
旅行条件書（要旨）※お申込み前に必ずお読みください。

営業時間 平日 11：00 ～ 19：00 土 10：30 ～ 18：00 日・祝 休業
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル1F
観光庁長官登録旅行業第724号(社)  総合旅行業務取扱責任者：矢作 俊

①募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集
型企画旅行契約を締結することになります。旅行計画の内容・条件は、別途お渡しする旅行
条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

②旅行のお申込みと契約の成立　　　
当社所定の旅行参加申込書にご記入のうえ、下記申込金をそえてお申込いただきます。電話
でお申込の場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して3日以内に申込金をお支払いい
ただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

④お客様の確認事項
（1）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効化どうか、渡航先のビザの要否などをご
 　　 確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意下さい。　
（2）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認下さい。　　
　　　海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/　
　　  感染症情報ホームページ：http://www.forth.go.jp/ 
　　  外務省のたびレジ：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/      　           
⑤その他　　　   　　　　　　　　　　　　 
（1）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。 
（2）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故、盗難に備えて、海外旅行
　　  傷害保険のご加入をおすすめします。

③取消料　
　お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除できます。

旅行代金

お申込金 

15万円未満

特定日 特定日以外
40日前以降～31日前以前 旅行代金の10％ なし

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

３０日前以降～３日前以前
２日前(前々日)～当日の旅行開始前
旅行開始後の解除または無連絡不参加

取消日

20,000円以上旅行代金まで 30,000円以上旅行代金まで 60,000円以上旅行代金まで 

15万円以上30万円未満 30万円以上

TEL 03-6836-2560
FAX 03-5360-4733

H.I.S. スタディツアーデスク営業所 企画協力 旅行企画・実施

名建築＆デザイン＆
アートスポットを巡る

スペシャル研修ツアー
 inアメリカ

NY～ピッツバーグ～マイアミ

短期間で、ギュっと、気軽にワンランク上のアート研修！

早期特典
10月11日(金)までにお申し込み頂いた方に

ミュージカル（無料）にご招待!!
申込締切 2019年10月25日（金） 募集人数 14名限定

△フィン・ユールの家△落水荘

△グラスハウス△アアルトの家とアトリエ △ルイジアナ美術館

著者 プロフィール 

河 内 タ カ  ）かた ちわか（ 

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジへ留学し、卒業後はニュー
ヨークに 拠点を移し、アートや写真に関する展覧会のキュレーションや写真
集の編集を数多く 手がける。三十年に渡った米国暮らしの後、2011 年 1 月
に帰国。自身の体験を通した アートや写真のことを綴った著書『アートの入
り口 アメリカ編』、及び『ヨーロッパ 編』( 共に太田出版、2016 年 )を刊行。
現在は、京都に本社を置く便利堂の海外事業部 を統括し、写真の古典技
法である「コロタイプ」を国際的に展開すべく様々なプロジェクトを行なって
いる。また、日本経済新聞紙の「美の十選」をはじめ、「and Premium」や
「SEIN」(SIGMA) などへ定期的に執筆を行なっている。 

教養として知っておきたい、建築・デザインの巨匠たち。 
楽しみながら読んで学べる、入門者のためのガイドブック

芸術家たち  建築とデザインの巨匠 編
著 : 河内タカ　定価 : 1,500 円 (＋税 )

行ってみたい！ 見てみたい！ 
暮らしてみたい！

本書で、紹介されている世界の巨匠が残したスポットの数 ・々・・

『芸術家たち　建築とデザインの巨匠編』を、アートガイドブック
として旅のおともにプレゼント！！
20世紀の現代建築とモダンデザインの礎を築いた世界の巨匠
31組の偉大な足跡を、洒脱なエッセイで紹介しています。
この本の中でご紹介している、死ぬまでには絶対見ておくべき僕
のオススメのスポットを一気に楽しめるツアーをこの機会にお楽
しみください！

芸術家たち建築と
デザインの巨匠編
出版記念
スペシャル企画

世界一美しいと言われる美術館！ Aコース：2019年11月28日（水）～12月4日（水）【8日間】
Ｂコース：2019年11月28日（水）～12月7日（土）【10日間】



