic plate sets on the table (limited number of people) and two non-contact thermometers are available. / Alcohol disinfectant
is placed in several places in the facility.
テーブル上にアクリル板セット貸出あり。
（人数制限あり）／非接触型検温器2個。施設内の数か所にアルコール消毒液を配置。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

パーティー

Max

会議

Part y Meeting

⓭ Higashiyama Sky Tower / 東山スカイタワー

90

Higashiyama Sky Tower stands right next-door to Higashiyama Zoo and Botanical
Gardens. It was built in 1988 in celebration of the 100th anniversary of the
establishment of Nagoya City. The building is 134 meters tall, but since it stands on an
80-meter tall hill, its observation deck is at a total height of over 200 meters. At night
you can enjoy a romantic night view having dinner. That splendid view has been
selected as a Night View Heritage of Japan and one of Japan's 100 best night views.
東山スカイタワーは標高180mに位置する展望室からは足元に広がる東山動植物園や名古屋の景色を３６０度パノ

ラマで眺めることができます。
「日本夜景遺産」
「夜景１００選」
にも選ばれている市内有数の夜景スポットです。最上階

の展望レストランでは、
カジュアルなランチから本格的なコースディナーなどを素敵な景色と一緒にお楽しみください。

Outside / 外観

Inside / 内観

Inside / 内観

Restaurant / レストラン

Cuisine / 料理

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング
View from Higashiyama Sky Tower
東山スカイタワーからの景色

Room / Space 会
/場

Skyrestaurant
NAGOYA Higashiyama
スカイレストラン
NAGOYA東山

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

View from Higashiyama Sky Tower
東山スカイタワーからの景色

Higashiyama Zoo and Botanical Gardens and Higashiyama Sky Tower
東山動植物園と東山スカイタワー

愛知県名古屋市千種区田代町瓶杁1-8

Approx. 15 min. on foot from Hoshigaoka Station on the subway 地下鉄星ヶ丘駅から徒歩約15分
Approx. 30 min. by car from Nagoya Station
名古屋駅から車で約30分
Approx. 60 min. by car from Chubu Centrair International Airport
中部国際空港から車で約60分
280 passenger vehicles (paid parking) *Buses (Reservation system available) / 普通車 280台（有料）、バス駐車可（予約システムあり）
9:00 a.m. - 9:30 p.m. (Last admission / 最終入館: 9:00 p.m.)
Monday (or following weekday if Monday is a public holiday) / 月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌平日）
Adults: ¥300; Free for junior high school students or younger: free *Groups of 20 or more: ¥270 per adult; groups of 100 or more: ¥240 per adult
大人 300円、中学生以下無料 ※団体（20名以上）
：大人 270円、
（100名以上）
：大人 240円
ー
Location
立地

Inside / 内観

Available Time / 利用可能時間

29

1-8 Kameiri, Tashiro-cho, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi

Indoors
屋内

Area
広さ

Party
パーティー（名）

Floor Space
床面積
200㎡

Seated / 着席
90

Standing / 立食
Ceiling Height
Consultation necessary
天井高
要相談
6.8m

Food and Drink
飲食

Available
可

Wiﬁ

ー

9:00 a.m. - 9:30 p.m.

Price（JPY）
利用料金（円）

From ¥3,000
per person
1人 3,000円〜

URL

Remarks / 備考

Admission fee is required.
要入館料

http://www.higashiyamaskytower.jp

・Disinfectant is installed at the entrance of the facility. / 施設内入り口あるコース消毒設置
・People in an elevator is limited. / エレベーター人数制限
・When using the benches in the facility or waiting for elevators, keep a safe distancing is required.
施設内ベンチ利用時及びエレベーター待ち時には間隔をあけてください
・When entering the Sky Restaurant, body temperature check will be required. / スカイレストラン入店時は検温

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

⓮ Port of Nagoya Public Aquarium / 名古屋港

貸切

水族館

Max

パーティー

Private

Part y

600

This aquarium is one of the Japan’s largest aquariums, rearing and exhibiting
approximately 500 species and 50,000 of aquatic animals in tanks with a total
volume of 24,600 tonnes. The 2nd floor of the North Building, which houses
the dolphin tanks, is available as a venue for a ceremony or a party. The 3rd
floor stadium in the North Building features dolphin performance in one of
Japan’s largest pools. In the South Building, the area in front of the Kuroshio
Large Tank, where some 35,000 sardines swim, is available as a function venue.
飼育展示数約500種50,000点、水槽総容量24,600ｔの日本最大級の水族館です。イルカ
水槽のある北館２階は、記念式典やパーティー会場として利用できます。
また、北館３階スタ
ジアムでは日本最大級のプールにてイルカパフォーマンスをご覧いただけます。南館では３万
５千匹のイワシが泳ぐ黒潮大水槽前が会場となります。

Example of Use / 利用実績

Conference banquet venue / 学会懇親会会場

Participants / 参加人数:500

Here is available for buﬀet party for up
to 600 guests. Guests can enjoy the
occasion while looking at cetaceans
such as orcas and dolphins.
最大600名程度で立食パーティーのご利用が
可能です。大水槽に泳ぐシャチやイルカをご覧
いただきながらお楽しみ頂けます。
The area in front of the Kuroshio Large
Tank in the South Building is available
for buﬀet parties for up to 100 guests.
Guest can enjoy the occasion while
looking at the some 35,000 Japanese
sardines swimming in the tank.
南館黒潮大水槽前では、100名程度で立食
パーティーのご利用が可能です。約３万５千匹
ものマイワシが泳ぐ様子を語らにただ着ながら
お楽しみ頂けます。

Main Pool(North Bldg. 2&3F)

INFORMATION
Address / 住所

メインプール（北館2・3階）

1-3 Minato-Machi, Minato-ku, Nagoya, Aichi

Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング
Room / Space 会
/場
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Non-peak times / 通常期 ：9:30 a.m. 〜5:30 p.m.

Golden Week and summer holidays / GW・夏休み：9:30 a.m. 〜8:00 p.m. Winter /冬期：9:30 a.m. 〜5:00 p.m.

Mondays (or Tuesday if Monday is a public holiday); may be closed other days intermittently in winter
毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日）、冬期に臨時休業有

Adults: ¥2,030; Elementary and junior high school students: ¥1,010; Pre-school aged children aged 4 years or older: ¥500;
Group discounts available / 大人 2,030円、小中学生 1,010円、4歳以上 500円 団体割引有
Available / 可
Location / 立地
Indoors / 屋内

North Bldg. 2F / 北館2階

Indoors / 屋内

North Bldg. 2&3F / 北館2・3階

Indoors, Outdoors/ 屋内外

North Bldg. 2&3F and South Bldg. / 北館2・3階及び南館 Indoors, Outdoors/ 屋内外

Restaurant / 飲食施設

長さ60ｍ、幅30ｍ、最大水深12ｍの巨大プール。3,000人が収容できるスタンド
で、動物たちのパフォーマンスを楽しみながら、彼らが本来持つ生態に迫ることが
できます。

700 passenger vehicles, 23 buses（paid parking）/ 普通車700台、
バス23台（有料）

South Bldg. / 南館

Available Time / 利用可能時間

Massive pool with a length of 60 meters, a width of 30 meters, and a
maximum depth of 12 meters. The stands accommodate 3,000
spectators, who can enjoy the performances of the creatures while
also gaining a close-up view of their natural ecology.

