Deauville

ドーヴィル
歴史、
そして...

DEAUVILLE

主なできごと

1912年
第二帝政の崩壊後、
ドーヴィル・カジノ･ホテル
協会からの要請を受け、
市長デジレ・ル・オッ
クはウジェーヌ・コルニュシェの援助を受けて
海水浴場のリニューアルを計画します。
協会は
カジノと2軒の高級ホテル
（ノルマンディー、
ロ
ワイヤル）
を作りました。

150年の歴史をもつ絶好の海水浴場
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1923年
第一次世界大戦のあと、
《熱狂の時代》
のパリ
ジャンたちが、
1923年にできた有名なプラン
シュ
（板張りの遊歩道）
にこぞって押しかけま
した。
ドーヴィル・クレールフォンテーヌ競馬
場 (1928) と空港 (1931) 、
そして3軒目の高級
ホテルで27ホールのゴルフ場を有するロテ
ル・デュ・ゴルフl’Hôtel du Golf (1929) も開業
しました。
© Donnation Gilbert Hamel

湿地と砂丘の上に作られたドーヴィルの
街の誕生には、４人の人物が関わってい
ます。
ナポレオン３世の異父弟でパリ社
交界の寵児であったオーギュスト・ド・モ
ルニー公は、
トゥルヴィルに住む友人オリ
フ医師のもとで保養しているとき、近くの
湿地を見て開発することを思いつきまし
た。
モルニー公とオリフ医師は、銀行家ド
ノン、建築家ブルネと協力して、パリにほ
ど近い《絶好の海水浴場》
であるドーヴィ
ルを作ったのです。海と農村部に囲まれ
たドーヴィルの街は、1860年から1864
年にかけて開発され、邸宅、競馬場、港、
パリと結ぶ鉄道なども整備されました。
さ
まざまな建築スタイルが混ざり合い、独
創的でアシンメトリーで奇抜な街並みが
できあがりました。当時の海水浴遺産は
現在保護され、毎年多くの観光客が訪れ
ます。

1960年
ドーヴィルは砂州
（海岸沿いの土地）
にレジャ
ー施設、
緑地を作り、
海洋治療センター、
海水
プール(1966)を建設し、
2つめの港をオープン
しました (1972)。
夏以外のシーズンにも観光客が訪れることを
目指して1975年に第1回アメリカ映画祭を開
催し、
新たな方向性を開拓しました。
以来、
イ
ベント開催というストラテジーは、
ドーヴィル
発展の主軸となっています。

1992年
国際会議場ドーヴィル国際センターCentre
International de Deauville (C.I.D)がオープンし、
ドーヴィルにはビジネストリップの街という顔
も加わりました。
海面より低い階に作られた大
ホールは1500人収容。
毎年国際的な大イベ
ントが行われています。
1996年
街が誕生した時からドーヴィルは芸術家やク
リエイターたちから愛されてきました。
1996
年にドーヴィル・イースター音楽祭をスタート
させて以来、
ドーヴィルにはつぎつぎと文化
イベントが生まれています。
ほかにアジア映
画祭 (1999)、
冬の文化イベント (1997)、
本と
音楽の見本市(2001)、
8月の音楽祭(2004)、
プ
ランシュ写真展(2009)、
プランシュ･コンタクト
写真フェスティバル(2010)などがあります。
2010年
競馬はドーヴィルの経済に大きな役割を果た
しており、
数十年前から街と協力関係にありま
す。
2010年、
ドーヴィルに国際馬事センター
がオープンし、
騎手養成、
馬関連の各種スポ
ーツ、
乗馬の訓練などを行っています。
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世界に向かうドーヴィル
ドーヴィルは現在、
もっとも注目を集める海岸
リゾート・ビジネストリップの街として、つねに
魅力を追求し、観光経済を構築するプロジェク
トに関する開発を続けています。建築遺産の保
護と活用、
トゥック半島のリニューアル（沿岸地
帯を活用する大規模な都市再開発）、
フランシ
スコ会修道院の生活･文化スペースへの改装、
国際馬事センターのオープン（競馬・乗馬の中
心地としての役割を強化）、未来を考えるスペ
ースであるクレアクティヴ・プレイス CreActive
Placeのオープン、イベントに力を入れた政策、
などがその主な内容です。
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馬への情熱
街が作られた時から、
ドーヴィルと馬は深く結びついていました。
この街の生みの親であるモルニー公は、教会よりも先に競馬場を
作らせたほどです！ 1928年、
レースの数が増加したことから、2
つめの競馬場であるドーヴィル・クレールフォンテーヌ競馬場が
できました。
ドーヴィルは世界中の名馬が集まる地方有数の娯楽
の中心地となりました。2つの競馬場と国際馬事センターで、重賞
を含む競馬が夏だけでなく冬にも行われています。300頭（夏期
は600頭）の馬を用意しているトレーニングセンター、世界に名
高いサラブレッドの競売、ポロ世界選手権、障害飛越競技、馬場
馬術、繋駕競走、名馬を育てる75の種馬牧場などがあります。
www.deauvillecheval.com
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乗馬関係のイベント:
© Virginie Meigné

