Luis Barragan

ルイス・バラガン
メキシコ建築
2019 年 7 月 9 日(火)～15 日(月･祝)７日間

サン・クリストバル厩舎

旅行企画･主催；株式会社トラベルプラン
観光庁長官登録旅行業第 566 号 (社)日本旅行業協会(JATA)正会員
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メキシコ建築

ルイス・バラガンを訪ねる
メキシコシティは標高２０００ｍほど、夏のこの季節でも暑過ぎず乾いた心地良
かぜ

い風がそよ吹きます
そして、バガラン建築を特徴付けるのは“色と光の空間”
ビビットな夏の光が、街のあちこちで咲く花々と共に、ルイス・バラガン作品の
色彩を一段と引き立たせます
ここ数年、危険なほどの酷暑に悩まされている日本を離れ、早めの夏休みにメキ
シコ建築の旅はいかがでしょうか
バラガン珠玉の作品である「自邸」
エントランスからダイニングルームまで黄金の輝きに溢れ、室内の水面に差す光
が神々しいまでの「ヒラルディ邸」
バラガンがデベロッパーとして溶岩台地を高級住宅地に変貌させたペドレガル地
区にあり、自身が幼少期を過ごしたアシエンダ（荘園領主の館）の雰囲気を伝え
る住宅「旧プリエト・ロペス邸」
私財を投じバラガンの感性と美学が込められた祈りの場「カプチン派の修道院」
自身、馬を愛したバラガンがあたかも極上の世界を馬たちのために造り上げたか
のような水の楽園を内包する「サン・クリストバル厩舎」や「ロス・クルベス」
建築家アルバロ・シザはバラガン作品を次のように語っています
いざな

『 何者かが我々を空間へと 誘 う
歩みを進める
包み込む全てがすばらしく、訪問者は言葉を失う
さまざまな表情の変化を見せる光、そして色はどうだろう
色は魂を揺さぶり、絶えず変化を続ける 』
カプチン派修道院 中庭

この旅ではバラガン作品の他に、ここ数年ずっと視察許可の出なかった ミース・
ファン・デル・ローエ の欧州・北米以外では唯一の作品 バカルディ社オフィス
棟 、ＨＰシェル構造に名を馳せる フェリック・キャンデラの教会群 、メキシコ
を代表する女流アーティストで波乱の人生を送った フリーダ・カーロの青い家 、
驚異的なまでの中庭空間とメキシコの歴史文化・文明を一堂に集めた 国立人類学
博物館 などをご覧いただくと共に、
ご希望の方には郊外の紀元前後に栄えた古代
都市歴史遺産 テオティワカン遺跡 もご案内します
カミノ・レアル・ポランコ ホテルロビー

メキシコシティでの後半２泊は、１９６８年開催のメキシコ
オリンピックに合わせて竣工し、５０年が過ぎた今日でも、
まったく古さを感じさせないデザインホテルの元祖的存在
カミノ・レアル・ポランコ ホテル にご宿泊いただきます
ぜひご参加ください

≪日程表≫
月 日

１

2019
7/09
(火)

都 市 名

時間

東京・成田

14:25 AM57

メキシコシティ 13:50 専用バス
夕刻

メキシコシティ 終日
２

３

４

交通機関

専用バス

7/10
(水)

メキシコシティ 終日

専用バス

メキシコシティ 終日

専用バス

メキシコシティ 午前

専用車

7/11
(木)

7/12
(金)

7/13
(土)

内

容

食事

アエロメヒコでメキシコシティ空港へ（直行便13時間25分）
《日付変更線》
着後、メキシコシティ市内へ移動
市内ホテルへ
メキシコシティ（ソナ・ロサ地区）泊
各種レストラン、マリアッチレストランなどの集まる繁華街
メキシコシティ中部・西南側の建築視察
サンタモニカ教会（フェリック・キャンデラ）
サンビンセンテ・パウル教会（フェリック・キャンデラ）
カプチン派の修道院（ルイス・バラガン）
バラガン自邸（ルイス・バラガン）
オルテガ邸 庭園（予定 ルイス・バラガン）
ヒラルディ邸（ルイス・バラガン）
メキシコシティ（ソナ・ロサ地区）泊
メキシコシティ南側の建築視察
国立人類学博物館（Ｐ・ヴァスケス）
フリーダ・カーロの青い家
ペドレガル公園（ルイス・バラガン）
旧プリエト・ロペス邸（ルイス・バラガン）
カミノ・レアル・ポランコ ホテル（Ｒ・レゴレッタ）
メキシコシティ（ポランコ地区）泊
緑豊かな並木道の続く高級住宅地 兼 ショッピングエリア
メキシコシティ北側の建築視察
サテライト・タワー（バラガン＆ゲーリッツ）
ラス・アルボレーダス（ルイス・バラガン）
乗馬愛好家住宅地ロス・クルベス（ルイス・バラガン）
サン・クリストバル 厩舎（予定 ルイス・バラガン）
バカルディ社オフィス棟（ミース・Ｖ・ローエ）
同
工場（フェリック・キャンデラ）
メキシコシティ（ポランコ地区）泊
テオティワカン遺跡の古代都市視察（自由参加）

