
 

   平成 30 年 6 月 13 日 

 

【 愛 知 県 企 画 カ ー ド 】 

プラン確定プラン確定プラン確定プラン確定    個人向け個人向け個人向け個人向け    団体向け団体向け団体向け団体向け    

未定   ○ × 

□企画名 愛知デスティネーションキャンペーン特別企画 
愛知ＤＣ周遊バス愛知ＤＣ周遊バス愛知ＤＣ周遊バス愛知ＤＣ周遊バス    愛知県 全域 □企画内容 駅⇔宿泊エリアの移動ができて、途中で観光もできる全お得なワンコインバス！ （1-10 コースを除く） □設定期間 2018 年 10 月～2018 年 12 月 ※日程別紙参照 □設定時間 ※別紙参照 □設定除外日 － □販売希望価格 おひとり様（4才以上同額） ・3,000 円（1-10 コースのみ） ・500 円（上記以外コース） □販売手数料 15％ □料金に含まれるもの 貸切バス代、（1-10 コースは昼食代） □コース内容 別紙参照 □所要時間 別紙参照 □最少催行人員 1 名 □最少受付人員 1 名 □最大募集人員 43 名 □手仕舞い日 7 日前（予約は前日 17:00 まで受付） □在庫提供 応相談 □予約通知先 (株)観光販売システムズ トライパルツアー TEL：052-253-6324  FAX：052-253-6854 □予約必要事項 ・コース名 ・利用日 ・代表者氏名 ・人数（大小内訳）・連絡先（携帯電話※必須） ・乗車場所／降車場所（複数個所の場合） □取消料 なし □集合場所 別紙参照 □企画実施会社 (株)観光販売システムズ （観光庁長官旅行業登録第 1600 号） 名古屋市中区錦 1-7-2 楠本第 15ビル 2階 □利用バス会社 別紙参照 

□その他 （旅行会社様用 注意事項等） 
・旅行クーポン（バウチャー券）タイトルに「愛知ＤＣ周遊バス」と記載してください。 ・旅行クーポン（バウチャー券）内に「観光販売システムズ」と記載してください。 ・バスはワンマン運行となります。 ・バスは大型バス、中型バス、マイクロバス等での運行となります。 ・添乗員、観光ガイドは同乗いたしません。（バススタッフが受付・同乗いたします） ・各旅行会社の旅行クーポン（バウチャー券）をバス乗車時にバススタッフへご提出ください。 ・バスは自由席、車内禁煙となります。 ・各観光地では自由見学となります。入館料等は含まれません。各自現地払いとなります。（一部コースを除く） ・体験等はお客様各自でご予約ください。 ・バス乗車時に簡単なアンケートにご記入いただきますのでご協力お願いします。 ・交通渋滞などによるスケジュール変更や電車などの乗り遅れについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 ・掲載している公共交通機関のダイヤは今後改正されることがあります。 ・行程表、当日の緊急連絡先は別途行程表に記載いたします。（後日作成） ■お問合せ先：(株)観光販売システムズ ＴＥＬ：０５２－２５３－６５６８ （担当：中村・小林） 



 愛知デ愛知デ愛知デ愛知デスティネーションキャンペーン特別企画スティネーションキャンペーン特別企画スティネーションキャンペーン特別企画スティネーションキャンペーン特別企画    
愛知ＤＣ愛知ＤＣ愛知ＤＣ愛知ＤＣ周遊周遊周遊周遊バスバスバスバス      番号番号番号番号 設定日設定日設定日設定日 発地発地発地発地 出発時間出発時間出発時間出発時間 到着時間到着時間到着時間到着時間 到着地到着地到着地到着地 想定宿泊エリア想定宿泊エリア想定宿泊エリア想定宿泊エリア1-1  10/ 6（土） 10/13（土） 名古屋駅 10:30 17:0017:20 犬山地区宿泊施設名鉄犬山遊園駅 犬山名古屋1-7  10/ 6（土） 10/13（土） 本長篠駅 10:55 17:4017:50 岡崎公園周辺宿泊施設名鉄東岡崎駅 岡崎名古屋1-9 10/ 6（土）11/17（土） 名古屋駅 10:30 17:0017:40 吉良温泉名鉄西尾駅 吉良温泉名古屋1-4  10/13（土） 10/20（土） 三河安城駅 10:00 16:4517:00 河和港名鉄内海駅 南知多温泉郷篠島・日間賀島1-8  10/20（土） 10/27（土） 湯谷温泉駅 11:00 17:20 湯谷温泉駅 湯谷温泉1-10  10/27（土） 11/23（金･祝） 名古屋駅 9:30 17:3018:00 吉良温泉名鉄西尾駅 吉良温泉名古屋1-6  11/ 3（土･祝） 11/10（土） 三河田原駅 11:00 15:50 道の駅伊良湖クリスタルポルト 伊良湖岬篠島・日間賀島南知多温泉郷1-3  11/ 3（土･祝） 11/10（土） 三河安城駅 10:00 15:4016:2016:3016:5016:5517:00 吉良温泉名鉄西浦駅形原温泉蒲郡駅竹島園地三谷温泉 吉良温泉蒲郡市温泉郷1-2  11/24（土） 12/ 1（土） 名古屋駅 10:45 17:10 名古屋駅 名古屋1-5 　  11/24（土） ※同コース2-9あり 豊橋駅 12:20 17:40 豊橋駅 豊橋湯谷温泉蒲郡市温泉郷番号番号番号番号 設定日設定日設定日設定日 想定宿泊エリア想定宿泊エリア想定宿泊エリア想定宿泊エリア 発地発地発地発地 出発時間出発時間出発時間出発時間 到着時間到着時間到着時間到着時間 到着地到着地到着地到着地2-4  10/14（日） 10/21（日） 篠島・日間賀島南知多温泉郷 師崎港内海駅常滑駅  9:4510:1511:00 16:00ごろ 名鉄有松駅2-5  10/21（日） 10/28（日） 篠島・日間賀島南知多温泉郷 師崎港内海駅  9:4510:15 14:40 名鉄常滑駅2-1  10/ 7（日） 10/14（日） 名古屋 名古屋駅 9:00 17:30 名古屋駅2-3  10/28（日） 11/ 4（日） 犬山名古屋 犬山城前観光案内所 12:30 16:40 名古屋駅2-7  11/ 4（日） 11/11（日） 南知多温泉郷篠島・日間賀島伊良湖岬 道の駅伊良湖クリスタルポルト 11:10 15:30 豊鉄三河田原駅2-8  11/18（日） 11/25（日） 湯谷温泉 湯谷温泉駅 9:00 17:30 名古屋駅2-2  11/25（日） 12/ 2（日） 名古屋 名古屋駅 9:00 17:05 名古屋駅2-6  11/25（日） 12/ 2（日） 吉良温泉蒲郡市温泉郷 吉良温泉名鉄西浦駅形原温泉蒲郡駅竹島園地三谷温泉 8:409:209:309:509:5510:00 16:15 豊川駅・名鉄豊川稲荷駅2-9  11/25（日） ※同コース1-5あり 豊橋湯谷温泉蒲郡市温泉郷 豊橋駅 12:20 17:40 豊橋駅東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、大迫力の三河手筒花火観賞大迫力の三河手筒花火観賞大迫力の三河手筒花火観賞大迫力の三河手筒花火観賞【豊橋市】