跳躍、
馬上馬術、
ホースボール
2010年に国際馬事センターがオープンし、
ドーヴィ
ルは障害飛越、馬場馬術、パドックポロ、ホースボール
など馬に関する多くのスポーツイベントを行う人気の
スポットとなりました。競技のレベルもアマチュアから
プロまでさまざま。街には、趣味でプレーする愛好家と
ともに世界的な騎手も集まります。
www.pole-international-cheval.com
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馬の競売
© Jean-Claude Boscher

ドーヴィル・ラ・トゥック競 馬 場 センターで
は1 9 0 7 年 からポロ競 技 が 行 われています
が、1950年にクープ・ドール（黄金杯）が始まっ
てからドーヴィルのポロは世界的に知られるよ
うになりました。毎年8月に行われるこのトーナ
メントには世界中から有名なプレーヤーが集ま
り、迫力満点の試合が繰り広げられます。
www.polodedeauville.com

© Yearlings ABX

リュシアン・バリエール・
ドーヴィル・ポロカップ

1887年から行われている馬の競売は、
この町ならではの重要なイベントです。現在、
サラ
ブレッドの競売で、
ドーヴィルは世界的に知られています。
プロも愛好家も、
「メイド・イン・
フランス」のラベルに引き寄せられて、世界中からやってきます。
なかでも英国サラブレッ
ドのエリートが集まる8月の明け2歳馬（18ヶ月前後）
の競売は有名です。
そのほか、繁殖
用牝馬、訓練用馬などの競売が年間を通して行われています。
www.arqana.com / www.arqana-trot.com
7

DEAUVILLE

競馬場

国際馬事センター Pôle International du cheval

ドーヴィル・ラ・トゥック競馬場
© Jacques Lorin

Hippodrome de Deauville-La Touques

この競馬場では、平地競走が行われ、8月には国
際的な重賞レースも開催されます。建築の美し
い魅力的な競馬場で、
ファンからも世界的な騎
手からも愛されています。家族向けのイベントも
あり、
アットホームな雰囲気でも知られます。
レー
スは1月、3月、7月、8月、10月、12月に開催。
www.france-galop.com

速歩競走、平地競走、障害競走、スティープルチェイ
スなどが行われ、観客を楽しませています。馬と騎手
がゴール目指して繰り広げるレースの迫力は、いつま
でも心に残ります！
ガイドツアー、乗馬教室、特定
のテーマに関するイベント、子供向けのイベントなど
も行われています。
レースは7月、8月、10月に開催。
www.hippodrome-deauville-clairefontaine.com
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© Gilles Targat

