4 名古屋港、ふれあい空間
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金城ふ頭

Friendly Port

Kinjo Pier

Kinjo Pier is being developed as an integrated area that will attract many people
各種大型船が接岸する商港機能のほか、船舶情報の集
年は、交流拠点としての開発が行われています。
さらに、名古屋市の計画による
「モノづくり文化交流拠
点」
として、鉄道博物館など、産業技術の発信・継承を
テーマに、人々が交流する拠点づくりが進行中。人々に
親しまれるふ頭としての新たな歴史を歩み始めています。

Nagoya Station

Aonami Line

親しまれる交流拠点として開発進む
「金城ふ頭」
約される情報拠点としても活躍している
「金城ふ頭」。近

名古屋駅

旅客鉄道（あおなみ線）
名古屋駅から金城ふ頭駅までの15.2kmを約24分で結ぶ旅客鉄道。
2004年
（平成16年）
10月開業。
This passenger line, opened in October 2004, connects Kinjo-futo
Station and Nagoya Station, 15.2 km away, in 24 minutes.

名港トリトン
Meiko Triton

In addition to commercial port functions that can accommodate various large vessels,
Kinjo Pier also functions as an information administration center for the consolidation of
vessel information. Kinjo Pier is currently being developed into a public communication
exchange area.

金城ふ頭駅

Kinjo-futo Station

On the basis of the Concept “Central Exchange Area for Monozukuri Culture” being
planned by Nagoya City, a hub for interaction between people is now being designed
under the theme of showing and passing on industrial technology. The concept
includes things such as opening a railway museum. The pier is adding new pages in
its history as a popular site among visitors.

鉄道博物館（リニア・鉄道館）
SCMAGLEV※ and Railway Park

東海道新幹線を中心に、在来線から超電導リニアまでの実物車両
の展示を通じて「高速鉄道技術の進歩」を紹介している施設。

テーマパーク（レゴランド ・ジャパン・リゾート）

This facility introduces the progress in high-speed railway through
rolling stock displays, which include the superconducting maglev
as well as historic railway rolling stock.

家族で一日楽しめる屋外型キッズテーマパーク「レゴ

(※SCMAGLEV : Superconducting Magnetically Levitated Vehicle)
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Theme Park (LEGOLAND Japan Resort)

ランド®・ジャパン」と「レゴランド®・ジャパン・ホテル」、
「シーライフ名古屋」が併設。東側には、
「モノをつくる
喜び」と「コトをつくる喜び」をテーマにした複合型商
業施設「メイカーズ ピア」が隣接。
The LEGOLAND® Japan outdoor theme park for kids,
where the whole family can enjoy an entire day, the
LEGOLAND® Japan Hotel and SEA LIFE Nagoya
aquarium are all annexed. On the adjoining to the land
on the east is also the “Maker’s Pier,” a commercial
complex with the theme of "the joy of creating and
making events."
c 202１ The LEGO Group
○

ゲストハウスウェディング（アンジェローブ）

名古屋市国際展示場（ポートメッセなごや）

Guesthouse Wedding (Wedding Island Angerobe)

Nagoya International Exhibition Hall (Portmesse Nagoya)

展示館やイベント館、交流センターなどが整備された
全国有数の総合コンベンション施設。
One of the leading convention complexes in Japan,
consists of the exhibition halls and conference rooms.

フットサルアリーナ（武田テバオーシャンアリーナ）

アメリカ西海岸とヨーロッパの街並みの異なる２つのコンセプトか

Futsal Arena (TAKEDA TEVA OCEAN ARENA)

らなる貸切型プライベートウェディング。

日本で初めての国際規格のフットサルアリーナ。メイン

This facility is a chartered wedding space modeled after two
different streets from the US west coast and Europe.

アリーナには約2,500席の観客席を設置。
This Japan’s first internationally-standardized futsal arena
is equipped with 2,500 seats in the main arena.

メイカーズ ピア
Maker’
s Pier
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