愛知県名古屋市港区港町1-3

Approx. 5 min. on foot from Nagoyako Station on the subway
地下鉄名古屋港駅から徒歩約5分
Approx. 25 min. by train from Nagoya Station
名古屋駅から電車で約25分
Approx. 60 min. by train from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から電車で約60分

Remarks / 備考

URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

Party / パーティー（名） Food and Drink / 飲食 Wiﬁ Price（JPY）/ 利用料金（円）
180,000 〜

Standing / 立食 100
Seated / 着席 200
Staning / 立食 600

Available
可

Yes
有

280,000

650,000 〜 2,350,000
770,000 〜 2,470,000
1,050,000 〜 2,750,000

Opening days during non-peak times and winter（from closing time to 10:00 p.m., including set-up and removal） 通常期及び冬期の営業日（設営撤去含め閉館後〜22時）
Yes / 有
・Prices vary according to the number of guests. ・Venues may not be used for commercial purposes. ・Applications must be made at least
four（4）months in advance for the North Building and at least two（2）months in advance for the South Building. ・Use of the venues may
be changed or cancelled suddenly for reasons such as the condition of the exhibited creatures（birth, ill health, etc.）or urgent maintenance.
・料金は利用人数により異なります。 ・営利目的のご利用はできません。 ・申込期限は北館4ヶ月前、南館2ヶ月前まで。
・展示生物の状況（出産や体調の変化等）、緊急を伴うメンテナンス等の理由により利用内容の急な変更や中止があります。
https://nagoyaaqua.jp/
Thermographic camera is available at the entrance. Please disinfect yourself. Alcohol disinfectant is placed at the entrance and
exit in the facility. At the moment, not available for parties that include food and beverages and for events with large groups.
入口のサーモグラフィーカメラをご利用いただけます。施設入口及び出口にアルコール消毒液を設置していますので消毒をお願いします。現状飲食を含むパーティー及び大人数でのイベント利用はお受けできません。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

会議

Private Meeting

⓯ Port of Nagoya Wildflower Garden
Bluebonnet

Max

100

Wildflower refers to those flowering plants that create an ambience of natural beauty.
Different flowers bloom in each season and 23 different garden styles can be seen.
You can enjoy 20 - 40 kinds of wildflowers consecutively in bloom in spring and
autumn. There is a gift shop which is popular among people of all ages. You can
refresh yourself in a healing space surrounded by flowers and greenery under the blue
sky by the sea.

名古屋港 ワイルドフラワーガーデン ブルーボネット

野性的で素朴な美しさを楽しめる自然庭園。園内では季節毎に花々が咲き、23のガーデンスタイルが楽し
めます。
ワイルドフラワーの里では、春と秋に20〜40種類のワイルドフラワーたちが美しく咲き乱れる花のリ
レーが楽しんでいただけます。幅広い年齢層に喜ばれている小物雑貨のショップも人気。青い空と海のもと、
花と緑に囲まれた癒しの空間でリフレッシュしませんか?

Example of Use / 利用実績
Music concerts, garden weddings, etc. / 音楽コンサート、
ガーデンウェディング 等

Inside/ 内観

Inside the garden / 園内

Inside/ 内観

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング

9:30 a.m. - 5:00 p.m.（Dec 1 to 25 / 12月1〜25日: 9:30 a.m. - 4:00 p.m.）
Mondays (or Tuesday if Monday is a public holiday), Dec 26 to the end of Feb; may be closed other days intermittently during
members-only events
月曜日が祝日の場合は翌日が休園日。12/26〜翌2/末日まで休園日。会員限定イベント等臨時休園日有。
Adults: ¥300; Children: ¥150; Groups of 30 or more: 10% OFF per person / 大人 300円、小人 150円、団体（30名以上）10% OFF
Available / 可

Room / Space 会
/場

Sunny House
サニーハウス

Indoors and
Outdoors
屋外・屋内

Approx. 50 square meters / 約50㎡
(For weddings, concerts, exhibitions, etc.)
（ウェディング、
コンサート、展示会等）

Seminar Room
セミナールーム

Indoors
屋内

Approx. 18 square meters / 約18㎡
(For lectures, waiting rooms, etc.)
（講座・控室等）

Indoors
屋内

Approx. 31 square meters / 約31㎡
(For meetings and waiting rooms, etc.)
（会議・控室等）

URL
Inside the garden / 園内

230 passenger vehicles, 7 buses / 普通車 ２３0台、
バス 7台

Area
広さ

Available Time / 利用可能時間

Inside the garden / 園内

愛知県名古屋市港区潮見町42

Approx. 40 min. by bus from Kanayama Station on the subway 地下鉄金山駅からバスで約40分
Approx. 25 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約25分
Approx. 35 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約35分

Location
立地

Hall
多目的ホール

33

42 Shiomi-cho, Minato-ku, Nagoya, Aichi

Consultation necessary / 要相談

Restaurant / 飲食施設

Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
飲食
最大収容人数（名）
ー

Approx. 100
100名程度
Up to 30 people
30名まで

Available
可

Up to 50 people
50名まで

Price
（JPY）
利用料金（円）
Consultation necessary
要相談

ー

¥3,000 / 2 hours
3,000円 / 2時間
¥5,000 / 2 hours
5,000円 / 2時間

Yes / 有

http://www.wfg-bluebonnet.com/

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagoya City / 名古屋市

貸切

Private

⓰ SCMAGLEV and Railway Park / リニア・鉄道館

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

1000

This museum introduces the advances in high speed railway through rolling
stock displays, which include the Superconducting Magnetically Levitated
Vehicle (Maglev), as well as historic railway rolling stock. This park offers a
place to learn how the railway has impacted our society, economy, culture
and lifestyle. People of all generations can enjoy learning through the
numerous models and simulators.
東海道新幹線を中心に、在来線から超電導リニアまでの展示を通じて
「高速鉄道技術の進歩」
を
紹介します。鉄道が社会に与えた影響を、経済、文化および生活などの切り口で学習する場を
提供します。模型やシミュレータ等を活用し、子どもから大人まで楽しく学べます。
Guests may enter the whole space after closing time and
view the exhibits. A variety of other accommodations
may also be made, such as arranging a party with food
or tours of rolling stock that are normally not on public
view. Guests will also have use of the various simulators
while they have the park hired out.
閉館後にご入館いただき、館内展示等を貸し切りでご鑑賞いただけ
ます。
ご要望に応じて、館内での食事付きパーティーや、普段は公開し
ていない車両のご案内等、様々なアレンジが可能です。また、貸切時
間中、各種シミュレータをご利用いただけけます。

Example of Use / 利用実績

Company exchange meetings, labor unions, etc. / 企業交流会、労働組合 等 Participants / 参加人数 200〜300

Shinkansen Train Driving Simulator

INFORMATION
Address / 住所

新幹線シミュレータ「N700」

Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間

3-2-2 Kinjofuto, Minato-ku, Nagoya, Aichi

Approx. 2 min. on foot from Kinjo-Futo Station on the Aonami Line あおなみ線金城ふ頭駅から徒歩約2分
Approx. 30 min. by car from Nagoya Station
名古屋駅から車で約30分
Approx. 40 min. by car from Chubu Centrair International Airport
中部国際空港から車で約40分
None（Parking is available at the nearby Nagoya Municipal Kinjo-Futo Parking Lot）/ 無（近隣の名古屋市営金城ふ頭駐車場が利用できます）
10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Closed / 休館日

Tuesdays（or the following day if Tuesday is a public holiday）, Year-end and New Year holidays / 火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始