布好き必見！日本三大綿織物「知多木綿」と「有松絞り」でオリジナル作品をつくろう布好き必見！日本三大綿織物「知多木綿」と「有松絞り」でオリジナル作品をつくろう布好き必見！日本三大綿織物「知多木綿」と「有松絞り」でオリジナル作品をつくろう布好き必見！日本三大綿織物「知多木綿」と「有松絞り」でオリジナル作品をつくろう【南知多町、常滑市、知多市、名古屋市】
秋の潮風感じる伊良湖岬散歩と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」秋の潮風感じる伊良湖岬散歩と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」秋の潮風感じる伊良湖岬散歩と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」秋の潮風感じる伊良湖岬散歩と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」（11/10-11は全国丼サミット開催中！）（11/10-11は全国丼サミット開催中！）（11/10-11は全国丼サミット開催中！）（11/10-11は全国丼サミット開催中！）【田原市】

お花とお抹茶で楽しむ西三河路・女子旅（男性も大歓迎）お花とお抹茶で楽しむ西三河路・女子旅（男性も大歓迎）お花とお抹茶で楽しむ西三河路・女子旅（男性も大歓迎）お花とお抹茶で楽しむ西三河路・女子旅（男性も大歓迎）【安城市、西尾市、蒲郡市】

小説やテレビで有名な徳川家康公生誕ゆかりの地を巡るスペシャルツアー小説やテレビで有名な徳川家康公生誕ゆかりの地を巡るスペシャルツアー小説やテレビで有名な徳川家康公生誕ゆかりの地を巡るスペシャルツアー小説やテレビで有名な徳川家康公生誕ゆかりの地を巡るスペシャルツアー【新城市、豊田市、岡崎市】

コース名コース名コース名コース名
幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウの町散策と幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウの町散策と幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウの町散策と幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウの町散策とキリンビール工場見学（試飲付）キリンビール工場見学（試飲付）キリンビール工場見学（試飲付）キリンビール工場見学（試飲付）【清須市、稲沢市】東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、大迫力の三河手筒花火観賞大迫力の三河手筒花火観賞大迫力の三河手筒花火観賞大迫力の三河手筒花火観賞【豊橋市】

コース名コース名コース名コース名開運！信長出世街道＆国宝犬山城をゆく開運！信長出世街道＆国宝犬山城をゆく開運！信長出世街道＆国宝犬山城をゆく開運！信長出世街道＆国宝犬山城をゆく【豊明市、清須市、小牧市、犬山市】

知多の味覚をまるかじり！秋にこそ食したい新鮮魚介ショッピングと味覚狩り知多の味覚をまるかじり！秋にこそ食したい新鮮魚介ショッピングと味覚狩り知多の味覚をまるかじり！秋にこそ食したい新鮮魚介ショッピングと味覚狩り知多の味覚をまるかじり！秋にこそ食したい新鮮魚介ショッピングと味覚狩り【南知多町、美浜町、常滑市】

「蒲郡みかん」食べ放題とパワースポット・豊川稲荷＆砥鹿神社参拝、「蒲郡みかん」食べ放題とパワースポット・豊川稲荷＆砥鹿神社参拝、「蒲郡みかん」食べ放題とパワースポット・豊川稲荷＆砥鹿神社参拝、「蒲郡みかん」食べ放題とパワースポット・豊川稲荷＆砥鹿神社参拝、ご昼食は豊川稲荷門前町で！ご昼食は豊川稲荷門前町で！ご昼食は豊川稲荷門前町で！ご昼食は豊川稲荷門前町で！【西尾市、蒲郡市、豊川市】
カメラ必携！天空の山城と紅葉・四季桜を巡る、絶景の三河路カメラ必携！天空の山城と紅葉・四季桜を巡る、絶景の三河路カメラ必携！天空の山城と紅葉・四季桜を巡る、絶景の三河路カメラ必携！天空の山城と紅葉・四季桜を巡る、絶景の三河路【新城市、設楽町、豊田市】