ドーヴィル・クレールフォンテーヌ
競馬場 Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

広さ9ヘクタールの馬に関する複合施設。
こ
の国際馬事センターでは、スポーツとレジャ
ー両方の乗馬を楽しめます。全天候型ですの
で、一年を通して大規模なイベントを開催で
きます。乗馬センターとポニークラブでは乗
馬教室も行っています。学生、乗馬愛好家、
プ
ロなどの研修、セミナー、
コンクールに最適な
施設です。
www.pole-international-cheval.com
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文化
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© Elizabeth Parker

ドーヴィルには競馬、ポロ、明け2歳馬の競売などの
古い伝統がありますが、街ができた当時から、作家、
画家、写真家、映画人もこの街を愛してきました。屋
外画家や印象派画家のように、彼らは海、光、街の雰
囲気から着想を得たのです。絵画、風刺画、文学、写
真は今もこの「すばらしい雑多な人々」の歴史を伝
えています。
この創造的精神を守り、現在のドーヴィ
ルでは若い才能の発見、文化の共有、学習を重視し
たオープンな文化政策が進められています。
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© Gilles Targat

アメリカ映画祭
1975年にスタートしたこの映画祭は、
ドーヴィルでもっ
とも有名なイベントです。
アメリカの大作映画のプレミア
ショーとともに、1995年からはインディペンデント系作
品のコンペが行われ、毎年アメリカ映画のヨーロッパで
のプロモーションに一役買っています。映画関係者との
交流も行われ、
オマージュ、回顧特集、
ドキュメンタリー、
テレビドラマなどとともに映画史をひもときます。9月に
開催され、一般にも公開されています。
www.festival-deauville.com

アジア映画祭
アメリカ映画祭の弟分ともいえるアジア映画祭は1999年にスタートし、韓国、
日本、中国、
インドといった国々の映画を紹介しています。
アジア映画のイベントとしてはヨーロッパ
最大で、
コンペ、年間制作作品の紹介、著名監督もしくは新鋭の監督のオマージュなどが
行われます。毎年、参加する1カ国がドーヴィル市主催の経済交流デーのテーマ国となり
ます。3月開催。
www.deauvilleasia.com
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音楽

イースター音楽祭
Festival de Pâques

1996年にこの音楽祭が始まったと
き、ルノー・カピュソン、
ジェローム・ペ
ルノ、
ジェローム・デュクロ、ニコラ・ア
ンゲリッシュといった若き才能の世
代を紹介するイベントとなることを目
指していました。現在もその志は受け
継がれ、
できる限り多くの作品を研究
し、演奏（世界初演となることが多い）
しています。4月開催。
www.musiqueadeauville.com

8月の音楽祭
2002年にスタートした音楽祭で、若いソリストを紹介し、多くの音楽作品を研究することを
目指しています。
イースター音楽祭の登竜門でもあり、研究という側面もありながら楽しい雰
囲気の音楽祭です。15人前後の若手ソリストがバロック作品を演奏します。8月開催。
www.musiqueadeauville.com
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© Virginie Meigné

映画

DEAUVILLE

本と音楽の見本市

© Virginie Meigné

Festival Livres & Musiques

2004年に始まったドーヴィルでもっとも
大きな文学イベントです。
イベントの主旨
は、音楽から着想を得た作家を紹介し、毎
年違ったテーマを取り上げて、特に子ども
に本に親しんでもらうために、交流、
トー
ク、作者との討論などを行う、
ということで
す。気楽なものから創作まで、朗読、シン
ポジウム、
コンサート、討論など30の無料
イベントが行われます。4月もしくは5月開
催。
www.livresetmusiques.fr

ドーヴィル・ア・リーヴル・
ウヴェール Deauville à livres ouverts
本は文化につながる第一歩です。
そのため本は、
ドーヴィル市の文化プログラムの中心と
なっています。
ドーヴィル・ア・リーヴル・ウヴェールでは、作家との交流、朗読、教師が行う
教育活動などが行われます。10月から4月まで。
www.deauville.fr
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文化シーズン
セゾン・キュルチュレル
Saison culturelle