Admission / 入館料

Adults: ¥1,000; Elementary, junior high, and senior high school students: ¥500; Pre-school aged children aged 3 years or older: ¥200
*Groups of 20 or more: ¥800 per adult; ¥400 per elementary, junior and senior high school student; ¥100 per pre-school aged child
大人 1,000円、小中高生 500円、幼児（3歳以上）200円 ※団体（20名以上）
：大人 800円、小中高生 400円、幼児 100円

Catering / ケータリング

Available / 可
Location
立地

Room / Space 会
/場

Gain a realistic, powerful, ﬁrst-hand experience of operating a
Shinkansen bullet train in a life-size simulator of the N700 Series
Shinkansen. Guests who do not want to drive can still also view the
exhibits and enjoy the sense of speed that is unique to the N700 Series.
N700系新幹線の実物大の運転台で臨場感と迫力のある運転操作を体験。運転
操作をしない方も、展示室内の見学が可能で、N700系ならではのスピード感が
楽しめます。
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愛知県名古屋市港区金城ふ頭3-2-2

SCMAGLEV
and
Railway Park
リニア・鉄道館

Available Time / 利用可能時間

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

Area
広さ

Party
パーティー（名）

Food and Drink
飲食

Wiﬁ

Price（JPY）
利用料金（円）

Remarks / 備考

700,000

・In addition to the fees listed on the left,
business administration fees are required.
左記料金の他、営業管理費が必要です。
・Food and beverage expenses are not
included. / 飲食費用は別途かかります。
・Additional charges apply for more
than 501 people or extension of time.
501名以上での利用及び時間超過の際は別
途費用が発生します。

No meals/食事なし
1000
Indoors
屋内

14,400㎡

Seated / 着席
200

Available
可

ー

Standing / 立食
400
2 hours between 6:00 p.m. and 9:00 p.m. / 18:00〜21:00のうち2時間

URL

http://museum.jr-central.co.jp/

Your body temperature will be taken in the entrance hall when you enter the building. Visitors with cold symptoms or who are not feeling well
will not be admitted. Please wear a mask and follow cough etiquette. Please wash your hands and disinfect your hands. Alcohol disinfectant is
available in the entrance hall. Please keep a safe distance from other visitors in the building. Staﬀ will wear masks when serving customers.
ご入館時、
エントランスホールで体温計測を行います。風邪症状のある方、体調のすぐれない方はご入館できません。
ご来館される方はマスクを着用し、
咳エチケットをお守りください。手洗い及び手指消毒をしてください。
エントランスホールにアルコール消毒液を設置しています。館内ではお客様同士の
間隔を確保してください。
スタッフはマスクを着用して接客します。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Toyoyama Town / 豊山町

パーティー

Part y

⓱ AICHI MUSEUM OF FLIGHT

Max

ー

An aircraft museum located at the Prefectural Nagoya Airport. It has displays
of real aircrafts, including the YS-11—the first post-war passenger aircraft
made in Japan, which made its first flight at Nagoya Airport. It also offers
experiential programs, such as trying your hand at being a pilot or mechanic,
and a science lab where you can have fun learning about how planes fly.

/ あいち航空ミュージアム

県営名古屋空港内の航空機をテーマとしたミュージアムで、戦後初の国産旅客機ＹＳ−１１など、愛
知県ゆかりの機体を展示しています。
パイロットや整備士などの職業体験やサイエンスラボでの航
空教室などにより、航空機の飛ぶ仕組みを、触れて、考え、学ぶことができる施設となっています。

Café / カフェ

Ｍｅｓ
ｓｅＰ
ｌ
ａｚａ / メッセプラザ

This is Japan's only aircraft-themed museum located in an airport. The museum is equipped with free wiﬁ
and has a Messe Plaza for meetings and events. You can use Messe Plaza only, but there is also a system
for chartering the museum, which allows you to arrange various things such as a party with meals in the
museum or a special viewing of aircraft that are not normally shown to the public.
国内で唯一空港内に立地する航空機をテーマとしたミュージアムです。館内 Free-Wiﬁ を完備しており、会議やイベン
ト等のスペースとしてメッセプラザがあります。メッセプラザのみのご利用も可能ですが、ミュージアム貸切制度もあり
貸切利用いただきますと、ご要望に応じて館内での食事付パーティーや普段は公開していない機体の特別公開など、様々
なアレンジも可能です。

Example of Use / 利用実績
Inside / 内観

Company-wide meeting / 企業の全社集会

Participants / 参加人数 1,550名

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング
Outside / 外観

Inside / 内観

Inside / 内観

西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内）

Approx. 20 min. by bus from Meitetsu Nishiharu Station or JR Kachigawa Station 名鉄西春駅またはJR勝川駅からバスで約20分
Approx. 20 min. by bus from Nagoya Station
名古屋駅からバスで約20分
Approx. 60 min. by train from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から電車で約60分
10 large-sized buses and multistory parking space is available at Nagoya Airport for passenger vehicles. Opening Hours 9：30 a.m. - 5：00 p.m. (Last admission
大型バス 10台、普通車：県営名古屋空港に立体駐車場あり
営業時間
at 4:30 p.m. / 最終入館は閉館の30分前)

Tuesdays（Open every day in August, may be closed for maintenance inspections）
火曜日
（8月は無休。
メンテナンス等のため臨時休館することがあります。）

Adults: ¥1,000; Senior high school and university students: ¥800; Junior high school and elementary school students: ¥500; Groups of
20 or more: 20% discount / 大人 1,000円、高校・大学生 800円、小中学生 500円、団体（20名以上）2割引
Available / 可
Party
Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
最大収容人数（名）
パーティー（名）
飲食

Location
立地

Area
広さ

Indoors
屋内

Floor Space / 床面積
650㎡
Ceiling Height / 天井高
3.5m

ー

Ａｉ
ｃｈ
ｉＭｕｓｅｕｍ ｏ
ｆＦ
ｌ
ｉ
ｇｈｔ
Outdoors Total / 全体 2,700㎡
あいち航空ミュージアム
屋外
Maximum / 最大 300㎡
（全館貸切）

ー

Deck / デッキ

Room / Space 会
/場
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Ｔｏｙｏｂａ，
Ｔｏｙｏｙａｍａ, Aichi

ＭｅｓｓｅＰ
ｌ
ａｚａ
メッセプラザ

Available
可

Theater / シアター
120
School / スクール
200

Price（JPY）
利用料金（円）

50,400 all days / 全日
11,200/h outside hours / 時間外
Open days: 3 hours after closing (5:30 p.m. to 8:30 p.m.) 402,300
yen; Weekdays: All day except Saturdays, Sundays, and holidays
Yes (9:30 a.m. to 5:00 p.m.) 502,500 yen; Closed days(Tuesdays): 3
有 hours between 9:30 a.m. and 10:00 p.m. 402,300 yen; In addition
to the above fees, group admission fee is required.
開館日：閉館後の3時間（午後5時30分から午後8時30分）: 402,300円／平
日の開館日：土曜日、日曜日、休日を除く終日（午前9時30分から午後5時）:
502,500円／定休日（火曜日）：午前9時30分から午後10時までの間のうち3
時間: 402,300円 ※それぞれ上記金額に加え、団体観覧料相当額が必要
URL

https://aichi-mof.com/

Available Time / 利用可能時間

Consultation necessary / 要相談

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

・An acrylic panel will be installed at the reception counter to prevent droplet infection. Temperature check by thermography and
non-contact thermometers. Hand sanitizer will be installed throughout the building.
受付カウンターに飛沫感染防止用のアクリル板設置。
サーモグラフィーや非接触型体温計による検温の実施。館内各所に手指用消毒液を設置。
・Please refer to the Aichi Museum of Flight website for information on measures to prevent infection by the new coronavirus.
あいち航空ミュージアムＨＰにて新型コロナウイルス感染防止対策について掲載しておりますのでご確認ください。