（下り）駅→宿泊エリア（下り）駅→宿泊エリア（下り）駅→宿泊エリア（下り）駅→宿泊エリア

（上り）宿泊エリア→駅（上り）宿泊エリア→駅（上り）宿泊エリア→駅（上り）宿泊エリア→駅

かわら美術鑑賞と和食の原点「だし」と「うまみ」を堪能するグルメ旅、天然トラフグもかわら美術鑑賞と和食の原点「だし」と「うまみ」を堪能するグルメ旅、天然トラフグもかわら美術鑑賞と和食の原点「だし」と「うまみ」を堪能するグルメ旅、天然トラフグもかわら美術鑑賞と和食の原点「だし」と「うまみ」を堪能するグルメ旅、天然トラフグも【高浜市、碧南市、半田市、武豊町、美浜町、南知多町】心もカラダもキレイになる旅心もカラダもキレイになる旅心もカラダもキレイになる旅心もカラダもキレイになる旅【新城市、東栄町、豊根村】遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」と秋の潮風感じる伊良湖岬散歩（11/10-11は全国丼サミット開催中！）秋の潮風感じる伊良湖岬散歩（11/10-11は全国丼サミット開催中！）秋の潮風感じる伊良湖岬散歩（11/10-11は全国丼サミット開催中！）秋の潮風感じる伊良湖岬散歩（11/10-11は全国丼サミット開催中！）【田原市】

とっておき！ブラリ「せともの」探訪＆普段は見とっておき！ブラリ「せともの」探訪＆普段は見とっておき！ブラリ「せともの」探訪＆普段は見とっておき！ブラリ「せともの」探訪＆普段は見れれれれない！ない！ない！ない！廃線廃線廃線廃線のののの森森森森にににに広が広が広が広がる絶景紅葉る絶景紅葉る絶景紅葉る絶景紅葉【春日井市、瀬戸市、名古屋市】
ユネユネユネユネスコスコスコスコ無形文化遺産無形文化遺産無形文化遺産無形文化遺産「「「「須成須成須成須成祭」と「祭」と「祭」と「祭」と「尾張津島尾張津島尾張津島尾張津島天天天天王王王王祭」ゆかりのま祭」ゆかりのま祭」ゆかりのま祭」ゆかりのまちちちち歩きと歩きと歩きと歩きと七七七七宝宝宝宝焼焼焼焼体験体験体験体験【愛西市、津島市、あま市】縁結び縁結び縁結び縁結びから子宝・から子宝・から子宝・から子宝・安産安産安産安産・・・・授乳授乳授乳授乳まで、まで、まで、まで、御利益御利益御利益御利益いっいっいっいっぱぱぱぱいの開運！いの開運！いの開運！いの開運！尾張御朱印尾張御朱印尾張御朱印尾張御朱印旅旅旅旅【犬山市、小牧市】

竜竜竜竜の子街道・女性も楽しの子街道・女性も楽しの子街道・女性も楽しの子街道・女性も楽しめめめめるるるる酒蔵酒蔵酒蔵酒蔵巡りツアー巡りツアー巡りツアー巡りツアー【常滑市、半田市、碧南市、西尾市】
地地地地酒酒酒酒飲み放題スペシャルビ飲み放題スペシャルビ飲み放題スペシャルビ飲み放題スペシャルビュュュュッフッフッフッフェ竜ェ竜ェ竜ェ竜の子街道ツアーの子街道ツアーの子街道ツアーの子街道ツアー【西尾市、碧南市、半田市、常滑市、西尾市】

       



■コース１－１ 
  ■集合場所のご案内  ■各所詳細 ※昼食場所がございませんので名古屋駅バス乗車前に各自でご用意いただくことをお勧めいたします。 

  ■利用バス会社／名鉄バス(株)  

■開運！信長出世街道＆国宝犬山城をゆく 400 年以上前、日本の歴史の転機となった桶狭間の戦い。3,000 の織田信長軍が 25,000 の今川義元軍を破るという「大金星」が起きた戦いの場として伝えられる桶狭間伝説地や、出陣の地・清州城、信長が初めて自ら手掛けた小牧山城を巡ります。最後は信長の叔父・織田信康が築いた国宝犬山城へ。ご見学後、犬山うかい(別途申込要)もお楽しみいただけます。 日程 10/ 6（土）・10/13（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 10：30 発→→桶狭間古戦場伝説地 11：20/12：00→→清洲城 12：50/13：50→→小牧山城14：20/15：20→→国宝・犬山城 15：50/16：50→→犬山城地区宿泊施設 17：00 着→→名鉄犬山遊園駅 17：20 着 ※犬山地区のほか、名古屋地区の宿泊施設もご利用可能。 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 10：10 集合／10：30 出発 桶狭間古戦場伝説地（豊明市） 
 

桶狭間の戦いを知り尽くした地元ガイドがご案内。 ★下車観光    清洲城（清須市） 
 

信長の天下取りの出発点である清洲城を地元ガイドがご案内。 ★下車観光   現地払い代金 ◆清州城入館料／大人 300 円・小中学生 150 円 小牧山城（小牧市） 
  

山頂の模擬天守（小牧市歴史館）など、地元ガイドの案内でご見学。 ★下車観光    現地払い代金 ◆小牧市歴史館(小牧城)入館料／大人 100 円・小中学生 30 円 国宝・犬山城（犬山市） 
 

現存する最古の天守様式のお城に地元ガイドとともに登城。天守からの眺めは絶景です。 ★下車観光  現地払い代金 ◆犬山城入館料／大人 550 円・小中学生 110 円 犬山城地区宿泊施設（犬山市）※降車のみ 
 

犬山城周辺の宿泊施設でお泊りの場合は、お宿を経由します。 ※宿名を事前にご連絡ください 
名鉄犬山遊園駅（犬山市）※降車のみ 

 
木曽川鵜飼いの集合時間（18：30）に間に合います（鵜飼いは各自で事前にお申し込みください）。  木曽川うかい情報 ◆10 月平日／大人 2,600 円・小人 1,300 円 ◆10 月土日／大人 2,900 円・小人 1,450 円、観覧のみ、食事なし うかい予約先『木曽川観光(株)』TEL：0568-61-2727 （9:30～18:00 受付） http://kisogawa-ukai.jp/ ●名鉄名古屋駅まで特急利用約 28分・600 円 