歴史的にも豊かな文化の伝統をもつドーヴィル
市では、毎年10月から4月にかけてバラエティ
ーに富んだ約15のスペクタクルを上演します。
内容は、ダンス、演劇、歌、ジャズなどさまざま
で、新進気鋭からビッグネームまで多くのアーテ
ィストがやってきます。10月から4月まで。
www.deauville.fr

© Elizabeth Parker

文学イベント

プランシュ･コンタクト
Planche(s) Contact

写真との関わりをさらに深めるべく、
ドーヴィル市は
2010年にプランシュ･コンタクトという新しいイベン
トをスタートさせました。有名写真家、新人写真家、
写真を学ぶ学生が、
ドーヴィルを撮影した作品を展
示するのです。
オープニングは夏時間が冬時間に切
り替わる10月の最終週末で、写真愛好家たちがい
つもより1時間長い夜に撮影したドーヴィルの写真を
「25時写真コンクール（ヴァントサンキエム・ウール
25e heure）
」に投稿します。10月、11月開催。
www.deauville-photo.fr
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街そのものが美術館
長年にわたってドーヴィルは街の遺産を保
護、活用してきました。街を散歩すると、広々と
した邸宅などの素晴らしい建物が建ち並び、
さなざまな様式を楽しむことができます。
こう
いった建築物の芸術性、独創性、
そして美し
い町並みは、
さながら野外美術館のよう。
ドー
ヴィル市は2005年から、
これらの建物を保護
しています。

自然
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© Jean-François Lange

ドーヴィルは家族や友人とスポーツや
レジャーを楽しむのにぴったりの場所
です。季節を問わず、海、陸地、そして空
でも、多くのレジャーが楽しめます。近く
のオージュ地方では、
リラクゼーション
やスリルを求める人にはうれしいサプラ
イズがたくさん待っています。

DEAUVILLE

海

海岸

外海の魅力
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2つの港に1250 の停泊地を持つド
ーヴィルは、
ノルマンディー有数の
レジャーを楽しめる港町です。100
年以上まえから国際的な長距離ヨ
ットレースが行われ、
たくさんの選
手たちがここにやってきました。現
在も、船を操縦したり、地方、国内そ
して国際的なヨットレース
（ドーヴィ
ル･ヨットクラブ、
ドーヴィル・ヨット
学校が後援）
に参加するため多くの
人々が訪れます。
www.dyc14.fr

© Elizabeth Parker

ドーヴィルの海岸は、2キロにわ
たる細かな砂の浜です。
ここには
150年前からドーヴィルに足繁く
通った人々の歴史があるのです。
伝説的な場所、
プランシュ
（板張り
の遊歩道）
、ル・バール・デュ・ソレ
イユ、バン・ポンペイアン（ポンペ
イの共同浴場を思わせる入浴施
設）… また5色のパラソル、
アメ
リカ人俳優の名前が書かれたキ
ャビンなどは、世界中で有名にな
りました。
ラウル・デュフィやウジェ
ーヌ・ブダンが描いた空、
ラシアが
さっと描きとった日常の場面、セ
ーベルジェ兄弟やロバート・キャ
パらの写真、
テニスクラブでの快
挙、海水を使ったオリンピックプー
ルでの記録更新、
ランドヨットでの
散歩、沖で行われるヨットレース、
馬上でのわくわくする海辺の散歩
など、海岸にはドーヴィルの魅力
がいっぱいです。
www.deauville.fr

