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【９】世界デザイン博覧会…名古屋を変えたもの

1 難しかった計画
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デザイン博の三つの会場は名古屋の南北軸に︒そこを堀川と地下鉄が結んでいる
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図２ 三会場のデザインモチーフ
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図３

デザイン博の輸送は、
パーク＆シャトル方式がとられた
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図４ デザイン博の白鳥会場
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