旅行代金 498,000円
日付

ツアー条件・ご注意

時間都市名 スケジュール日付

※上記スケジュール内の訪問先チケット代は旅行代金に含まれています。

※上記スケジュール内の訪問先チケット代は旅行代金に含まれています。

 ■日本発着時利用航空会社：アメリカン航空（エコノミークラス）
 ■宿泊先：【ピッツバーグ】ルネッサンス・ピッツバーグ【ニューヨーク】TWAホテル /
 PUBLIC HOTEL　■食事：朝 6、昼 0、夕 1　■添乗員：同行　■最少催行人数 ：14名 
 ※日本国籍：査証不要　※渡航条件：パスポート残存期限入国時６カ月以上 ※延泊：可能
 ※旅行代金とは別に成田空港施設使用料 (2,610円）、現地入国税 (9,000円）、国際観光旅
 客税（1,000 円）、燃油サーチャージ（24,000 円/2019年9月現在）がかかります。

ツアー条件・ご注意
 ■日本発着時利用航空会社：アメリカン航空（エコノミークラス）
 ■宿泊先：【ピッツバーグ】ルネッサンス・ピッツバーグ【ニューヨーク】TWAホテル /
 PUBLIC HOTEL【マイアミ】モンドリアンサウスビーチ　■食事：朝 8、昼 0、夕 1　
 ■添乗員：同行　■最少催行人数 ：14名 
 ※日本国籍：査証不要　※渡航条件：パスポート残存期限入国時６カ月以上 ※延泊：可能
 ※旅行代金とは別に成田空港施設使用料 (2,610円）、現地入国税 (9,000円）、国際観光旅
 客税（1,000 円）、燃油サーチャージ（24,000 円/2019年9月現在）がかかります。

Aコース：2019年11月28日（水）～12月5日（木）【8日間】 Ｂコース：2019年11月28日（水）～12月7日（土）【10日間】

成田発　---------------------日付変更---------------------
ダレスフォートワース着
ダレスフォートワース発
ピッツバーグ着
到着後、ホテルへ　　　　　  　　　【ピッツバーグ泊】

落水荘見学
ピッツバーグからニューヨークへ
到着後、ホテルへ　　　　　　　　　【ニューヨーク泊】

●Yale 大学
●グレイスファームズ
● グラスハウスフィリップジョンソンの家
　　　　　　　　　 　　　　　　　【ニューヨーク泊】

自由行動　　　　　　　　　　　　 【ニューヨーク泊】

●MOMA
●グッゲンハイム         　　　　　　  【ニューヨーク泊】

●チェルシー街ギャラリー巡り
●アーティストスタジオ見学
●交流パーティー　　　　　　　　　【ニューヨーク泊】

ホテルから空港へ
ニューヨークから成田へ -----日付変更----  　【機中泊】

到着後解散

東京

ピッツバーグ

ピッツバーグ

ニューヨーク

ニューヨーク

ニューヨーク

成田

11：30
07：55
11：05
14：51

終日
20：45
22：12

終日

終日

終日

午前

11/28
（木）

11/29
（金）

11/30
（土）

12/01
（日）

12/02
（月）

12/03
（火）

12/04
（水）

12/05
（木）

旅行代金 598,000円
時間都市名 スケジュール日付

成田発　---------------------日付変更---------------------
ダレスフォートワース着
ダレスフォートワース発
ピッツバーグ着
到着後、ホテルへ　　　　　　　　　【ピッツバーグ泊】

落水荘見学
ピッツバーグからニューヨークへ
到着後、ホテルへ　　　　　　　　　【ニューヨーク泊】

●Yale 大学
●グレイスファームズ
● グラスハウスフィリップジョンソンの家
　　　　　　　　　 　　　　　　　【ニューヨーク泊】

自由行動　　　　　　　　　　　　 【ニューヨーク泊】

●MOMA
●グッゲンハイム　　　　　  　　　  【ニューヨーク泊】

●チェルシー街ギャラリー巡り
●アーティストスタジオ見学
●交流パーティー　　　　　　　　　【ニューヨーク泊】

ニューヨークからマイアミへ
市内観光（壁画やコレクターの家などアートな町散策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【マイアミ泊】