© Patrice Le Bris

砂と海から生まれた

DEAUVILLE

レジャーとウェルネス
マリンスポーツセンター オリンピックプール
Centre nautique
Piscine olympique

タラソ・スパ・アルゴテルム
Thalasso spa Algotherm

カヤック、
カタマラン、
ランドヨットなどの用 《ア・ラ・カルト》
で選べるケア、治療を提供し、
フ
具レンタル、
スポーツ教室、
プライベートレ
ィットネスルームも完備されています。
オリンピッ
ッスンを行います。
クプール、サンルームに直結。
ラ・タラソ・ド・ドー
www.lasolutionloisirs.com/normandie.html ヴィルは2014年に全面リニューアルしました。
www.thalasso-deauville.fr

スポーツ用コース
Parcours sportif

砂州には、海風に吹かれながらスポーツ
を楽しみたい人のために、
ジョギング用
のコースやそのほか多くのスポーツ用ス
ペースを示す標識が設置されています。
www.deauville.fr
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カルースト・グルベンキアン公園
Le parc Calouste Gulbenkian

石油王で美術愛好家でもあったカルースト・グルベンキアン
は、1937年に17～18世紀の城と庭園からなるドメーヌ・デ・
ザンクロを手に入れました。彼は瞑想と安らぎの場所として、
自分好みの庭を作ろうと考えました。
そして城を解体し、庭園
設計家アシール・デュシェーヌに計画の実現を託します。
この
のどかな憩いの場は1973年にドーヴィル市の所有となりま
した。希少な植物（黒クルミ、アメリカ大陸の白トネリコ、オラ
ンダシナノキ、セコイアなど）が植えられ、
グルベンキアンが
夢見た魅力と美しさがそのままに保存されています。7月、8
月公開。
www.deauville.fr

テニス
ドーヴィルの海辺には、19の屋外テニス場(
クレイ10面、クイック3面、
クラシッククレイ4
面、
ソフトコート2面)とラリーやスマッシュのウ
ォーミングアップができる壁打ち練習場が一
つあります。
www.deauville.fr

© Gilles Targat

© Virginie Meigné

海を愛してやまないドーヴィルでは、
オリンピ
ックプールにも海水を使っています。50メー
トルのプールに、沖で採取した水を28度に温
めて入れています。
www.deauville.fr

散策
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ゴルフ

オージュ地方

ドーヴィル周辺の観光

グリーン&ティー
ゴルファーたちは、
まっしぐらにドーヴィルにやってきて、周囲にある4つのゴルフ場でプレー
を楽しみます。池やバンカーが配置されて、技術を要するコースから遊び心が感じられるコ
ースもあって、広々とした場所でのんびりとプレーすることを求めてきたゴルファーたちは大
満足です。
スコアだけでなく、素晴らしい景色にもご注目ください。
www.deauville.fr

ドーヴィルはノルマンディーの中央に位置しているので、
この地方の
有名観光地へ出かけるのにとても便利です。
ドーヴィルの海水浴場か
ら、モン・サン・ミシェルやシェルブールには2時間、
カン、ルーアン（こ
の地方の2つの主要都市）、
ジヴェルニー、そしてノルマンディー上陸
作戦が行われた海岸には1時間で行くことができます。
またこの地方
には、ハイキングコース、庭園、
カルヴァドスなどの蒸留工場、種馬牧
場、歴史遺産などが数多くあ
ります。ぜひ足を伸ばしてみ
てください。

ゴルフ･バリエール・ド・ドーヴィル Golf Barrière de Deauville
ドーヴィル市内の高台、
プランシュから数分の所にあり、２つのコースは
90ヘクタールの広大な敷地に広がっています。一つは1927年にトム・シ
ンプソンが設計した18ホールのコース、
もう一つは1964年にヘンリー･コ
ットンが設計した9ホールのコースです。
www.golf-barriere-deauville.com