■コース１－２ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／名鉄バス(株)                 

■幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウの町散策とキリンビール工場見学（試飲付） 町全体が黄金色に包まれる「そぶえイチョウ黄葉まつり」で写真映えする景観と特産のぎんなんを使った料理を堪能したあとは、「キリン一番搾り」ができるまでの工程を楽しく紹介してくれる工場見学へ。 日程 11/24（土）・12/1（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 10：45 発→→そぶえイチョウ黄葉まつり 11：45/13：40→→善光寺東海別院 13：50/14：20→→キリンビール名古屋工場 15：30/16：40→→ＪＲ名古屋駅 17：10 着 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 10：25 集合／10：45 出発 そぶえイチョウ黄葉まつり（稲沢市） 
 

約 11,000 本ものイチョウが色づく「そぶえ」の町を地元ガイドがご案内いたします。ご昼食は特産のぎんなんを使った懐石料理をご用意。 ★下車観光・自由昼食   現地払い代金 ◆和食びやす「銀杏懐石弁当」／2,500 円（税込）  ※ツアー予約と一緒に弊社までご予約ください。 （必要時のみ・現地払い）  ※その他定食・丼等のメニューあり（当日注文・現地払い） 善光寺東海別院（稲沢市） 
 

信州善光寺より善光寺如来様を勧請して創立。地元ガイドがご案内いたします。戒壇めぐりもお楽しみいただけます。 ★下車観光   現地払い代金 ◆善光寺東海別院入館／無料 ◆戒壇めぐり／大人 300 円・小人 150 円（必要時のみ） キリンビール名古屋工場（清須市） 
 

「キリン一番搾りおいしさの秘密発見ツアー」で一番搾り麦汁と二番絞り麦汁の飲み比べなどを体験！ ★下車観光   ◆キリンビール名古屋工場入館／無料 ＪＲ名古屋駅（名古屋市）※降車のみ    



■コース１－３ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

 ※降車場所はご宿泊の宿前ではございません  ■利用バス会社／名鉄観光バス(株)  

■お花とお抹茶で楽しむ三河路・女子旅（男性も大歓迎） 本格的和風庭園を望む書院でお抹茶を楽しんだあとは、ヨーロピアンスタイルのガーデンや大温室「フローラルプレイス」で秋の草木をご鑑賞。さらに、抹茶生産量日本一の西尾の町を散策します。お泊りは、吉良温泉か蒲郡市温泉郷がおすすめです。 日程 11/3（土･祝）・11/10（土） コース内容 ＪＲ三河安城駅 10：00 発→→丈山苑 10：20/11：00→→デンパーク 11：15/12：40→→抹茶工場見学 13：00/14：00→→西尾市歴史公園 14：10/15：10→→吉良温泉 15：40 着→→名鉄西浦駅 16：20 着→→形原温泉 16：30 着→→蒲郡駅 16：50 着→→竹島園地 16：55 着→→三谷温泉 17：00 着 ＪＲ三河安城駅 9：50 集合／10：00 出発 丈山苑（安城市） 
 

江戸初期の武士・文人で、安城市出身の石川丈山（いしかわじょうざん）が過ごした京都・詩仙堂を再現した建物でお抹茶をご賞味。 ★下車観光  現地払い代金 ◆丈山苑入苑料／一般 100 円・中学生以下は無料 ◆呈茶代／300 円 デンパーク（安城市） 
 

秋の草木を自由観賞できるほか、輸入雑貨や北欧食材のショッピングも楽しみ。 ★下車観光・自由昼食  現地払い代金 ◆デンパーク入園料／大人 600 円・小中学生 300 円 抹茶工場見学（西尾市） 
 

11/3…未定（調整中） 11/10…あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く ★下車観光  現地払い代金 ◆あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く入館料 ／500 円（抹茶スイーツ付）※75分プランのみ 西尾市歴史公園（西尾市） 
 

11/3 は、西尾市歴史公園周辺で開催中のイベント「西尾の抹茶の日」で、茶臼碾き体験、抹茶アート体験等をお楽しみください。 11/10 は、園内を散策していただき、抹茶ラボでは、西尾の抹茶スイーツなどをご賞味いただけます。 ★下車観光  ◆西尾市歴史公園入場／無料 吉良温泉（西尾市）※降車のみ  吉良温泉の宿泊はこちらで降車してください。  名鉄西浦駅（蒲郡市）※降車のみ  西浦温泉行き無料送迎バスに接続しています。  形原温泉（蒲郡市）※降車のみ  形原温泉の宿泊はこちらで降車してください。  蒲郡駅（蒲郡市）※降車のみ   ＪＲ線で豊橋方面、名古屋方面どちらにも乗り継げます。 ●ＪＲ名古屋駅まで快速利用約 41分・970 円 ●ＪＲ豊橋駅まで快速利用約 12分・320 円 竹島園地（蒲郡市）※降車のみ  蒲郡温泉の宿泊はこちらで降車してください。  三谷温泉（蒲郡市）※降車のみ  三谷温泉の宿泊はこちらで降車してください。  



■コース１－４ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／知多乗合(株)   

■かわら美術鑑賞と和食の原点「だし」と「うまみ」を堪能するグルメ旅、天然トラフグも 日本で唯一の「かわら」をテーマにした美術館を鑑賞したあとは、ユネスコ世界文化遺産にも登録された「和食」を堪能。和食の原点とも言える「だし」と「うまみ」たっぷりの醸造文化の現場を巡ります。南知多温泉郷や篠島・日間賀島に宿を取れば、ふぐ料理も楽しめます。 日程 10/13（土）・10/20（土） コース内容 ＪＲ三河安城駅 10：00 発→→高浜市やきものの里かわら美術館 10：30/11：30→→七福醸造ありがとうの里 11：40/12：40→→蔵のまち・半田散策 13：00/15：30→→日本三大醸郷・武豊散策 15：45/16：30→→河和港 16：45 着→→名鉄内海駅 17：00 着 ＪＲ三河安城駅 9：50 集合／10：00 出発 高浜市やきものの里かわら美術館（高浜市） 
 