バーゼルアート　　　　　　　　　　　　【マイアミ泊】

空港へ
マイアミ発
ダラス・フォートワース国際空港着
ダラス・フォートワース国際空港発　　　　　【機中泊】

到着後解散

東京

ピッツバーグ

ピッツバーグ

ニューヨーク

ニューヨーク

ニューヨーク

マイアミ

マイアミ

マイアミ

成田

11：30
07：55
11：05
14：51

終日
20：45
22：12

終日

終日

終日

午前

午前

7：00
9：00
10：35

15：30

11/28
（木）

11/29
（金）

11/30
（土）

12/01
（日）

12/02
（月）

12/03
（火）

12/04
（水）

12/05
（木）

12/06
（金）

12/07
（土）

朝 朝

朝

朝

朝

夕朝

朝

朝

朝

朝

朝

朝

夕朝

朝

◆ NYを拠点に世界で活躍する、日本人アーティストのスタジオ訪問！
◆ アメリカの名門大学でアートを学ぶ1DAY特別カリキュラム！
◆ 10月にリニューアルオープンする、MOMAへ！
◆ 話題の、世界最大級、最高峰のアートフェア・バーゼルマイアミへ
◆ こだわりのホテルでアートなライフスタイル体験！
◆ 全行程、専属ガイド付き！

あの、建築家巨匠の自邸、有名美術館、キャンパス体験、現地アーティストとの交流やパーティなど、”芸術家
たち”に登場するリアルスポットを訪ね、抑えておきたいアートなスポットを巡ります！！
世界最大級、最高峰のアートフェア、アート・バーゼル・マイアミも楽しめる旅！
ワクワクいっぱいで、とびっきりマインドフルな旅をお楽しみください。

名建築＆デザイン＆アートスポットを巡るプライベート研修ツアーinアメリカ

TOUR POINT

こだわりの宿泊ホテル

死ぬまでにはみてみたい！史上最高の名建築”落水荘”

マイアミ市は、街そのものがアート

帝国ホテルの建築家としても知られている、アメリカの建築家フランク・ロイド・ラ
イトの最高傑作。豊かな自然と一体化した独創的な建築デザインは、外観、内装
共に、世界中の多くの人を魅了し、歴史的建造物として讃えられています。まさに
滝と共に暮らす豪邸を満喫ください。

2019年10月に、リニューアル・オープンするニューヨーク近代美術館MOMA。
いま、日本でも、ビジネスの場や、福祉の現場で、MOMAで開発された対話型鑑
賞法が話題になっています。リニューアル・オープン後は、アートの力をこれからの
社会に活かす、新たなアイデアを探求する教育プログラムや、ライブプログラムが
発表されていることでしょう！

アメリカでトップレベルのアート教育といえば、名門、
イエール大学！

リニューアルオープンしたばかりの２つの美術館を
いち早く訪ねる

イェール（エール）大学は、ハーバード、プリストン共に、アメリカの大学の“BIG3”
に数えられる世界屈指の大学。その卒業生でよく知られているのは、日本人では、
建築家の篠原一男、安藤忠雄、そして、大統領や政治家では、ビル・クリントンとヒ
ラリー・クリントン夫婦、ジョージ・ブッシュ親子など、また、女優のメリル・ストリー
プ、ジョディ・フォスター、芸術分野では、画家のチャック・クロース氏、彫刻家のリ
チャード・セラ氏、現代美術家のマシュー・バーニー氏や、多くのノーベル賞受賞
者を輩出している、世界最高峰の教育機関で、アートを学びます。

街の景観を大切にしながら、都市開発が実に巧妙、繊細、“美”を意識して行われ
ています。また、病院などの施設も非常に綺麗でホテルのようです。また、世界の
大富豪がマイアミに家を買いに来ているので、本物、豪華、美的感覚が問われ、イ
ンテリアデザインの品質も非常に高くアートのある暮らしは自然と根付いている
のです。この時期は、そんな、マイアミが最もアートで盛り上がるシーズンです！！
お楽しみください。

