旅行期間
旅行代金

２０１９年 １１月２０日（水）～１１月２５日（月） ６日間
ART TRANSIT 会員および 美術 Academy & School 受講生※：３４９,０００円
一般：３６６，０００円
※ART TRANSIT 有料会員（メール会員除く）
、美術 Academy&School 入学金納入済の方に適用されます。

（燃油、空港税、査証代・取得代行料は別途）

一人部屋追加料金
最少催行人員
利用予定ホテル
旅券必要残存期間
申込み締め切り

９８，０００円
１２名様以上 現地日本語ガイド同行 美術講師同行
日程表記載の通り マンハッタン島内 ウェリントンホテルクラス
入国時９０日間 （２０２０年２月１８日まで有効なパスポートが必要）
２０１９年 １０月１日（火）

旅行代金に含まれるもの
○航空運賃（エコノミークラス）
○食事（日程表に記載通り、税金・サービス料）
○宿泊（２人１部屋の基準）
○交通（日程表に記載のバス、列車運賃）
○観光（入場料、ガイド料、税金）
○日本語ガイド費用
○主催旅行保険：１，０００円
○航空保険料６００円

旅行代金に含まれないもの
○旅券（パスポート）取得費用
○個人的性質の出費（飲物、電話、洗濯代など）
○超過手荷物料金（お一人２３Ｋｇ×２個を超える場合）
○海外旅行保険料（任意）
○燃油サーチャージ※原油価格により変動します
（日本航空 ２０１９年６月現在 約 21,000 円） 出国税
1,000 円 〇成田空港税 2,610 円、米国空港税約 7,100 円
〇渡航手続代行料２，１６０円、ESTA 登録１４USD

お申込み方法
■①パスポートコピーと②申込み用紙に必要事項をご記入の上、郵送またはＦＡＸで弊社宛てご送付下さい。
■③ 申込金：８０,０００円（旅費に充当）を下記までお振込み願います。
◆三井住友銀行 浜松町支店 普通預金 ＮＯ．３６５５９９ 口座名：㈱トラベルサライ
◇ゆうちょ銀行 ： ００１２０－１－５６８０２０ 口座名：㈱トラベルサライ
申込〆切２０１９年１０月１日（火）までに手続きをお済ませ下さい。
※ローンのご利用も可能です。詳しくはお問合せください。クレジット利用可能です（ＶＩＳＡ，ＭＡＳＴＥＲ）。
この旅行は㈱トラベルサライ（東京都港区浜松町１－１２－５ αＨビル５Ｆ 観光庁長官登録第１５１０号、以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は
当社と企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容、条件は別途お渡しする旅行条件書、最終日程表並びに当社旅行業約款によります。

取消料

お客様の都合で契約を解除される場合、以下の取消料（お一人様、査証取得後は査証料、代行料も）を申し受けます。

○旅行開始日の前日から起算して遡って３０日目に当たる日以降３日目に当たる日までに解除する場合・・・旅行代金の２０％
○旅行開始日の前々日以降、集合時間まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の５０％
○旅行開始後、無連絡不参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の全額

お申込・お問い合わせ

ご注意とお願い

観光庁長官登録旅行業第１５１０号・（社）日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員

株 式 会 社 トラベルサライ 東 京 営 業 所
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-12-5 αＨビル 5F

フリーダイヤル０１２０－４０８－３６１
TEL：０３－５７７７－６３２６・FAX：０３－５７７７－６３２７

担当：長野・西田・小倉
総合旅行業務取扱管理者 柴野 雅彦
管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所で取引に関する責任者です。こ
の旅行契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の主任者にお尋ね
下さい。
個人情報保護への取り組みについて
観光庁長官所轄の個人情報保護ガイドラインに基づき実施致します。詳細
は、申込み時書面にてお送りさせて頂きます。