機内

朝食

朝食

朝食

朝食

または自由行動で地下鉄・公共バスを使い、メキシコシティ
の歴史的建築物・現代建築視察など
５
ホテル客室は18:00までご利用いただけます

６

7/14
(日)

７

7/15
(月) 祝

メキシコシティ 夜

メキシコシティ空港へ移動

東京・成田

アエロメヒコで成田空港へ（直行便14時間40分）
《日付変更線》
お疲れ様でした

専用車
メキシコシティ 01:40 AM58
06:20

機中泊
機内
機中泊
機内

日本とメキシコシティの時差14時間（サマータイム期 日本が進んでいます）
フライト時間はパンフレット作成時のもので変更となることもございます
メキシコシティは標高２,２５０ｍですが高山病の心配はございません
住宅等各視察先は現在も使われているものがほとんどで、オーナーのご都合により急遽視察日付等の変更、
また急な改修工事や売却により視察予定が中止となることもございます
メキシコシティのホテルは慢性的な水不足のため、バスタブなし（シャワーのみ）がほとんどです
＊延長プラン別紙『黒沼ユリ子のヴァイオリンの家』ご参加が９名様以上の場合、５日目以降添乗員は延長
プランに同行し、基本スケジュールは日本語ガイドが空港チェックインまでご案内いたします

｢メキシコ建築

観光庁長官登録旅行業第 566 号
(社)日本旅行業協会(JATA)正会員
総合旅行業務取扱管理者 :酒井 春生

ルイス･バラガン｣
第一次締切 ５月１０日(金)

￥３５８,０００—

旅行代金

最終締切 ６月５日(水)

お１人部屋をご利用の場合\４６,０００の追加

成田空港施設利用料､空港税､航空保険料､燃油特別付加運賃等 別途 約￥４７,８９０－

（お一人様）

＊上記の諸税･燃油特別付加運賃等は見積作成時(2019 年 2 月 28 日)の金額で変動することがございます

【利用予定航空会社】アエロメヒコ（直行便 ビジネスクラスご希望の方はお問合せください）
【利用予定ホテル】ソナ・ロサ地区；ガレリア・プラザ
ポランコ地区；カミノ・レアル・ポランコ
【 食 事 】朝食４回、昼食０回、夕食０回（お飲物は個人お支払い）
【募集人員】１５～２０名様前後 （最少催行人員１０名様）
＊ １３名様以下のご参加者の場合、添乗員は同行せず現地日本語ガイドにて対応となります
＊ 延長プラン『ヴァイオリンの家』ご参加が９名様以上の場合、添乗員は延長プランに同行いたします
相部屋のご希望など、諸希望につきまして、お申込時の順番を優先させていただいておりますので、お早めにお申込ください

お申込み･お問合せ先
下記お申込書をＦＡＸ、郵送、ｅ－ｍａｉｌにてお送りください
お申込金

お一人様￥７２,０００ をご送金ください(お申込金は旅行代金に充当されます)

お振込先

口座名；㈱トラベルプラン

みずほ銀行京橋支店(普通)２４３１３７５、三菱東京ＵＦＪ銀行京橋支店(普通)００１０４５４
お問合せ

株式会社トラベルプラン

Tel；０３-３５６１-５０５０
〒10４-0031

担当 中野

Fax；０３-３５６１-５０５１ e mail : nakano@travelplan.co.jp

東京都中央区京橋 2-8-5 京橋富士ビル
【 ご 旅 行 条 件 】 抜 粋

この旅行は（株）トラベルプラン（観光庁長官登録旅行業第 566 号以下『当社』といいます）が主催する旅行でありこの旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結する事になります。
また旅行条件はこのパンフレット、出発前にお渡しする最終日程表及び当社募集型企画旅行約款によります。

【 旅行費用に含まれるもの 】
旅行日程表に明示した航空・送迎バス等の利用交通機関の運賃、宿泊料金（二人部屋二人利用）、旅行日程に明示した食事代及び見学料金、現地日本語ガイド費用、団体行動中の心付け等。

【 旅行費用に含まれないもの 】
前途以外は旅行費用に含まれません。その一部を例示します。超過手荷物料金、クリーニング代、電話代、日程表に明示した以外の食事・飲み物代、ホテルのボーイ・メード等に対するチップ等の個人的諸費用、
一人部屋を使用する場合の追加料金、日本国内の空港施設使用料、現地空港税・航空保険料、日本国内における宿泊費及び自宅から発着空港までの交通費、旅券・査証等の渡航手続費用等。