セレブが注目する世界最大規模のアートフェアに行こう！

アートバーゼルマイアミは、年に1回開催される世界最大規模のアートの見本市
のひとつです。自家用ジェットでセレブが集まるという噂もある、ゴージャスなマイ
アミのアートフェアを楽しみましょう！

1949年にフィリップ・ジョン
ソンの自邸として建てた家。
彼の代表作です。とても広大
な敷地に、360度ガラスで囲
まれた「グラスハウス」。

■世界の名建築家の自邸を訪ねる！

コネチカットの深い森に抱かれて、アートやデザイン、そして大自然を五感で満喫
できます。全米屈指の高級住宅地に建てられた、アートやデザインの力を使った社
会還元を実践している場を見学に行きましょう！ニューヨークをはじめ国内外か
ら、建築・アート好きがはるばる訪れている新スポットです。

■妹島和世さんと西沢立衛さんがアメリカ東海岸に
完成させたアートの新名所、グレイスファームズ！

この6月にリニューアルオープンしたばかり！
ニューヨークには世界的に有名な建築家が作
った建築物がたくさんありますが、グッゲンハイ
ム美術館も、建築家「フランク・ロイド・ライト」
が手がけた他の美術館にはない個性的な作り
になっています。規模としてはそれほど大きくな
い美術館ですが、現代アート作品を螺旋階段に
沿って鑑賞するなど、その建築物・装飾など美
術館自体が芸術品となっており、おすすめです！

■グッゲンハイム美術館

5
日目

ニューヨーク在住のアートフェアプロデューサーが、
世界の最先端をいくNYのアートの現場をご案内します！

■戸塚 憲太郎
hpgrp GALLERY TOKYOディレクター
青参道アートフェア、NEW CITY ART FAIRなど
若手アーティストとアートコレクター、アートファンを
繋ぐプロジェクトを多く手がける。現在NY在住。

NYは、世界で勝負する覚悟のあるものが集まる場所です。ここNYで、世界を
目指すアーティストが何をしているか？
「作品」そのものの良さや強度はもちろん根本に必要ですが、才能のあるアー
ティストで溢れているニューヨークにおいて、それは一つの側面にしかすぎま
せん。ブランディング、ネットワーキングなど自身の価値を高められるものは
全てやり尽くす。ニューヨークでアーティストとして成功するには、多種多様
なスキル、才能、努力、つまりはその人間の総合力が問われ、試される世界で
す。そこでもなお、人や時代との巡り合わせといった「運」がなければ生き残
れない本当に厳しい世界です。
 世界に挑戦するアーティストが集まるニューヨークがどんな場所なのかを
足を運んで体感してください。
実際にこの街に立つと感じるものが、ここニューヨークにはあると思います。

6
日目

3
日目

内装（イメージ）内装（イメージ）

イエール大学外観（イメージ）イエール大学外観（イメージ） 図書館内観（イメージ）図書館内観（イメージ）

グラスハウス外観（イメージ）グラスハウス外観（イメージ）

グレイスファームズ（イメージ）グレイスファームズ（イメージ）

グッゲンハイム美術館内観（イメージ）グッゲンハイム美術館内観（イメージ）

7
日目

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

グラスハウス内観（イメージ）グラスハウス内観（イメージ）

2
日目

外装（イメージ）外装（イメージ）

●ルネッサンス・ピッツバーグ 
モダンなスタイルと美しい建築が
融合したホテル

ピッツバーグ
●PUBLIC HOTEL
デザイナーズホテルの
生みの親イアン・シュ
レーガーが、新たな
アプローチを形にした
ホテル

ニューヨーク

●TWAホテル
建築家エーロ・サーリネンの名作

TWAターミナルに泊まる！

ニューヨーク

●モンドリアンサウスビーチ
マルセル・ワンダースが設計
を手がけ、カスタムデザイン
の家具や美術品が飾られた
個性的な宿泊施設

マイアミ

●
●

ピッツバーグピッツバーグ

●

ニューヨークニューヨーク

ピッツバーグピッツバーグ

マイアミマイアミ

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

8
日目
8
日目


