
見にトリップスタンプラリー参加施設

1 高浜市 高浜市やきものの里かわら美術館 6 多治見市 幸兵衛窯

5 名古屋市 ノリタケの森 7 多治見市 市之倉さかづき美術館

8 瀬戸市 愛知県陶磁美術館 9 多治見市 ボイスオブセラミックス

10 瀬戸市 瀬戸蔵ミュージアム 11 多治見市 ＳＷＡＮＴＩＬＥ　café

12 あま市 あま市七宝焼きアートヴィレッジ 15 瑞浪市 瑞浪市陶磁資料館

14 常滑市 ＩＮＡＸライブミュージアム 16 可児市 荒川豊蔵記念館

20 豊田市 豊田市和紙のふるさと 17 多治見市 多治見市美濃焼ミュージアム

26 名古屋市 有松・鳴海絞会館 18 土岐市 土岐市美濃陶磁歴史館

27 知多市 木綿蔵ちた 19 多治見市 とうしん美濃陶芸美術館

32 長久手市 リニモ・東部丘陵線 21 飛騨市 いなか工芸館

33 名古屋市 リニア・鉄道館 22 美濃市 美濃和紙の里会館

36 名古屋市 ネックス・プラザ 23-1 郡上市 食品サンプル作り体験（サンプルビレッジ・いわさき）

37 豊田市 トヨタ会館 23-2 郡上市 食品サンプル作り体験（有限会社さんぷる工房）

39 豊田市 とよたエコフルタウン 23-3 郡上市 食品サンプル作り体験（山の中のさんぷる工房）

40 豊山町 ＭＲＪミュージアム 24 関市 フェザーミュージアム

41 豊山町 あいち航空ミュージアム 29 大垣市 枡工房ますや

43 名古屋市 トヨタ産業技術記念館 30 飛騨市 飛騨の匠文化館

44 名古屋市 ブラザーミュージアム 31 関市 関鍛冶伝承館

45 名古屋市 でんきの科学館 34-1 美濃加茂市 鉄道運転体験（長良川鉄道）

46 東海市 東邦ガスガスエネルギー館 34-2 本巣市 鉄道運転体験（樽見鉄道）

52 半田市 MIZKAN MUSEUM 34-3 養老町 鉄道運転体験（養老鉄道）

58 常滑市 盛田味の館 34-4 恵那市 鉄道運転体験（明知鉄道）

59 岡崎市 カクキュー八丁味噌（八丁味噌の郷） 35 可児市 名鉄資料館

60 西尾市 あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く 42 各務原市 岐阜かかみがはら航空宇宙科学博物館

61 武豊町 豆味噌・たまり　醸造伝承館 47 八百津町 旧八百津発電所資料館

63 名古屋市 国際デザインセンター 48 揖斐川町 独立行政法人水資源機構　徳山ダム管理所

64 犬山市 博物館明治村 49 恵那市 小里川ダム

65 名古屋市 名古屋市科学館 50 中津川市 岐阜中津川　ちこり村

66 名古屋市 名古屋市博物館 51 御嵩町 「みたけ華ずし」手作り体験

67 名古屋市 三菱ＵＦＪ銀行　貨幣資料館 53 岐阜市 公益財団法人みつばちの家

68 名古屋市 Makar's Pier 54 美濃加茂市 モンテール美濃加茂工場

69 豊橋市 商家「駒屋」 56 富加町 松井屋酒造場

70 蟹江町 須成祭ミュージアム祭人 62 海津市 氷砂糖資料館

2 多治見市 こども陶器博物館　ＫＩＤＳＬＡＮＤ 71 各務原市 内藤記念くすり博物館

3 多治見市 丸モ高木陶器 72 岐阜市 長良川うかいミュージアム

4 多治見市 多治見市モザイクタイルミュージアム 73 郡上市 清流長良川あゆパーク

戦トリップスタンプラリー参加施設 ※施設65では、見にトリップのスタンプを押すことができます

1 岡崎市 岡崎城 48 新城市 鳳来寺山

2 名古屋市 名古屋城 50 幸田町 本光寺

4 犬山市 犬山城 57 岡崎市 奥殿陣屋

5 名古屋市 末森城址 58 名古屋市 秀吉清正記念館

6 清須市 清洲城 59 名古屋市 徳川美術館

7 小牧市 小牧山 3 中津川市 苗木城跡

9 常滑市 大野城址 16 岐阜市 岐阜城

10 豊田市 城跡公園足助城 19 可児市 美濃金山城跡

11 豊橋市 吉田城址 24 岩村町 岩村城跡

12 新城市 長篠城跡 25 土岐市 土岐高山城址の森

13 設楽町 田峯城 28 可児市 久々利城跡

14 豊田市 武節城址 29 飛騨市 高原郷土館（神岡城）

15 設楽町 清水城 35 関ケ原町 関ケ原古戦場

31 長久手市 古戦場公園 36 関ケ原町 関ケ原町歴史民俗資料館

34 名古屋市 設楽原決戦場跡 37 池田町 池田恒興・元助父子の墓

38 名古屋市 荒子観音寺 51 垂井町 崇福寺

40 名古屋市 亀岳林　万松寺 54 御嵩町 願興寺

41 津島市 津島神社 55 多治見市 虎渓山永保寺

42 あま市 瑞祥山　菊泉禅院 60 高山市 高山陣屋

43 美浜町 野間大坊 61 本巣市 織部展示館

44 豊田市 松平東照宮 62 岐阜市 岐阜公園

45 岡崎市 大樹寺 65 関市 関鍛冶伝承館

46 安城市 本證寺 66 飛騨市 史跡　江馬氏館跡公園

47 岡崎市 伊賀八幡宮 67 可児市 戦国山城ミュージアム
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