生産量日本一を誇る三州瓦の中心的な産地にある美術館で、企画展「屋根を飾る」を鑑賞。 ★下車観光  ◆かわら美術館入館／無料 ※企画展に入場する方は別途要観覧料 七福醸造ありがとうの里（碧南市） 
 

和食調理人から高い評価を得ている「白だし」の製造工場見学と試食。 ★下車観光  ◆七福醸造ありがとうの里入館／無料 蔵のまち・半田散策（半田市） 
 

 
自由昼食後、國盛 酒の文化館を館内ガイドがご案内＋お酒の試飲とＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭを館内ガイドがご案内。 ★下車観光・自由昼食 13：00 ＭＩＭ第２駐車場 到着 ※自由時間 50 分 昼食 おとうふ湯葉いしかわ（半六庭園）、魚太郎など 醸すごはんマップ 等をお渡しいたします 13：50 國盛 酒の文化館（30 分） ※案内・試飲 25 分 14：30 ＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭ（60 分）※案内 55 分  現地払い代金 ◆國盛 酒の文化館入館／無料 ◆ＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭ入館料／大人 300 円、中高生 200 円、 小学生 100 円、乳幼児無料 日本三大醸郷・武豊散策（武豊町） 

 
地域交流センター、味の蔵たけとよ、蔵元（調整中）など、江戸中期に始まる、武豊の味噌・たまりの醸造文化や、旧国鉄武豊駅転車台などを地元ガイドがご案内。 ★下車観光  ◆地域交流センター、味の蔵たけとよ、蔵元（調整中）入館／無料 河和港（美浜町）※降車のみ 篠島・日間賀島行き高速船に乗り継ぎができます。  ●河和港 17:10 発→日間賀島（西港）17:30 着→篠島 17:40 着 名鉄内海駅（南知多町）※降車のみ 南知多温泉郷のご宿泊はここから各旅館の無料送迎バスをご利用ください（別途要予約）。  



■コース１－５ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／豊鉄観光バス(株)      

■東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、大迫力の三河手筒花火観賞 旧街道の面影が残る二川宿を散策した後、紅葉と桜を同時に観られる普門寺を経て、最後は大迫力の三河手筒花火を鑑賞するコース。豊橋駅に 18 時前の到着なので、豊橋市内はもちろん、蒲郡市温泉郷や湯谷温泉でのお泊りも可能です。 日程 11/24（土） ※11/25(日)も開催２-９コース コース内容 ＪＲ・名鉄豊橋駅 12：20 発→→旧東海道二川宿散策 13：00/14：30→→有楽製菓 14：40/15：10→→普門寺もみじ祭り 15：20/16：20→→豊橋手筒花火鑑賞 16：50/17：30→→ＪＲ・名鉄豊橋駅 17：40 着 ＪＲ・名鉄豊橋駅 12：10 集合／12：20 出発 旧東海道二川宿散策（豊橋市） 
 

地元ガイドが二川宿本陣資料館や商家「駒屋」など、旧街道の面影をご案内します。 ★下車観光  現地払い代金 ◆二川宿本陣資料館入館代／大人 400 円・小中高校生 100 円・未就学児無料 ◆駒屋入館／無料 有楽製菓（豊橋市） 
 

全国的にも有名なお菓子「ブラックサンダー」を工場直営売店でお買い物。 ★下車観光  ◆有楽製菓入館／無料 
普門寺もみじ祭り（豊橋市） 

 
行基開山と伝えられる紅葉の名所。ヒマラヤザクラとの競演が見事です。 ★下車観光  ◆普門寺拝観／無料 豊橋手筒花火鑑賞（豊橋市） 

 
通常、決まった祭礼の日にしか見られない迫力の手筒花火を特別に鑑賞できます！ ★下車観光  ◆豊橋手筒花火鑑賞／無料（吉田城横広場にて開催） ＪＲ・名鉄豊橋駅（豊橋市）※降車のみ 豊橋駅周辺はもちろん、東海道線や飯田線に乗り継ぐことで温泉地に宿を取ることも可能です。  ●ＪＲ豊橋駅 17:54 発→ＪＲ蒲郡駅 18:10 着 ●ＪＲ豊橋駅 18:20 発→ＪＲ湯谷温泉駅 19:06 着 



■コース１－６ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／豊鉄観光バス(株)     

■遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」と秋の潮風感じる伊良湖岬散歩 農業産出額全国 1 位の田原市の農畜産業を体験できるテーマパーク「サンテパルクたはら」と景勝地・伊良湖岬を巡るコース。山海の幸の買い物も楽しみです。（11/10-11/11 は全国丼サミット開催中！このバスとは別に、三河田原駅からサンテパルクたはらまで無料シャトルバスも運行されます） 日程 11/3（土･祝）・11/10（土） コース内容 豊橋鉄道三河田原駅 11：00 発→→サンテパルクたはら 11：20/14：20→→伊良湖岬周辺散策 14：50/15：50…(徒歩移動)…道の駅伊良湖クリスタルポルト 15：50 着 豊橋鉄道三河田原駅 10：50 集合／11：00 出発   ●豊橋鉄道渥美線 新豊橋駅 10:15 発→三河田原駅 10:50 着 ※新豊橋駅はＪＲ・名鉄豊橋駅に隣接しております サンテパルクたはら（田原市） 
 