Restaurant / 飲食施設

Yes / 有

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Inuyama City / 犬山市

Max

会議

Meeting

⓲ The Museum Meiji-mura / 博物館明治村

ー

An outdoor museum with more than 60 historical buildings, mainly from
the late 19th century, that have been relocated, restored and put on display,
including 11 that are designated important cultural properties of Japan. As
well as the architecture, visitors can see some of Japan’s oldest steam
locomotives, which actually plied the railways in the late 19th century, and
a Kyoto streetcar that was built in the late 19th century. Visitors can also
dress up in the fashions of the era, including kimono in the yagasuri
pattern, a traditional Japanese pattern resembling that of arrow feathers.
明治期を中心に重要文化財１１件を含む６０以上の歴史的建造物を移築・保存・展示する野外
博物館。建造物だけでなく明治時代に実際に走行していた
「日本最古級の蒸気機関車」
や
「明治
製造の京都市電」
の体験乗車をはじめ、矢絣などのハイカラ衣装体験もお楽しみいただけます。

Main Entrance Hall and Lobby, Imperial Hotel
帝国ホテル中央玄関

The main entrance hall and lobby of the
Imperial Hotel, which was designed by an
American architect, Frank Lloyd Wright,
who was a giant of the 20th-century
architectural world, and completed in 1923
after four years of construction.
20世紀建築界の巨匠、
アメリカの建築家フランク・ロイ
ド・ライトによって設計され、
大正12年
（1923年）
4年間の
大工事の後に完成した帝国ホテルの中央玄関部分です。

"Musei-do," Gymnasium for Martial Arts, Fourth National High School
第四高等学校武術道場「無声堂」

This large Western-style building was built in
1917 for the Fourth National High School in
Kanazawa City, Ishikawa prefecture. It housed the
dojos of three schools of the martial arts ‒ judo,
kendo, and kyudo. Imagine the countless number
of young people who trained in this Musei-do
over the years.
大正6年（1917年）金沢の第四高等学校に建てられた
もので、柔道、剣道、弓道三つの道場を兼ね備えた大き
な洋風建築物です。長い年月にわたり、幾多の若人が
この「無声堂」で修練を積んできました。

Main Entrance Hall and Lobby, Imperial Hotel
帝国ホテル中央玄関

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング
St. Francis Xavier's Cathedral / 聖ザビエル天主堂

愛知県犬山市字内山１番地

Approx. 20 min. by local bus from the East Exit of Meitetsu Inuyama Station
Approx. 60 min. by car from Nagoya Station
Approx. 90 min. by car from Chubu Centrair International Airport

9:30 a.m. - 5:00 p.m.（Opening and closing times vary according to the season / 季節による変動あり）
Certain closed days in summer and winter. Closed on other days for maintenance. / 夏季・冬季は休村日あり、その他メンテナンス休あり
Adults: ¥2,000; Elementary and junior high school students: ¥700; Groups of 20 adults or more: ¥1,800 per person
大人 2,000円、小中学生 700円、団体（大人20名以上）1,800円
Consultation necessary / 要相談

Mie Prefectural Oﬃce Aya Hall
三重県庁舎「彩の間」

Indoors
屋内

"Musei-do," Gymnasium for Martial Arts, Fourth National High School
第四高等学校武術道場「無声堂」

Remarks / 備考
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
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Streetcars of Kyoto / 京都市電

Mie Prefectural Oﬃce Aya Hall / 三重県庁舎「彩の間」

Area
広さ

Party
Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
パーティー（名）
飲食
最大収容人数（名）

1F usable area
1F使用部分
71㎡

Main Entrance Hall and Lobby, Imperial Hotel
帝国ホテル中央玄関

Available Time / 利用可能時間

名鉄犬山駅東口から路線バスで約20分
名古屋駅から車で約60分
中部国際空港から車で約90分

900 passenger vehicles, 100 buses（paid parking）/ 普通車900台、
バス100台（有料）

Location
立地
Room / Space 会
/場

Kitasato Institute / 北里研究所本館・医学館

１ Uchiyama, Inuyama, Aichi

Consultation necessary / 要相談

Total 全体
123㎡

ー

ー

Consultation
Theater / シアター
necessary
70
要相談

Total 全体
397㎡
Restaurant / 飲食施設

Theater / シアター
100

ー
Yes / 有

URL

Theater / シアター
300

Price（JPY）
利用料金（円）
7,000/h

ー

9,000/h

6,000/h

https://www.meijimura.com/

Other conditions of use apply (Conditions of use, including fees, are subject to change without notice.)
その他利用条件あり
（料金を含む利用条件は予告なく変更する場合があります。）

Consultation necessary / 要相談

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Handa City / 半田市

貸切

Private

⓳ Handa Red Brick Building / 半田赤レンガ建物

会議

パーティー

Part y Meeting

Max

75

The Handa Red Brick Building was first built as the factory of Kabuto
Beer in 1898. This precious building is one of the five largest red-brick
buildings in Japan and was designated as a registered tangible cultural
property and a Heritage of Industrial Modernization. The impressive
stature of the building tells the tale of the determination, abundant
wealth and technical prowess of the people of Handa in those days. It
conveys the spirit of the entrepreneurs who took on challenges to
proceed their accomplishments to nationwide in Japan as a regional
c i t y. T h e b u i l d i n g i s a va i l a b l e f o r a va ri e t y o f u s e s , i n c l u d i n g
conferences, receptions, and events.
半田赤レンガ建物は、明治31年（1898年）にカブトビールの製造工場として誕生。
レンガ建
造物として日本で五本の指に入る規模を誇る貴重な建物で、国の登録有形文化財や近代化

産業遺産にも認定されています。その重厚な佇まいは、半田の先人たちの志と抱負な財力・
技術力を物語っており、地方都市半田から全国へと挑戦した起業家たちの精神を今に伝える
施設です。施設内では会議・レセプション・イベント等の様々な活用が可能です。

Club House A / クラブハウスA

Club House B / クラブハウスB

Example of Use / 利用実績
Outside / 外観

Kabuto Beer / カブトビール

Address / 住所

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング

Room / Space 会
/場

Ｃａ
ｆ
ｅ＆ Ｂｅｅｒｈａ
ｌ
ｌ/ カフェ＆ビアホール

Kabuto Beer produced in the faciltiy was sold
nationwide and so popular that it rivaled the four major
beer makers (Asahi, Sapporo, Kirin, and Ebis). Visitors
can enjoy the reproduced Kabuto Beer at the café.
この施設で作られたカブトビールは、全国で販売され、4大
ビールメーカー（アサヒ、サッポロ、キリン、エビス）
と肩を並
べる程の人気を誇りました。カフェでは、復刻したカブトビー
ルを召し上がっていただけます。
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Club House D / クラブハウスD

Permanent Exhibition Room / 常設展示室

Participants / 参加人数50名

INFORMATION
Access / アクセス

Lawn Square / 芝生広場

Wedding ceremony and reception / 結婚式・披露宴

Club House（A - D）
クラブハウス
（A〜D）
Ｃａ
ｆ
ｅ＆ Ｂｅｅｒｈａ
ｌ
ｌ
カフェ＆ビアホール
ＬａｗｎＳｑｕａｒｅ
芝生広場
Themed exhibit area
企画展示室