ノルマンディー地方観光局
© Elizabeth Parker

ゴルフ・バリエール・ド・サン・ジュリアン Golf Barrière de Saint-Julien
このコースは史跡に指定されたドメーヌの中にあります。1989年にアラ
ン・プラットとビル・ベイカーが設計しました。穏やかな起伏のある広大な
グリーンは、
スピーディーなプレーを好むゴルファーに喜ばれています。
www.golf-barriere-saintjulien.com
アミロテ・ゴルフ Amirauté Golf
1991年にビル・ベイカーが作りました。池と広いグリーンがちりばめられ
たコースです。
www.amiraute.com
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カルヴァドス県観光局

Comité Départemental du
Tourisme du Calvados :
www.calvados-tourisme.fr

Trouville

© CRT Normandie

Honfleur

© Photothèque L.Barrière

ゴルフ・ド・ドーヴィル・サン・ジュリアン Golf de Deauville Saint-Gatien
1988年、
オリヴィエ・ブリゾンが設計。3つのコースのあちこちにテンプル
騎士団時代の遺跡があります。
www.golfdeauville.com

Comité Régional du
Tourisme de Normandie :
www.normandie-tourisme.fr
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DEAUVILLE

朝、
昼… そして夜も
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© Naïade Plante

日が沈むと、
ドーヴィルの街は輝きはじめます。
カジノでは
うっとりするような遊技場やスロットマシーンのまわりで、
スリリングな夜が過ぎていきます。お芝居やコンサートの
ほうがお好きなら、近くに文化施設がたくさんあります。街
のさまざまな美味を味わえるすばらしいディナーを楽しん
で、最後はバーやクラブに行くのもおすすめです。

* アルコールの取り過ぎは健康によくありません。適量を心がけましょう。
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DEAUVILLE

カジノ・バリエール
ド・ドーヴィル Casino Barrière de Deauville

美食

ノルマンディーで最高の食を

1912年オープン。
スロットマシーン、遊
技台、
レストランなどがあり、
ドーヴィル
の高級レジャー施設として知られます。
ヴェルサイユの小トリアノンを模した
18世紀イタリア風小劇場もあり、
アット
ホームな雰囲気の中で、
たくさんの文
化イベントを開催しています。
www.lucienbarriere.com

マルシェ : マルシェ広場Place du marchéでは、1年を通じ
て火曜、金曜、土曜（3月から10月は日曜も、学校が休みの
間は毎日）にマルシェが開かれています。
www.deauville.fr
* アルコールの取り過ぎは健康によくありません。適量を心がけましょう。
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© Virginie Meigné

26

© Patrice Le Bris

© Naïade Plante

リンゴ、
シードル、
カルヴァドス、牛乳、生クリーム、
カマン
ベール、ポン・レヴェック、
リヴァロ、バター、小エビ、
カキ、
シタビラメ、ホタテ貝… ノルマンディーの美味しいものを
数え上げたらきりがありません！ 海と陸にはさまれたド
ーヴィルでは、他では味わえない地元の美食を楽しめま
す。

DEAUVILLE

ショッピング

ビジネストリップ

400軒以上のショップ
ドーヴィルにはファッション、
アクセサリーの有名ブランドショップ、
インテリアショップ、
フラワーショップ、
グルメショップだけでなく、
ア
ートギャラリー、
アーティストのアトリエ、
アンティックショップ、古物
店などがありますので、
どなたにもご満足いただけます。
さらにうれ
しいことに、お店は週末も営業しています！

© Gilles Targat
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周囲2キロの範囲内に2000の宿泊用客室があり、国際会
議場、空港も完備されているうえに、パリから2時間で移動
できますから、
ドーヴィルはノルマンディー地方でビジネ
ス、交流を行うのに理想的な都市として存在感を増してい
ます。政治、
ビジネス、文化シーン、スポーツなど各界で活
躍する方々が、
フランスのみならず世界中から集まって講
演、会議、
イベント、
フォーラムに参加しています。