●交通機関の都合等やむを得ない事情により、発着時刻、訪問地、宿泊地、利用
ホテル等、日程の一部に変更を生じることがあります。
●機内食は食事回数に含まれておりません。機内食は利用便によって軽食とな
り、提供されない場合や、ホテル、レストランの食事となる場合があります。
また、逆にホテル、レストランの食事が機内食に変更となる場合があります。
●現地国内線は、機材調整または全離発着が整備されていないために、予告なく
運休や大幅な遅延、予約超過が起きる事があります。又、運行スケジュールも
頻繁に変更になります。その際には、空路を変えてバスや列車などで移動する
ことになり、やむなく観光などが一部変更、割愛になります。
●当旅行の訪問国では各宗教や各都市によって祝祭日があり、直前でないと分か
らない場合もあります。観光施設の突然の休館もあります。
●食事は可能な限りレストランでお取りいただきますが、スケジュール上や衛生
上やむを得ず簡単なお弁当を御用意することも御座います。
●航空機は日程表中に記載された便を予定しておりますが、利用便の都合上他の
便、または他の航空会社に変更となる場合がございます。
●宿泊ホテルを記入している場合でも、現地事情により同等クラス以上のホテル
をご利用頂く場合があります。各地の変更ホテルは左記の通りとなります。

マンハッタン＆ブルックリン
ニューヨーク アートの旅 ４泊６日

申込〆切
2019 年

10/1

２０１９年 １１月２０日（水）～１１月２５日（月）６日間
旅行代金：ART TRANSIT/美術 Acadmy&School 受講生：349,000 円
一般（非会員）
：366,000 円 一人部屋追加 98,000 円

このツアーのポイント
１． ＮＹでご活躍中のアート専門家 2 人による徹底ガイド付き！
２． 2019 年 10 月にリニューアルしたての MoMA を訪問します。
３． ブルックリン地区（ダンボ、ブシュウィック、グリーンポイント）の美術館や最新アート施設をまわります。
４． 専門家セレクトによるマンハッタンのギャラリー巡りも盛りだくさん。
５． マンハッタン島内、ミッドタウン北の利便性の高いホテルに滞在！
６． 往復ＪＡＬ直行便利用で、快適シートで楽々。
美術講師の紹介 プロフィール

山村 みどり（MoMA 講師、ニューヨーク市立大学キングスバロー校助教授）
もとアートフロントギャラリー勤務。ニューヨーク市立大学大学院センターで博士号を
取得。在学中、スミソニアンアメリカ美術館や、デビッド・ハーヴィーの研究機関、Center
for Place, Culture, Politics で研究員を務める。 卒業後、日本学術振興会の博士研究
員を経て、現在母校で教鞭をとる。２００４年から MoMA 講師。MoMA の日本語教材
やオーディオガイドの監査なども務める。

恩田 真樹子
16 歳から渡米。オハイオ大学院芸術学部写真学科にて修士号取得 、同大学にて 2 年間、
写真基礎から応用のクラスを教える。2006 年からニューヨークに移り、個展やパブリッ
クアートなどアーティスト活動を行うかたわら、アーティスト・マネージメントとして、
国内外の作家の展示のサポートやキューレーション、コンサルタントの仕事に携わる。
www.makikaoru.com

旅行企画

バティック（イメージ）

www.art-a-school.info 担当：中尾・川内

旅行主催

仏教僧侶（小僧たち）

担当：小倉・西田・長野

ニューヨーク アートざんまいの旅
２０１９
２０１９年
月 日

１

１１月２０日

発着地名
羽田空港 発
ニューヨーク着

交 通

１１：０５
０９：５０

JL-００６
専用車

（水）

ダンボ
２

時 刻

１１月２１日
（木）

ブシュウィック
グリーンポイント

午前
午後
夕刻

ニューヨーク

３

午前
午後

１１月２２日
（金）

５

６

徒歩と
地下鉄

夜

チェルシー
４

徒歩と
地下鉄

１１月２３日

午前
午後
１６：００

徒歩と
地下鉄

（土）

１１月２４日
（日）
１１月２５日
（月）

ニューヨーク 発

朝
１２：４０

羽田空港 着

１７：１０

専用車
JL-００５

食
事

スケジュール

羽田空港 国際線ターミナル ２時間前集合
×
日本航空にて、空路ニューヨーク（JFK）へ
機
着後、入国手続きの後、車窓観光しながらニューヨーク市
機
内へ 昼食後、ホテルチェックイン ホテル周辺案内
×
×
＜ニューヨーク：マンハッタン島：ウェリントンホテル泊＞
終日、ブルックリン地区の美術巡り
・ダンボのギャラリー・アート巡り
×
・ブルックリン美術館
×
・昼食後、ブシュウィックのギャラリー・アート巡り
×
ブルックリンナイトオプショナルツアー企画用意いたします
＜ニューヨーク：マンハッタン島：ウェリントンホテル泊＞
終日、美術館巡り
・ MoMA
・ MET（メトロポリタン美術館）
×
・ MET Breuer
×
アートガイド2名を囲んだディナー（オプショナル）
×
＜ニューヨーク：マンハッタン島：ウェリントンホテル泊＞
ホイットニー美術館またはニューミュージアム
昼食後、チェルシーギャラリー巡り
×
今年ＯＰＥＮしたハドソンヤードで解散後、自由行動
×
NYナイトライフをお楽しみください
×
＜ニューヨーク：マンハッタン島：ウェリントンホテル泊＞
空港へ
×
空路、帰国の途へ
機
＜機中泊＞
着後、通関
機
×