Available Time / 利用可能時間

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

8 Enokishita-cho, Handa, Aichi

愛知県半田市榎下町8

Approx. 5 min. on foot from Meitetsu Sumiyoshicho Station 名鉄住吉町駅から徒歩約5分
Approx. 50 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約50分
Approx. 30 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約30分
361 passenger vehicles, 4 buses (consultation necessary) *Shared parking with the adjacent Nagoya Housing Center Handa
普通車 361台、
バス4台（要相談）※隣接のナゴヤハウジングセンター半田会場との共用
9:00 a.m. - 10:00 p.m.（Permanent exhibits and shop close at 5:00 p.m. / 常設展示室・ショップは5:00 p.m.まで）
Year-end and New Year holidays (may close intermittently on other days) / 年末年始（臨時休館有）
Senior high school students or older: ¥200; Groups of 20 or more: ¥160 / 高校生以上 200円、団体（20名以上）160円
Consultation necessary / 要相談

Area
Party
Food and Drink Maximum Capacity
Price（JPY）
Remarks / 備考
Wiﬁ
広さ
パーティー
（名）
飲食
最大収容人数（名）
利用料金（円）
Prices vary according to rooms
Floor Space / 床面積
School / スクール
Indoors
2,950〜
and time.
95.89〜149.00㎡
ー
36〜75
屋内
14,160
利用料金は部屋と時間帯
Ceiling Height / 天井高
Yes
により異なります。
6m
有
Consultation
Minimum of 20 people are
Seated / 着席 60
Indoors
209.45㎡
ー
necessary /
required.
Standing / 立食 60
屋内
要相談
20名以上の利用となります。
Available
No lighting equipment is available.
可
Use in the daytime is recommended.
Outdoors
20,370
1,708㎡
ー
ー
300
（1day / 1日）
照明がないので、
日中の
屋外
ご利用がおすすめです。
Floor Space / 床面積
Indoors
148.82㎡
ー
ー
14,260
ー
ー
Ceiling Height / 天井高
屋内
6m
Consultation necessary / 要相談
Restaurant / 飲食施設
Yes / 有
URL
http://handa-akarenga-tatemono.jp/
Location
立地

・Thermal cameras have been installed at the entrance of the facility. / 施設入口にて、
サーマルカメラ設置しています。
・The capacity of Clubhouses A to D may be limited to half depending on the spread of the new coronavirus.
クラブハウスA〜Dは新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じて、利用定員を半数と制限させていただく場合があります。
・Parties in Cafe & Beerhall are limited to 40 people. / カフェ&ビアホールでのパーティーは40名までとなります。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Nagakute City / 長久手市

⓴ TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM /

貸切

Private

トヨタ博物館

Max

会議

パーティー

Part y Meeting

200

An automobile museum that was opened in 1989 to commemorate the
50th anniversary of the foundation of Toyota Motor Corporation. It
presents in an easily accessible format, centering on displays of actual
vehicles, the history of the automobile from its birth through its
development and growth.
トヨタ自動車株式会社創立50周年を記念して、1989年にオープンした自動車の博物館。
自動車の誕生から発達、発展の歴史を、実車展示を主体にわかりやすく紹介しています。

Hall / ホール

Inside / 内観

Hall / ホール

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間

Inside / 内観

320 passenger vehicles, 7 buses, 8 for handicapped people, 5 charging station for PHV/EV
普通車320台、
バス7台、障がい者用駐車スペース 8台、G-Station
（PHV/EV用充電スタンド）5台
9:30 a.m. - 5:00 p.m.

Admission / 入館料

Adults: ¥1,200; 65 years old or older: ¥700; Junior and senior high school students: ¥600; Elementary school students: ¥400
*Groups of 20 or more: Adults: ¥1,000; 65 years old or older: ¥500; Junior and senior high school students: ¥400; Elementary
school students: ¥300
大人 1,200円、65歳以上 700円、中高生 600円、小学生 400円 ※団体（20名以上）大人 1,000円、65歳以上 500円、中高生 400円、小学生 300円

Catering / ケータリング
Room / Space 会
/場

Outside / 外観

Approx. 5 min. on foot from Linimo Geidai-dori Station リニモ芸大通駅から徒歩約5分
Approx. 30 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約30分
Approx. 90 min. by bus and Linimo from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約90分

Monday (or following day if Monday is a public holiday) and Year-end and New Year holidays *May be temporarily closed due to
weather. For more information, visit the website.
月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日休館）年末年始休みあり／天候等により臨時休館の場合あり。詳細はHPをご覧ください。

Available / 可
Location
立地

Hall AB
ホールＡB

Use in New Normal
「新しい生活様式」による利用

Inside / 内観

愛知県長久手市横道４１番地１００

Closed / 休館日

Available Time / 利用可能時間
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41-100 Yokomichi, Nagakute, Aichi

Indoors
屋内

Area
広さ

Party
Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
パーティー
（名）
最大収容人数（名）
飲食

Floor Space / 床面積
Seated / 着席
340㎡
60
Ceiling Height / 天井高 Standing / 立食
3.45m
150

5:00 p.m. - 9 p.m. on business days

Available
可

School / スクール
120
Theater / シアター
200
URL

Yes
有

Price（JPY）
利用料金（円）
5,500 - 6,500
*Guided tour and party included
*1,500 yen more for alcohol
※ガイドツアー、
パーティー込み
※アルコールは＋＠１,５００円

https://toyota-automobile-museum.jp/

Thermal imaging camera installed at the entrance. Placement of alcohol disinfectant in various locations. Staﬀ wearing masks.
Acrylic panels installed at the ticket counter. Air conditioning and ventilation at all times.
エントランスにサーモグラフィ導入。各所にアルコール消毒液の配置。
スタッフマスク着用。受付券売にアクリル板設置。常時空調・換気。
Visitors are required to wear masks. Make an announcement asking people not to crowd together.
来場者のマスク着用の義務化、3蜜にならないようのお願いアナウンス

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Ama City / あま市

貸切

Private

SHIPPO ART VILLAGE

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

120

This facility is dedicated to promoting Owari Cloisonne, a traditional craft
that represents Aichi Prefecture, both domestically and internationally. It is
the only public facility in Japan where visitors can enjoy learning about
cloisonne enamel ware from a wide range of perspectives. It has an
exhibition room where visitors can view masterpieces and learn about the
history of cloisonne enamel ware. Visitors can also watch craftsmen at work
in a demonstration corner, and enjoy making small cloisonne enamel ware
items in a hands-on class. The faciliy is available for meetings, seminars and
lectures as well as parties.