15
15

DEAUVILLE

クレアクティヴ・プレイス

ドーヴィル国際センター

CreActive place

Centre International de Deauville

そのガラス屋根の下には合わせて約18 000 m2 のスペースがあり、来場者接遇
やイベント
（会議、セミナー、
フェスティバル、
ショー、
コンサート、
フォーラムなど）に
使われます。必要な装置、備品などはすべてそれぞれのスペースに用意されていま
す。大ホールから小会議場まで、展示ホールからサロン･バーまで、50人の会合から
4000人の大会議まで、そして製品発表会からごくプライベートなパーティーまで、
と
あらゆるニーズにお応えいたします。
www.congres-deauville.com

この施設は企業や自治体をサポートして、将来を見すえた創造的な事業を行い、問題点全
体をオープンかつ多元的、科学的、具体的に解決することを目指しています。知識を交換し
合い、交流を深め、
《未来を構築する》
ためのアイデアや能力が集まる場所なのです。
クレア
クティヴ・プレイスは、企業、研究、芸術、
デザイン、
自治体の交流を促進しています。
www.creactiveplace.eu

女性のための経済・社会フォーラム

© Patrice Le Bris

このフォーラムは、討論、共有、考察、行
動の場として、経済・社会の主要な問題
への女性の意見を発信することを目指し
ています。
ドーヴィルで毎年10月に行わ
れる会議を中心に開催されます。
www.womens-forum.com

© Women’s Forum

© Guy Isaac

Women’s Forum
for the economy
and society
© Jacques Basile
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未来へ向かって

15
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コンタクト先リスト

コンタクト先リスト

文化関連施設

競馬、
乗馬関連施設

Le Point de Vue
(展示ホール)
Boulevard de la Mer
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 02
www.deauville.fr

Hippodrome
de Deauville-La Touques
45 avenue Hocquart de Turtot
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 20 00
www.france-galop.com

Théâtre du Casino
2 rue Edmond Blanc
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 31 14 +33 (0)2 31 98 66 00 (Espace Club)
www.lucienbarriere.com

Hippodrome
de Deauville-Clairefontaine
Route de Clairefontaine
F-14800 Tourgéville (3 km)
+33 (0)2 31 14 69 00
www.hippodrome-deauville
-clairefontaine.com

Biblio’tech - Espace Gustave Flaubert
(メディアテーク)
Cour du Champ Colette
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 79 37
Antenne Biblio’Tech
(データバンク、
インターネットへ
のアクセス)
42 bis rue Albert Fracasse
(小学校B施設)
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 49 26
www.deauville.fr
映画館 Cinémas
Cinéma du Casino Barrière
2 rue Edmond Blanc
F-14800 Deauville
Cinéma Morny Club
23 avenue du Général de Gaulle
F-14800 Deauville
34

Pôle International du Cheval
(馬関連スポーツ、
乗馬学校)
14 avenue Ox and Bucks
F-14800 Saint-Arnoult (3 km)
+33 (0)2 31 14 04 04
www.pole-international-cheval.com
Poney club de Deauville
Rue Reynaldo-Hahn
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 56 24
www.poneyclubdedeauville.com

海岸沿い
Etablissement des bains de mer
(キャビン、
パラソル、
デッキチェア
のレンタル)
Les Planches - Place Claude Lelouch F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 16
www.deauville.fr

Piscine olympique (海水)
Boulevard de la Mer - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 17
www.deauville.fr
テニスコート
Boulevard de la Mer
+33 (0)2 31 98 62 85
www.deauville.fr
Parcours de santé - Skate parc - Aire de jeux
Les lais de mer - F-14800 Deauville
www.deauville.fr
Deauville Ados Plage
(中高生を対象としたクラブ。
7月、
8月)
Les Planches - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 13 94
+33 (0)2 31 14 02 16
www.deauville.fr
Centre nautique
Promenade Michel d’Ornano
F-14800 Deauville
+33 (0)6 73 70 79 67
www.lasolutionloisirs.com/normandie.html
Thalasso & spa Algotherm Deauville
3 rue Sem - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com
Golf miniature
Boulevard de la mer
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 40 56
www.minigolfdeauville.com