※食事記号 朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食、機：機内食、Ｘ：食事なし
※上記の時間はすべて現地時間で表示しており、ニューヨークとの時差は１３時間です。 日本正午＝前日午後２３時００分
※上記行程は現地交通事情、交通機関の遅れにより変更を生ずる場合があります。予めご了承下さい
※上記の観光は原則として全て下車観光となります
☆時間の目安
早朝
04:00 06:00

朝

午前

08:00

午後

12:00

夕刻

16:00

18:00

夜
23:00

深夜
04:00

■ ニューヨークの主な美術館 紹介
メトロポリタン美術館
世界４大美術館のひとつで、大英博物館、ルーヴル、エルミター
ジュなどと並ぶ２００万点以上のコレクションを誇る巨大な美術館
です。丸１日あっても鑑賞時間が足りない大きな美術館なので、テ
ーマを絞って鑑賞するとよいでしょう。モネ、ドガなど西洋美術の名
画や、エジプト古代美術のコレクションなど世界の美術を幅広く歴
史に沿って鑑賞できます。
当ツアーでは、美術専門ガイドと一緒に美術作品を巡ります。

アーユルヴェーダ薬局

ニューヨーク近代美術館（ＭｏＭＡ）
2004 年 11 月に日本人建築家谷口吉生によって改装オープンし
た MOMA は、2019 年 6 月より改装・拡張リニューアルのため一時
閉館。2019 年 10 月 21 日に正式にリニューアルオープン。新しい
MoMA の空間と、15 万点以上の近代美術コレクション中でも見る
べき作品たちを MoMA 講師でもある日本人美術専門家と共に巡り
ます。

ＭＥＴ Breuer
元ホイットニー美術館だった建物を MET(メトロポリタン美術館)
の分館として 2016 年 3 月にオープン。ハンガリーの建築家マルセ
ル・ブロイヤーの建物も見どころのひとつ。MET 所蔵の名画たち本
館とは異なる趣向で展示されています。

ブルックリン美術館
収蔵点数はメトロポリタン美術館に次ぐ多さを誇り、また勢いの
あるブルックリンという街を象徴するかような、個性豊かでユーモ
アあふれる楽しい美術館です。古代から現代までたくさんの名画
を所蔵しています。

ブルックリン地区
マンハッタン島の南東に位置するブルックリンは、東欧やヒスパ
ニック系住民が多い地区でしたが、90 年代に若者が安い賃料を求
めて集まるようになり、再開発なども進んだことで、今ではおしゃれ
なエリアとなりました。フォトジェニックなグラフィティアートがたくさ
んあり、アートのある街として散策を楽しめます。

チェルシー地区
大きなギャラリーが集うチェルシー。このエリアのギャラリーが
発信するアートは、世界のアートシーンの指針のひとつにもなって
います。2019 年、チェルシーを南北に貫くハイラインの終点に完成
したハドソンヤードを目指して、この街が発信するさまざまなアート
を見て回ります。

ウェリントンホテルの位置

ニューヨークの一般事情
アメリカ
正式国名：アメリカ合衆国
面積：９６２万８,０００km2 日本の約２５倍
人口：約３億９００万人（一部地域を除く）
（２０１１年）
首都：ワシントン特別行政区
宗教：キリスト教がほとんど
言語：英語
通貨：単位はＵＳＤ １＄＝約１１０円 １９年５月

都市の気温

気温単位＝℃ 降水量＝ｍｍ

都市名
ニュー
ヨーク

東京

最高

１０月
17.7

１１月
12.1

１２月
6.1

最低

10.0

5.3

0.0

降水量

111.8

102.1

101.6

最高

21.5

16.3

11.9

最低

14.2

8.3

3.5

降水量

197.8

92.5

51.0