/ あま市七宝焼アートヴィレッジ

愛知県を代表する伝統的工芸品「尾張七宝」
を国内外に広くPRするための活動をしている

施設で、七宝焼の名品の鑑賞や歴史について学べる展示室や職人の作業風景が見学でき

る実演コーナー、気軽に七宝焼小物の制作体験が楽しめる体験教室などがあり、幅広い角
度から七宝焼について楽しく学べる国内唯一の公立施設です。施設は、会議やセミナー、講
演会、
またパーティーなどでのご利用が可能です。

Outside / 外観

Community Hall / 交流ホール

Community Hall / 交流ホール

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料

Exhibition Room / 展示室

Catering / ケータリング
Room / Space 会
/場

Experience scene / 体験風景

Community Hall
交流ホール

URL

Use in New Normal
「新しい生活様式」による利用

Entrance Hall / エントランスホール

Outside / 外観

愛知県あま市七宝町遠島十三割２０００

Approx. 25 minutes on foot from Meitetsu Shippo Station 名鉄七宝駅から徒歩約25分
Approx. 20 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約20分
Approx. 60 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約60分
100 passenger vehicles, 6 buses

普通車100台、
バス6台

9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Monday (or following day if Monday is a public holiday) and Year-end and New Year holidays / 月曜日・祝日の翌日・年末年始
Adults: ¥310; Children: ¥100 *Groups of 20 or more: Adults: ¥250 Children: ¥50
大人 310円、小人 100円 ※団体（20名以上）大人 250円、小人 50円
Available / 可
Location
立地

Available Time / 利用可能時間
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2000 Jusanwari, Toshima, Shippo-cho, Ama, Aichi

Indoors
屋内

Area
広さ

Party
Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
パーティー
（名）
飲食
最大収容人数（名）

Floor Space / 床面積
Seated / 着席
166㎡
60
Ceiling Height / 天井高 Standing / 立食
3m
100

Available
可

School / スクール
90
Theater / シアター
120

Price（JPY）
利用料金（円）

9 a.m. - 12 p.m.: 2,350
1 p.m. - 5 p.m.: 3,150
Yes
6 p.m. - 9 p.m.: 2,590
有 Doubled if admission or participation fees are
charged; 5 times for commercial purposes
入場料・参加費を徴収する場合は2倍、営利目的の場合は5倍

Consultation necessary / 要相談
https://www.shippoyaki.jp
・Please make sure that visitors disinfect themselves before entering and encourage ventilation. Alcohol disinfectant is placed at
the entrance in the facility.
施設入口にはアルコール消毒液が設置してありますので、来場者に入場の際は消毒するよう徹底し、換気を促してください。
・Wear a mask in the facility
また、施設内ではマスクの着用をお願いしております。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Tokoname City / 常滑市

会議

貸切

Private Meeting

INAX MUSEUMS / INAXライブミュージアム

Max

18

INAX MUSEUMS offers plenty of noteworthy sites and hands-on experiences with
craftsmanship techniques developed in the traditional pottery town of Tokoname. At
the Tile Museum you can discover the wonders of ceramics and tiles, including
decorative tiles from various periods across the world, and their uses.
やきものの街・愛知県常滑市で、株式会社LIXILが運営する文化施設です。かつて土管が焼かれていた、大
煙突と大きな窯を抱く建物を公開するなど、
さまざまな展示や体験教室を通し、土とやきものが織りなす多様
な世界と、
ものづくりの心を伝えています。

Shiny Clay Ball Workshop in Clay Works
土・どろんこ館
「光るどろだんごづくり」

“Tile：transcending time and space" in Tile Museum
世界のタイル博物館「時空を超えるタイル」

House made of tiles in Tiling Workshop
陶楽工房
「タイルのおうち」

"The Kiln Plaza" preserves and exhibits buildings, a chimney and a kiln which were used to bake pottery pipes in
the Taisho era. Inside the brick kiln, you can feel the burning ﬂames with projection mapping. "The Tile Museum"
introduces the fascination and developmental history of tiles. "Shiny Clay Ball Workshop" using pottery clay and
"Tiling Workshop" using mosaic tiles are very popular hands-on activity classes.
Outside of Tile Museum /
世界のタイル博物館 外観

「窯のある広場・資料館」は、土管を焼いた大正時代の窯と建物、煙突を保存し公開しています。煉瓦造りの窯内部で炎が燃える様子
を、プロジェクションマッピングで体感していただけます。
「 世界のタイル博物館」では、タイルの魅力と発展の歴史を紹介しています。
やきもの用の粘土で作る「光るどろだんご」やモザイクタイルを使ったメニューは、大人気の体験教室です。

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング
Outside of Kiln Plaza / 窯のある広場・資料館 外観

Room / Space 会
/場

Antique Toilet Collection in Tile Museum
世界のタイル博物館 古便器コレクション常設展示

Lecture Room,
Tile Museum
世界のタイル博物館講義室

Available Time / 利用可能時間

47

The Kiln Projection in Kiln Plaza
窯のある広場・資料館 窯プロジェクション

Restaurant Pizzeria la Fornace
レストラン
「ピッツェリア ラ・フォルナーチェ」

1-130 Okuei-cho, Tokoname, Aichi

愛知県常滑市奥栄町1-130

Approx. 5 minutes by bus from Meitetsu Tokoname Station, then Approx. 2-minute walk. 名鉄常滑駅からバスで約5分、その後徒歩約２分
Approx. 45 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約45分
Approx. 10 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約10分
80 passenger vehicles, 5 buses

普通車80台、
バス5台

10:00 a.m. - 5:00 p.m. (Last admission at 4:30 p.m. / 入館は4:30 p.m.まで)
Wednesdays (If Wednesday is a national holiday, the museum will be open) and Year-end and New Year holidays
水曜日（祝日の場合は開館）、年末年始
Adults: ¥700, Senior High school and university students: ¥500, Elementary and junior high school students: ¥250 / 一般 700円、高・大学生 500円、小・中学生 250円
ー
Location
立地

Area
広さ

Indoors
屋内

Floor Space / 床面積
48㎡
Ceiling Height / 天井高
3m

Consultation necessary / 要相談

Food and Drink
Party
飲食
パーティー（名）
Consultation
necessary
要相談

ー

URL

Maximum Capacity
最大収容人数（名）

Wiﬁ

Price（JPY）
利用料金（円）

School / スクール
18

ー

Consultation
necessary
要相談

https://livingculture.lixil.com/ilm/

・ If you have a fever, cough, or other symptoms of a cold, or if you are feeling tired, please refrain from entering the museum. If you have a
temperature of 37.5 °
C or higher, you will not be admitted. / 発熱、咳など風邪の諸症状や倦怠感があるなど、体調がすぐれない方のご入館はご遠慮く
ださい。体温測定により37.5度以上の発熱が確認された場合は、入場をお断りさせていただきます。
・ Please help us register your contact information so that we can track you in the case that a person infected with the new coronavirus is
conﬁrmed in our museum (registered contact information will be deleted after 60 days). / 当館で新型コロナウイルス感染者が確認された場合の
Use in New Normal
（登録した連絡先情報は60日後に削除します）
「新しい生活様式」による利用 追跡を可能にするため、ご連絡先の登録にご協力ください。
・ Please disinfect your hands with alcohol when entering and leaving the facilities. / 各施設へのご入館・ご退館の際、アルコールによる手指の消毒をお願いします。
・ Please be sure to wear a mask. / 必ずマスクを着用ください。
・ Please keep a social distance (about 2 meters) from other visitors. / 他の見学者さまとソーシャルディスタンス（２ｍ程度の間隔）を確保してご見学ください。
・ Please refrain from talking loudly in the museum. / 館内で大きな声での会話はお控えください。

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Ichinomiya City / 一宮市

貸切

Private

ORINASU ICHINOMIYA / オリナス一宮

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

140

ORINASU ICHINOMIYA was built in 1924 as the former Nagoya Bank, Ichinomiya
branch. It is the architectural heritage and symbol of Ichinomiya city which has flourished
based on its textile industry. The building has the style of classic bank architecure with the
vault doors remained intact from its days as a bank and the design of the entrance and a
multipurpose hall are reminiscent of the Taisho era. Now, it is used for various events, for
example exhibitions or concerts as the place redefining the area as a vibrant cultural center.
オリナス一宮は、大正１３年に旧名古屋銀行一宮支店として建築されたました。繊維産業を基盤に栄えてきた
一宮市の繁栄の象徴ともいえる建築遺産です。建物は銀行時代の金庫扉をそのまま残したクラシックな銀行
建築となっており、入り口や多目的ホールのデザインは大正時代を思い起こさせます。現在は、地域の新たな
賑わいを創出する場として、展覧会やコンサートなど多岐にわたり利用されています。