マリンスポーツ
Port de deauville (モルニードック)
Quai de la Marine - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 50 40
www.deauville.fr
Port-Deauville – Les Marinas
3 quai des Marchands - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 30 01
Deauville Yacht Club
(ヨット教室)
Quai de la Marine - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 38 19
www.dyc14.fr

ゴルフ場
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公園
Parc Calouste Gulbenkian
アクセス : ドーヴィルからレピュブリ
ック大通りAvenue de la République
をベネルヴィル・シュル・メール
Bénerville-sur-mer 方面に進み
（Ｄ
５１３＝県道５１３号線）
、
教会を
左に曲がって « シュマン・デ・ザンク
ロChemin des Enclos »方面へ。
www.deauville.fr
Lais de mer
F-14800 Deauville
www.deauville.fr
Parc de loisirs
RD 27 - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 54 49
www.coeurcotefleurie.org

Mont-Canisy
(史跡、
自然保護区域)
アクセス : ドーヴィルからレピ
ュブリック大通りAvenue de la
République をベネルヴィル・シ
ュル・メールBénerville-sur-mer
方面に進み
（Ｄ５１３＝県道５
１３号線）
、
教会を左に曲がって
« ル・モン・カジニー Le MontCanisy »方面へ。
www.mont-canisy.org
www.calvados-littoral.fr

カジノ
Casino Barrière
Boulevard Cornuché
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 31 14
+33 (0)2 31 98 66 00
(クラブスペース)
www.lucienbarriere.com

Tradart Deauville
(物品の競売)
Le Galaxy - Route des CréActeurs
BP 60089 – F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 18 18
www.tradart-deauville.auction.fr

ガイドツアー
テーマ別にさまざまな種類が
あります : 歴史、
歴史遺産、
映
画、
馬など。
（個人・団体）
ドーヴィル・トゥーリスム
Deauville Tourisme
112, rue Victor Hugo
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 40 02
stephane.langevin@deauville.org
www.deauville.pro

競売、
オークション
Arqana
(馬の競売)
www.arqana.com
www.arqana-trot.com
Artcurial Deauville
(物品の競売)
www.artcurial-deauville.com
Etablissement Elie-de-Brignac et Salle Kergorlay
32 avenue Hocquart de Turtot
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 81 81 00
15
35

ドーヴィルには、
たくさんの楽しみ方があります。海を庭のように眺めながらプラ
ンシュを歩く、徒歩や自転車圏内にある装飾的な第二帝政様式、絶頂期のアング
ロ･ノルマン様式、1890年代の建物など保護・活用されている建築物を解説付き
で見学する。
ノルマンディー地方の真ん中でゴルフを楽しむ、
デュフィが描いた
砂州を訪れる、迫力満点の競馬やポロ、国際的な馬術競技を観戦する。
カジノの
イタリア風小劇場で音楽を聴いたりショーを観て喝采を送る、
アジア、
アメリカ映
画の新鋭の作品を鑑賞する、若手写真家や作家の授賞式に参加する、
ドーヴィ
ルの光や雰囲気に着想を得た芸術家たちの作品を見る。
マルシェを歩き回って
美味しそうな食べ物をさがす、
カルヴァドスのカーヴを訪ねる、地元の美味しい
名産品を味わう、
あるいは砂浜でただ何もせずにぼんやりと過ごす…
ドーヴィルでは、ふだんの生活から離れてエネルギーを充電し、
これからのこと
をゆっくり考えたり、新たな挑戦をスタートさせることができるのです。
ドーヴィルでは、持続的で市民が積極的に関わる観光をお楽しみいただけます。
ここでは交流、人とのつながり、
ウェルネスが大切にされているのです。
この地方
とその個性、つねに進化し続ける創造性をご覧ください。

Conception graphique : Anne Halley pour la Ville de Deauville

www.deauville.fr

