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開幕まであと４３日！
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平成 28 年 6 月 29 日（水）
愛知県県民生活部文化芸術課
国際芸術祭推進室事業第二グループ
担当：市川、川北、宮川
電話：052-971-6127（ダイヤルイン）
県庁内線 724-690、724-692

あいちトリエンナーレと名古屋市交通局の連携事業を実施！
スタンプラリーのほか、券のセット販売や地下鉄駅構内での作品展示も行います！
あいちトリエンナーレ実行委員会と名古屋市交通局では、あいちトリエンナーレ 2016（会期：
平成 28 年 8 月 11 日（木・祝）～10 月 23 日（日））の開幕に合わせ、次の連携事業を実施し、
あいちトリエンナーレの更なる盛り上げを図ります。
① スタンプラリーの実施
② 記念ドニチエコきっぷの発売
③ 国際展チケット（普通チケット）と記念ドニチエコきっぷのセット発売
④ マナカ等の提示による国際展チケット料金の割引
⑤ 地下鉄伏見駅構内における作品展示
1

あいちトリエンナーレ 2016 スタンプラリーの実施
名古屋地区トリエンナーレ 3 会場と地下鉄 2 駅を回るスタンプラリーを実施（主催：名古屋
市交通局）。すべてのスタンプを集めた台紙を、プレゼント交換場所に持参した先着 3,000 名に
「あいちトリエンナーレ 2016 オリジナル記念品」をプレゼントします。
(1)名称
あいちトリエンナーレ 2016 スタンプラリー
(2)開催期間
平成 28 年 8 月 11 日（木・祝）～10 月 23 日（日）【74 日間】
（あいちトリエンナーレ 2016 の開催期間と同一）
(3)スタンプ台設置場所
・トリエンナーレ 3 会場（愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、長者町会場）
・地下鉄 2 駅（矢場町、金山） ※スタンプ台設置場所の詳細は、スタンプ台紙に記載。
(4)スタンプ台紙
・配布開始日 平成 28 年 8 月 11 日（木・祝）
・配布場所
トリエンナーレ 3 会場と地下鉄全駅（87 駅）の駅長室、交通局サービス
センター（名古屋・栄・金山の３か所）
(5)プレゼントの概要
5 か所のスタンプをすべて集めた方に、記念品として「あいちトリエンナーレ 2016 オリジナ
ルパッケージしるこサンド」をプレゼントします。
・数量 3,000 個限定
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・プレゼント交換場所
交通局サービスセンター3 か所（名古屋・栄・金山）
・プレゼント引換期間
平成 28 年 8 月 11 日（木・祝）～10 月 23 日（日）
あいちトリエンナーレ 2016 オリジナル
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「あいちトリエンナーレ 2016」記念ドニチエコきっぷの発売
あいちトリエンナーレ 2016 のメインビジュアルをデザイン
した記念ドニチエコきっぷを発売します。
(1)名称
「あいちトリエンナーレ 2016」記念ドニチエコきっぷ
(2)種類
ドニチエコきっぷ（大人券のみ）
(3)発売開始日
平成 28 年 8 月 11 日（木・祝）
(4)価格
600 円

パッケージのしるこサンド イメージ

(5)販売枚数
あいちトリエンナーレ 2016 記念ドニチエコきっぷ
14,500 枚
(6)販売場所
地下鉄全駅 87 駅、交通局サービスセンター3 か所（名古屋・栄・金山）
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イメージ

あいちトリエンナーレ国際展チケット（普通チケット）と記念ドニチエコきっぷのセット発売
「あいちトリエンナーレ国際展チケット（普通チケット）」（一般 1,800 円）と「記念ドニチ
エコきっぷ」（600 円）をオリジナル台紙に組み込んだセットを、特別価格にて発売します。
(1)発売開始日
平成 28 年 8 月 11 日（木・祝）
(2)価格
2,000 円（通常価格より 400 円お得です。
）
(3)販売枚数
500 セット
(4)販売場所
交通局サービスセンター3 か所（名古屋・栄・金山）
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マナカ等の提示による国際展チケット料金の割引
マナカもしくは当日使用されたドニチエコきっぷ、一日乗車券を、あいちトリエンナーレ会
場内のチケット販売窓口で提示することにより、国際展チケット料金（普通チケットまたはフ
リーパス）を 200 円割引します。
◎現代美術（国際展）
区分
普通チケット

会期中販売券料金

マナカ等提示

一般

￥1,800

￥1,600

大学生

￥1,300

￥1,100

高校生

￥700

￥500
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区分
フリーパス

会期中販売券料金

マナカ等提示

一般

￥3,600

￥3,400

大学生

￥2,500

￥2,300

高校生

￥1,200

￥1,000

※マナカ連携事業は、名古屋市交通局の他に、名古屋鉄道㈱、あおなみ線とも
行っています。
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地下鉄伏見駅構内における作品展示
地下鉄伏見駅南改札口付近（伏見駅旧サービスセンター）において、以下の期間に映像
プログラムの放映を行います。（作品は、無料でご覧いただけます。）
(1)期間
8 月 11 日（木・祝）～10 月 23 日（日） 11 時～19 時（金曜日 11 時～20 時）
※8 月 22 日（月）、9 月 12 日（月）、10 月 3 日（月）は展示（放映）しません。
(2)内容
プロジェクターを使用して、上映スペースとなる部屋の内側から映像を投影し、部屋の外か
ら投影された映像を鑑賞します。複数のアーティストの映像作品（合計約 60 分）が、順番に
リピート再生されます。（上映スペースとなる部屋は、入室はできません。）
（こちらが展示場所になります）
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問合せ先
あいちトリエンナーレ実行委員会事務局 事業第二グループ
（愛知県県民生活部文化芸術課国際芸術祭推進室内）
担 当：市川、川北、宮川
住 所：〒461-8525 名古屋市東区東桜一丁目 13-2 愛知芸術文化センター6 階
電 話：052-971-6127 FAX：052-971-6115 URL：http://aichitriennale.jp
E-Mail: geijutsusai@pref.aichi.lg.jp
「あいちトリエンナーレ2016」概要
2010年より3年ごとに開催される国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」。国際展や映像プログラムなどの現代
美術と合わせて、ダンス・オペラなどの舞台芸術も楽しむことができます。また、まちなかでの作品展示やさ
まざまな普及教育プログラムがあることも大きな特色です。第3回となる今回は、「虹のキャラヴァンサライ
創造する人間の旅」というテーマのもと、世界38の国と地域から100組を超えるアーティストが集結します。
芸術監督：港 千尋 写真家・著述家｜多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授（映像人類学）
会期：2016年8月11日（木・祝）～10月23日（日）［74日間］
会場：愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋・豊橋・岡崎市内のまちなか
主催：あいちトリエンナーレ実行委員会
公式 Web サイト： http://aichitriennale.jp/
公式 facebook：/AICHITRIENNALE 公式 Twitter：@Aichi_Triennale #あいちトリエンナーレ
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