Vault door / 金庫扉

Example of Use / 利用実績
Classical music concert with 140 participants / 参加人数 140 名のクラシック音楽コンサート

The Main Hall / ホール

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング

2-4-34 Hommachi, Ichinomiya, Aichi

Approx. 7 min. on foot from JR Owariichinomiya Station JR尾張一宮駅から徒歩約7分
Approx. 18 min. by JR from Nagoya Station 名古屋駅からJRで約18分
Approx. 30 min. by Meitetsu from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から名鉄で約60分
ー
9:00 a.m. - 9:00 p.m.(Last admission at 8:00 p.m. / 最終受付は8:00 p.m.まで)
Monday (or following day if Monday is a public holiday, except Dec 29 to Jan 3) / 月曜日（祝休日、振替休日の場合は、その翌日。12月29日から1月3日は除く。）
Free / 無料
Available / 可
Location
立地

Room / Space 会
/場

The Main Hall
ホール

Indoors
屋内

Area
広さ

URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
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Entrance / 入口

Inside/ 内観

Food and Drink Maximum Capacity
Party
Wiﬁ
飲食
最大収容人数（名）
パーティー（名）

Floor Space /
Seated / 着席
床面積
25
１５０㎡
Ceiling Height / Standing / 立食
50
天井高
22m

Use in New Lifestyles
「新しい生活様式」
による利用
Available Time / 利用可能時間

愛知県一宮市本町2丁目4-34

Available
可

Price（JPY）
利用料金（円）

Remarks / 備考

Prices vary depending on the
purpose of use. Please make sure
School / スクール
Consultation to consult and visit the venue in
Yes
100
necessary
advance.
Theater / シアター 有
要相談
利用目的により、利用料金は変動します
140
ので、必ず事前相談および見学をお願
いします。

Half capacity and refrain from eating and drinking by sharing food on large plates.
収容人数を半分に。大皿での取り分けによる飲食の自粛。

9:00 a.m. - 9:00 p.m.
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/keizai/1012367/1015043.html
Installed splash prevention ﬁlm at reception
受付に飛沫防止フィルムを設置

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。

AICHI-NAGOYA UNIQUE VENUE GUIDE

50

Gamagori City / 蒲郡市

貸切

パーティー

Private

TOYOTA INDUSTRIES KAIYOH
YACHT HARBOR

会議

Part y Meeting

Max

130

TOYOTA INDUSTRIES KAIYOH YACHT HARBOR is more than
capable of hosting big yacht races such as the Sailing World Cup and the
Tasar World Championship in 2017.
It has one of the largest rigging and boat storage areas in Japan―a great
selection of rental yachts, various lessons, open races as well as other fun
events. It also has many meeting rooms equiped with free Wi-Fi.

豊田自動織機海陽ヨットハーバー

セーリングワールドカップ等の世界大会が開催できる施設です。
国内最大級の規模を誇り、
レンタルヨットも豊富に取り揃えております。
ヨット教室やオープン参
加型レース等を開催する、
どなたでも気軽に利用できるハーバーです。会議室もたくさんあり、
free Wi-Fiも完備しています。

Eastern Slope / 東船揚場

Conference Room E1 - E2 in the Eastern Clubhouse
東棟会議室 E1〜E2

Conference Room E5 - E8 in the Eastern Clubhouse
東棟会議室 E5〜E8

Conference Room E3 in the Eastern Clubhouse
東棟会議室 E3

Conference Room E9 in the Eastern Clubhouse
東棟会議室 E9

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング

Room / Space 会
/場

Center Plaza
センタープラザ

8:00 a.m. - closing time varies depending on the season / 8:00 a.m. - 終了時刻は季節により変動あり
Wednesdays (except July and August) / 水曜日
（7・8月除く）
Free / 無料
ー
Area
広さ

Floor Space / 床面積
23-65㎡

Western/Eastern
Club House
クラブハウス西棟・東棟

Indoors
屋内

Floor Space / 床面積
44-204㎡

URL

Party
Food and Drink Maximum Capacity
Wiﬁ
パーティー（名）
飲食
最大収容人数（名）

Floor Space / 床面積
Outdoors
１,680㎡
屋外
Ceiling Height / 天井高
7-12m
Indoors
屋内

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
Center Plaza / センタープラザ

243 passenger vehicles（Including 5 cars for handicapped）/ 243台（障害者用5台含む）

Central Club House
クラブハウス中央棟

Available Time / 利用可能時間

愛知県蒲郡市海陽町1-７

Approx. 10 min. by bus from Meitetsu Mikawamiya or Mikawaotsuka Station 名鉄三河三谷駅または三河大塚駅からバスで約10分
Approx. 80 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約80分
Approx. 80 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約80分

Location
立地

Panoramic view (aerial shot) / 全景
（空撮）

51

1-7 Kaiyoh-cho, Gamagori, Aichi

Same as business hours and closed days

ー

ー

Available for
Yes
snacks only School / スクール
有
12-42
軽食のみ可
School / スクール
100
Restaurant / 飲食施設

Price（JPY）
利用料金（円）

Application for use permit based on
Aichi Prefecture ordinance and usage
fee will be incurred.
愛知県条例に基づく使用許可申請及び使用料金が生じる
630-1,940/2h

1,320-6,080/2h
ー

https://www.aichi-koen.com/kaiyo/
Half capacity / 収容人数を半分

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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Gamagori City / 蒲郡市

貸切

Private

GAMAGORI CLASSIC HOTEL

パーティー

会議

Part y Meeting

Max

600

GAMAGORI CLASSIC HOTEL was built in 1934 with the castellated
outlook and the art deco style interior. It is designated as a Japan Heritage
of Industrial Modernization by the Ministry of Economy, Trade and
Industry. Various events can be held at the banquet hall (640㎡) in the
annex. Please enjoy the superb scenery of a Japanse garden and the city's
symbol "Takeshima" (island) and Mikawa Bay.

/ 蒲郡クラシックホテル

城郭風建築の外観とアールデコ様式の内装が施された昭和9年建築のホテルです。経済産

業省が認定する近代化産業遺産に認定されています。別館バンケットホール(640㎡)では、
様々なイベント開催が可能です。敷地内の和風の庭園や、市のシンボルである竹島と三河湾

の絶景を望むことができます。

Lobby / ロビー

Matsu-no-Ma / 松の間

Before or after MICE in the 640㎡ banquet hall, you can take a stroll in the garden overlooking
Takeshima, the city's symbol and a spectacular view of Mikawa Bay and the Art Deco style hotel with
its castle-style exterior built in 1934. You can also take a stroll around Takeshima, visit the Seaside
Literary Memorial Museum, or visit the Takeshima Aquarium on foot.
640㎡のバンケットホールでMICE前後、敷地内の昭和9年に建てられた城郭風建築の外観とアールデコ様式のホ
テルと三河湾の絶景と市のシンボルである竹島を望む庭園を散歩することができます。また徒歩にて竹島散策や海
辺の文学記念館、竹島水族館に足を運んでいただくことも可能です。
Club Classic / クラブクラシック

Example of Use / 利用実績

Faculty of Medicine Society / 医学系学会 Participants / 参加人数 120

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス
Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング
Main Dining Room / メインダイニングルーム