【 旅行契約の解除 】
お申し込みの後、次に定める取り消し料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが
できます。ご返金の際、振り込み手数料実費を差し引かせていただきます。ただし、キャンセル料が発生する
場合はこの限りではありません。この旅行条件及び旅行代金は２０19 年 2 月 28 日を基準としております。
なお、旅行代金の変更について定めた当社約款第１４条の規定に関しては、認可された範囲での航空運賃
の増額または減額による旅行代金の変更はありません

旅行開始日の前日より起算して遡り 30 日目にあたる日以降３日目に
あたる日まで
旅行開始日の前々日以降旅行開始まで

ご旅行代金の５０％

旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

ご旅行代金の１００％

お申込書

メキシコ Barragan 2019

ご旅行代金の２０％

担当

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ記載のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄのお名前
漢字お名前

生年月日

現住所〒

Tel

e-mail

携帯電話

所属先名

所属先住所〒

Tel

緊急時のご連絡先 お名前

Tel

パスポート番号

パスポート発行日

ご同室希望者名
延長プラン『ヴァイオリンの家』参加希望

fax

有

お１人部屋の希望

有

その他の延長希望

有

＊

相部屋をご希望でも相手の方が見つからない場合、お１人部屋追加費用をご負担いただきます

＊

日本国籍の方はパスポートの有効期限が帰国まで（６ヶ月以上の残存が望ましい）

＊

延長、ビジネスクラス、国内航空券、喫煙室 等ご希望がございましたら記載ください

無

中野

主な視察先

バラガン自邸

ヒラルディ邸

サン・クリストバル厩舎

旧プリエト・ロペス邸

バカルディ社 オフィス

サンタモニカ教会

サンビセンテ・パウル教会

国立人類学博物館

フリーダ･カーロの青い家

延長プラン；
『黒沼ユリ子のヴァイオリンの家』訪問
ヴァイオリニストの 黒沼ユリ子様 はメキシコシティから車で２時間程、温暖な
気候で芸術家が多く住む村トラヤカパンにとても素敵な別荘『ヴァイオリンの家』
を所有されており、夏・冬の厳しい季節には日本を離れ『ヴァイオリンの家』で
過ごされます
弊社では縁あって黒沼様に懇意にしていただいており、当バラガン建築ツアーを
黒沼様にお話したところ「ぜひ、我が家へお越しになりませんか？」とお誘いを
頂戴しました
黒沼 ユリ子様
さえず

村を囲む山々が神秘的に光輝く朝夕の屋上からの眺め、鳥の 囀 りを聞きながらプールサイドテラスでの朝
食、数々のヴァイオリン人形のコレクション・・・
そして黒沼様が現地の建築家と造り上げた別荘本体も秀逸で、思い出深いひと時となるでしょう
＊ 全９室、お部屋によりデザインが異なります ２室でバスルーム共有の場合もあります
＊ 当延長プランはご参加者が５名様以上で実施、８名様迄の場合は往復送迎時に日本語ガイドが同行、
９名様以上の場合は添乗員も同行いたします

お一人様 ￥８０，０００－
お一人部屋追加費用￥１５，０００－（お部屋割りによりご希望に添えない場合もございます）
月 日

都 市 名

時間

交通機関

内

容

食事

７月９日～１２日は基本スケジュールと一緒です

５

7/13
(土)

メキシコシティ 午前
午前
午後
クエルナバカ
午後
トラヤカパン
夕刻
トラヤカパン

６

午前
午後
徒歩

7/14
(日)
夕刻
メキシコシティ 夜

７

7/15
(月)
祝

８

7/16
(火)

専用車

専用車

メキシコシティ 01:40 AM58
東京・成田

06:20

ヴァイオリンの家 中庭から母屋を眺める

朝食
トラヤカパンへ移動 日本語ガイド同行
メキシコ自治大学ＵＮＡＭ視察
アシエンダ・デ・コルテスで昼食（各自）と施設内散策
黒沼ユリ子様のヴァイオリンの家到着
黒沼様お手製料理の歓迎夕食会
夕食
ヴァイオリンの家 泊
地元の民族舞踊・音楽の儀式を屋上とお庭で鑑賞
朝食
夕方まで自由行動
芸術家村の中心で週末の陶器市など各自散策
レストラン、タコス屋も何件かあります
メキシコシティ空港へ移動 日本語ガイド同行
空港チェックイン
アエロメヒコで成田空港へ（直行便）
《日付変更線》
お疲れ様でした

母屋屋上からプール、中庭を眺める

機中泊
機内
機中泊
機内