秋の花を楽しめるほか、田原の農畜産物を使った体験教室も楽しめる（別途要予約）。 ★下車観光・自由昼食 ※11/10-11/11 は「全国丼サミット」が開催され、沢山の出店がございますのでこちらでお食事も可能です 全国丼サミットｉｎたはら 2018 http://www.taharakankou.gr.jp/event/000051.html   サンテパルクたはら体験料 現地払い代金 ◆ウインナー教室／1,100 円 ◆アイスクリーム教室／500 円 ◆フラワーアレンジメント教室／1,500 円～（内容によって異なります） ◆手作り石鹸教室／1,500 円～（内容によって異なります） ◆エコクラフト教室／1,000 円～（内容によって異なります） ◆飾り巻き寿司教室／1,600 円～（内容によって異なります） ◆パン・お菓子教室／1,000 円～（内容によって異なります） ◆アイシングクッキー教室／1,500 円～（内容によって異なります） 体験予約先 『サンテパルクたはら』TEL：0531-25-1234 （9:30～17:00 木曜休み） http://www.santepark.com/  伊良湖岬周辺散策（田原市） 
 

伊良湖岬灯台やいのりの磯道、恋路ヶ浜など、フォトジェニックな場所を地元ガイドがご案内。（恋路ヶ浜からクリスタルポルトまで徒歩にて移動いたします・約 60分） ★下車観光 道の駅伊良湖クリスタルポルト（田原市） ※降車のみ 
 

伊良湖岬周辺の宿泊はこちらから各施設の送迎（別途要予約）をご利用ください。さらに、名鉄海上観光船で篠島・日間賀島・南知多温泉郷へ渡ることも可能です。  ●伊良湖 16:10 発→篠島 16:30 着→日間賀島（西港）16:40 着→河和港17:00 着…名鉄河和駅（名鉄名古屋駅へ） ●伊良湖 16:10発→篠島 16:30着／篠島 16:55発→師崎港 17:15着…南知多温泉郷 



■コース１－７ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

  ツアー翌日にもお得なバスツアーが運行いたします！  【岡崎市】【岡崎市】【岡崎市】【岡崎市】岡崎ぐるり満喫！早めぐりバスツアー「岡崎歴史かたり人と行く！徳川家康公生誕の地・岡崎満喫ツアー」岡崎ぐるり満喫！早めぐりバスツアー「岡崎歴史かたり人と行く！徳川家康公生誕の地・岡崎満喫ツアー」岡崎ぐるり満喫！早めぐりバスツアー「岡崎歴史かたり人と行く！徳川家康公生誕の地・岡崎満喫ツアー」岡崎ぐるり満喫！早めぐりバスツアー「岡崎歴史かたり人と行く！徳川家康公生誕の地・岡崎満喫ツアー」      ◆運行日／10/7（日）・10/14（日） ◆料金／大人・小人 3,000 円（Ｒ15％） ◆最少催行人員／1 名 ◆定員／30 名 ◆スケジュール／ＪＲ岡崎駅 9：00 発→名鉄東岡崎駅 9：25 発→伊賀八幡宮→岡崎公園→大正庵釜春（昼食・八丁味噌煮込み膳）→大樹寺→八丁味噌蔵見学→名鉄東岡崎駅 16：15 着→ＪＲ岡崎駅 16：35 着   ※ツアー詳細は「観光販売システムズ TEL052-253-6568」までお問い合わせください  ■利用バス会社／名鉄観光バス(株)  

■小説やテレビで有名な徳川家康公生誕ゆかりの地を巡るスペシャルツアー 徳川家康公の生誕にゆかりのある地を巡るスペシャルツアー。数々の歴史小説やドキュメンタリーで取り上げられてきた地を実際に訪れるほか、鳳来寺の秘宝公開も注目です。最終到着地の岡崎で宿泊すれば、翌日は家康公生誕地・岡崎の観光も楽しめます。 日程 10/6（土）・10/13（土） コース内容 ＪＲ本長篠駅 10：55 発→→鳳来山東照宮・鳳来寺 11：15/12：30→→道の駅もっくる新城 13：00/14：00→→ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎 15：00/15：20→→松平郷 15：40/17：00→→岡崎公園周辺宿泊施設 17：40 着→→名鉄東岡崎駅 17：50 着 ＪＲ本長篠駅 10：45 集合／10：55 出発   ●豊橋駅 10:08 発→本長篠駅 10:45 着 鳳来山東照宮・鳳来寺（新城市） 
 
パワースポットとして有名な地を地元ガイドがご案内。 10/6 は、家康生誕にまつわる伝説を持つ「真達羅大将」も特別に拝観できます 10/13 は、「真達羅大将」特別拝観と、鳳来山東照宮の本殿「御宮殿」の特別拝観が可能です ★下車観光 現地払い代金 ◆鳳来寺拝観料／300 円 ◆東照宮拝観料／500 円 道の駅もっくる新城（新城市） 

 
奥三河の特産品を販売する売店や地元野菜を使ったお惣菜バイキングが人気です。 ★下車観光・自由昼食  ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎（岡崎市） 

 
東海地区最大規模のサービスエリアでご休憩。土産店『三州 岡崎宿』では、この地方の土産品が豊富に揃っています。 ★休憩・お買い物 松平郷（豊田市） 

 
徳川家のルーツである松平氏発祥地を地元ガイドがご案内。松平東照宮や高月院など見どころ満載です。 ★下車観光 岡崎公園周辺宿泊施設（岡崎市）※降車のみ 

 
宿泊は岡崎市内がおすすめ。翌日、岡崎城や大樹寺など、家康公ゆかりの地を観光できます。 ※宿名を事前にご連絡ください ※宿泊施設数により到着時間が若干変更となります。 名鉄東岡崎駅（岡崎市）※降車のみ お帰り前に東岡崎駅周辺でご夕食はいかが。周辺飲食店のガイドマップをさしあげます。 ※宿泊施設数により到着時間が若干変更となります。 