Room / Space 会
/場

Main Building and Rokkakudo / ホテル本館と六角堂

15-1 Takeshima-cho, Gamagori, Aichi

Approx. 15 min. on foot from JR Gamagori Station JR蒲郡駅から徒歩約15分
Approx. 40 min. by JR from Nagoya Station 名古屋駅からJRで約40分
Approx. 75 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約75分
ー
9:00 a.m. - 9:00 p.m.(Last admission at 8:00 p.m. / 最終受付は8:00 p.m.まで)
ー
Free / 無料
ー
Location
立地

Banquet hall
バンケットホール

Indoors
屋内

Area
広さ

URL
Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用
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Rokkakudo / 六角堂

Panoramic view (aerial shot) / 全景
（空撮）

Food and Drink Maximum Capacity
Party
Wiﬁ
飲食
最大収容人数（名）
パーティー（名）

Floor Space /
Seated / 着席
床面積
300
640㎡
Ceiling Height / Standing / 立食
400
天井高
6m

Use in New Lifestyles
「新しい生活様式」
による利用
Available Time / 利用可能時間

愛知県蒲郡市竹島町15-1

Available
可

Price（JPY）
利用料金（円）

Remarks / 備考

Prices vary depending on the
purpose of use. Please make sure
School / スクール
Consultation to consult and visit the venue in
Yes
300
necessary
advance.
Theater / シアター 有
要相談
利用目的により、利用料金は変動します
600
ので、必ず事前相談および見学をお願
いします。

Half capacity / 収容人数を半分

No restrictions / 制限なし
https://gamagori-classic-hotel.com/
Handheld thermal camera (rental for a fee), 2 sets of acrylic boards for reception (free rental), face guards (for sale), alcohol at
the entrance (free of charge), partitions on tables (consultation necessary)
ハンディサーマルカメラ
（有料貸し出し）、受付アクリルボード2セット
（無料貸し出し）、
フェイスガード
（販売）
、
アルコール入口設置（無料）、
テーブル上
パーテーション
（要相談）

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。

AICHI-NAGOYA UNIQUE VENUE GUIDE

54

Ichinomiya City / 一宮市

貸切

Max

会議

Private Meeting

Sumi Memorial Hall / 墨会館

180

Sumi Memorial Hall is the only architectural work in Aichi prefecture which
was designed by Kenzo Tange, the world famous architect, built in 1956. He
designed Yoyogi National Stadium and the Tokyo Metropolitan Government
Building, which had a significant impact on modern architecture.
世界的な建築家である丹下健三氏の設計により、昭和３１年に設計された愛知県で唯一の建
築作品です。国立代々木競技場・東京都庁等の設計を手がけており、現代建築に多大な影響
を与えました。

Outside / 外観
It was registered as a tangible cultural propertity on July 8, 2008 because of its double beam
and undressed concrete which feature Tange's early works. Now it is used as a place for
socializing activities among local people, such as lectures and meetings.

Sumi Memorial Hall Meeting room / 墨会館集会室

墨会館は、ダブルビームの大張（二重張）、打ち放しのコンクリートなど丹下氏の初期作品の特徴がみられるとし
て、平成20年７月８日に国登録有形文化財となりました。現在は、講演会など市民の交流活動の場として利用され
ています。

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日

Year-end and New Year holidays (Dec. 28 - Jan. 4) / 年末年始（12/28〜1/4）

ー

Room / Space 会
/場

Use in New Normal
「新しい生活様式」
による利用

普通車23台、軽自動車8台（大型バス不可）

9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Catering / ケータリング

URL

Sumi Memorial Hall Meeting room / 墨会館集会室

23 passenger vehicles and 8 Light vehicles (Large-sized buses are not available)

ー

Sumi Memorial Hall
Meeting room
墨会館集会室

愛知県一宮市小信中島字南九反11-1

Approx. 15 min. by bus from JR Ichinomiya Station, then Approx. 10-minute walk. JR尾張一宮駅からバスで約15分、その後徒歩約10分
Approx. 40 min. by JR and bus from Nagoya Station 名古屋駅からJRとバスで約40分
Approx. 70 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約70分

Admission / 入館料

Available Time / 利用可能時間
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11-1 Minamikutan, konobunakashima, Ichinomiya, Aichi

Location
立地

Area
広さ

Indoors
屋内

Floor Space /
床面積
353㎡
Ceiling Height /
天井高
6m

Food and Drink Maximum Capacity
Party
Wiﬁ
飲食
最大収容人数（名）
パーティー（名）

ー

Available
可

School / スクール
180
Theater / シアター
180

Price（JPY）
利用料金（円）

Remarks / 備考

2,100/4h

No use with admission charge.
No commercial use is allowed.
入場料を徴収しての使用は不可
営利を目的としての使用は不可

ー

9:00 a.m. - 9:00 p.m. (Tour is available from 10 a.m. to 4 p.m. / 見学は10〜16時)
http://sumikaikan.jp/
ー

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。

AICHI-NAGOYA UNIQUE VENUE GUIDE

56

Tokoname City / 常滑市

貸切

Private

KYOUEI-GAMA / 共栄窯

パーティー

Max

ー

会議

Part y Meeting

KYOUEI-GAMA is a renovated restaurant bar which was previously a
pottery factory with kilns. The factory had been baking various sized
pottery pipes in Tokoname over the three eras: Meiji, Taisho, and Showa. It
serves meals, cocktails in a cozy space which preserves the atmosphere of
this area's prosperity with its name, "KYOUEI", which literally means
prospering together.
共栄窯は明治・大正・昭和と3時代にわたり、常滑の地で、大小様々な土管を焼き続けてきた工

場・古窯をリノベーションしたレストランバーです。当時の勢いをその名とともに伝える空間で、
食事やカクテルともに、心地よい穏やかな時間を提供しています。

Outside / 外観

Inside/ 内観

Inside/ 内観

INFORMATION
Address / 住所
Access / アクセス

Parking / 駐車場
Opening Hours / 営業時間
Closed / 休館日
Admission / 入館料
Catering / ケータリング

Room / Space 会
/場

KYOUEI−GAMA
共栄窯

Available Time / 利用可能時間
URL
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Outside / 外観

Outside / 外観

2-88 Kitajo, Tokoname, Aichi

愛知県常滑市北条2-88

Approx. 3 min. on foot from Meitetsu Tokoname Station 名鉄常滑駅から徒歩約3分
Approx. 45 min. by car from Nagoya Station 名古屋駅から車で約45分
Approx. 10 min. by car from Chubu Centrair International Airport 中部国際空港から車で約10分
ー
11:00 a.m. - 2:30 p.m. and 5:30 p.m. - 12:00 a.m.(Friday, Saturday, and the day before holidays / 金土祝前日: 1:00 a.m.)
Closed irregularly (4 times a year) / 不定休年4日ほど
Free / 無料
ー
Location
立地

Party
パーティー（名）

Food and Drink
飲食

Maximum Capacity
最大収容人数（名）

Wiﬁ

Price（JPY）
利用料金（円）

Remarks / 備考

Indoors
屋内

Consultation
necessary
要相談

Available
可

Consultation
necessary
要相談

Yes
有

Consultation
necessary
要相談

550 yen seating charge per person
will be applied during dinner time.
ディナータイムにおいてチャージを
お一人様550円いただいております

Consultation necessary / 要相談
bar-kyoueigama.com

All the images in this file are for illustration purposes only. / 当ファイルに掲載の写真は全てイメージです。
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