■コース１－８ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／豊鉄観光バス(株)            

■心もカラダもキレイになる旅 自分のお肌にやさしい手作りコスメティック体験のあとは、愛知県で最も早く見ごろを迎える茶臼山高原の紅葉で心もキレイに。ご宿泊は湯谷温泉で、高たんぱく・低脂質・低カロリーの「しし鍋」がおすすめです。 日程 10/20（土）・10/27（土） コース内容 ＪＲ湯谷温泉駅 11：00 発→→のき山学校 11：40/13：40→→茶臼山高原 14：40/16：00→→ＪＲ湯谷温泉駅 17：20 着 ＪＲ湯谷温泉駅 10：53 集合／11：00 出発   ●ＪＲ豊橋駅 10:08 発→ＪＲ湯谷温泉駅 10：53 着 のき山学校（東栄町） 
    カフェのっきぃ 
 

バスボムやリップクリームの手作り体験。（各自で事前にお申し込みください） ★下車観光・自由昼食  『naori なおり』 ◆バスボム作り体験／2,160 円（税込）60分 ◆リップクリーム作り体験／2,160 円（税込）60分  （体験時間の都合上、この 2種類のいずれかの体験となります） 体験予約先『naori なおり』TEL：0536-76-1780（9:00～17:00 受付） http://naori-toei.jp/cosme.html  のき山学校内のカフェにて自由昼食となります。メニュー内容は直接お問合せください。 『カフェのっきぃ』 TEL：0536-76-1722 https://tehohe.com/nokiyama/（のき山学校 HP）  ※当日のツアー参加人数によっては体験と昼食を入れ替えで行う場合  があります。  茶臼山高原（豊根村） 
 

愛知県で最も早く色づき始める紅葉（例年は 10 月下旬頃より）をご覧いただけます。また、観光リフトやゴーカートなど、さまざまなアクティビティーをお楽しみいただけます。（茶臼山高原 HPにてご確認ください） こちらで降車し、茶臼山高原の宿泊施設に泊まることも可能です。 ※降車可 湯谷温泉駅（新城市）※降車のみ 
 

宿泊は湯谷温泉の各旅館が便利です。  ●ＪＲ湯谷温泉駅 17:47 発→ＪＲ豊橋駅 18:31 着 



■コース１－９ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／知多乗合(株)         

■竜の子街道・女性も楽しめる酒蔵巡りツアー 日本有数の醸造地帯「竜の子街道」。各市の酒蔵で選りすぐりの日本酒をお楽しみください。 日程 10/6（土）・11/17（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 10：30 発→→盛田 味の館 11：30/13：00→→國盛 酒の文化館 13：30/14：10→→相生ユニビオ 14：35/15：15→→山﨑合資会社 16：00/16：40→→吉良温泉 17：00 着→→名鉄西尾駅 17：40 着 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前  10：10 集合／10：30 出発 盛田 味の館（常滑市） 
  

酒蔵工場見学と試飲をしていただいた後、隣接する工場で作られた味噌や醤油を使ったグルメで自由昼食となります。 代表銘柄「ねのひ」 ★下車観光・お酒試飲・お買い物・自由昼食  ◆盛田 味の館入館／無料  國盛 酒の文化館（半田市） 
 

約 240 年前の酒蔵をそのまま使った半田の酒醸造の歴史を伝える博物館。博物館を見学した後は利き酒コーナーでは日本酒や果実酒（お酒の飲めない方は大人気のあまざけ）の試飲をお楽しみください。 代表銘柄「國盛」 ★下車観光・お酒試飲・お買い物  ◆國盛 酒の文化館入館／無料  相生ユニビオ（碧南市） 
  

「大吟醸相生乃松」を始めとした匠の酒や焼酎を存分に味わってください。 代表銘柄「相生乃松」 ★下車観光・お酒試飲・お買い物  ◆相生ユニビオ入場／無料  山﨑合資会社（西尾市） 
 

妥協なき職人魂を持つ明治 36 年創業の造り酒屋です。お酒は"自然の幸"であると同時に"人の幸"、本物のうまさをとことん追求したお酒をお楽しみください。 代表銘柄「尊皇」 ★下車観光・お酒試飲・お買い物  ◆山﨑合資会社入場／無料  吉良温泉（西尾市）※降車のみ 吉良温泉の宿泊はこちらで降車してください。 ※降車場所はご宿泊の宿前ではございません 名鉄西尾駅（西尾市）※降車のみ 名鉄線で名古屋方面、豊橋方面どちらにも乗り継げます。  



■コース１－１０ ※当コースのみご旅行代金はおひとり様※当コースのみご旅行代金はおひとり様※当コースのみご旅行代金はおひとり様※当コースのみご旅行代金はおひとり様 3,0003,0003,0003,000 円となります円となります円となります円となります 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／名鉄バス(株)       

■地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアー 西尾の抹茶を使用したスイーツを楽しんだ後、竜の子街道自慢の醸造品を活かしたスペシャルビュッフェと地酒の飲み放題、生カブトビールを堪能した後、やきもの散歩道の散策をお楽しみください。 日程 10/27（土）・11/23（金･祝） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：30 発→→あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く 10：30/11：45→→衣浦グランドホテル 12：10/13：30→→半田赤レンガ建物 13：50/14：40→→やきもの散歩道 15：15/16：30→→吉良温泉17：30 着→→名鉄西尾駅 18：00 着 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前  9：10 集合／9：30 出発 あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く （西尾市） 
 

抹茶に関する抹茶の工場見学と抹茶スイーツを味わうなど西尾の抹茶を見て、味わえます。 ★下車観光  現地払い代金 ◆あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く入館料 ／500 円（抹茶スイーツ付）※75分プランのみ 衣浦グランドホテル（碧南市） 
  

ホテル最上階のスカイレストラン「ソレイユ」にて、竜の子街道が誇る醸造品を活かしたメニューを含んだ約 50種類のスペシャルビュッフェに竜の子街道の誇る日本酒を好きなだけお楽しみください。 ◆スペシャルビュッフェ昼食付 半田赤レンガ建物（半田市） 
 

1898 年（明治 31 年）、「カブトビール」の製造工場として建てられました。1900 年のパリ万博で金牌を受賞し、世界にその味が認められた本格的ドイツビール。明治・大正時代のレシピをもとに復刻したカブトビールをお楽しみください。 ツアー限定：カブトビールまたはソフトドリンク１杯無料プレゼント ★下車観光  現地払い代金 ◆半田赤レンガ建物常設展入場料／大人 200 円・中学生以下無料  やきもの散歩道（常滑市） 
  

どこか懐かしい、レンガ造りの煙突や登窯、黒塀の工場…昔の土管や焼酎瓶が積まれた「土管坂」は、独特の雰囲気。最近は、古いやきもの工場を再生したアトリエやギャラリーが新しい魅力を発信しています。 地元ガイドがご案内いたします。 また、陶磁器会館では常滑焼の展示即売会も行っています。 ★下車観光・お買い物  吉良温泉（西尾市）※降車のみ 吉良温泉の宿泊はこちらで降車してください。 ※降車場所はご宿泊の宿前ではございません 名鉄西尾駅（西尾市）※降車のみ 名鉄線で名古屋方面、豊橋方面どちらにも乗り継げます。  



■コース２－１ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／名鉄観光バス(株)        

■ユネスコ無形文化遺産「須成祭」と「尾張津島天王祭」ゆかりのまち歩きと七宝焼体験 ユネスコ無形文化遺産に登録された 2つの祭りのまちを巡るほか、地元野菜のお買い物や尾張七宝の幽玄な美の鑑賞など、秋の休日を盛りだくさんに彩る魅惑のコースです。（10/7 は尾張津島秋まつり開催！） 日程 10/7（日）・10/14（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00 発→→蟹江町まち歩き 9：30/11：00→→道の駅立田ふれあいの里 11：30/12：30→→津島まち歩き 12：45/14：30→→あま市七宝焼アートヴィレッジ 15：00/17：00→→ＪＲ名古屋駅 17：30着 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00 出発 蟹江町まち歩き（蟹江町） 
 

今年 5 月にオープンした「蟹江町観光交流センター 祭人」のご見学と、富吉建速神社や龍照院など地元ガイドがご案内して蟹江のまち歩きをします。 ★下車観光  道の駅立田ふれあいの里（愛西市） 
 

地元の新鮮な野菜のお買い物や特産品を使った昼食をお楽しみください。 ★下車観光・自由昼食  津島まち歩き（津島市） 
 

10/7 は尾張津島秋まつりが開催されているまちなかを自由散策。 10/14 は地元ガイドが津島神社や門前町をご案内（津島の抹茶文化の体験も＝料金別途要）。 ★下車観光  ◆津島市観光交流センター入館／無料 現地払い代金 ◆抹茶体験（お菓子付） 特別価格／通常 400 円⇒300 円 ◆堀田家住宅入館料特別割引／一般通常 300 円⇒100 円 小中学生 100 円⇒無料  あま市七宝焼アートヴィレッジ（あま市） 
 

ガラス質の釉薬を焼き付け、幽玄な美で魅惑する「尾張七宝」の世界を学芸員がご案内。 ★下車観光  現地払い代金 ◆七宝焼アートヴィレッジ常設展観覧料 ／大人 310 円・小中学生 100 円・未就学児無料 ◆七宝焼体験料金／1,000 円～2,000 円  ＪＲ名古屋駅（名古屋市）※降車のみ  ※ＪＲ名古屋駅西口周辺での降車となります  



■コース２－２ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／名鉄観光バス(株)            

■とっておき！ブラリ「せともの」探訪＆普段は見れない！廃線の森に広がる絶景紅葉 やきものの代名詞「せともの」の歴史や瀬戸のまちの成り立ちを学びながら散策するブラリ旅。「瀬戸電」の愛称で親しまれる名鉄瀬戸線沿線の名古屋市東区界隈と「せともの」の結びつきについても探ります。さらに、瀬戸に入る前には、旧国鉄廃線跡にある愛岐トンネル群（国登録文化財）の紅葉を鑑賞します。 日程 11/25（日）・12/2（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00 発→→愛岐トンネル群 10：00/11：00→→瀬戸蔵ミュージアム 11：30/13：15→→瀬戸のまち散策 13：15/14：15→→文化のみち 15：15/16：35→→ＪＲ名古屋駅 17：05 着 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00 出発 愛岐トンネル群（春日井市） 
 

美しい紅葉に包まれた旧国鉄の廃線である愛岐トンネル群を地元ガイドの案内で散策します。 ★下車観光  瀬戸蔵ミュージアム（瀬戸市） 
 

ミュージアム館内や周辺で自由昼食後、館長または学芸員が館内をご案内します。 ★下車観光・自由昼食  ◆瀬戸蔵ミュージアム入館料／通常一般 500 円、高校・大学生・65 歳以上 300 円、中学生以下無料 ⇒特別に入館無料 瀬戸のまち散策（瀬戸市） 
 

地元ガイドが、「宝泉寺」、及び「窯垣の小径」周辺をご案内します。 ★下車観光  
文化のみち（名古屋市） 

旧豊田佐助邸 
瀬戸・美濃の白生地陶器が集まった名古屋市東区。陶磁器産業ゆかりの建造物を地元ガイドがご案内します。 ★下車観光  現地払い代金 ◆旧春田鉄次郎邸／無料 ◆旧豊田佐助邸／無料 ◆文化のみち撞木館／大人 200 円、中学生以下無料 ◆文化のみち二葉館（旧川上貞奴邸）／大人 200 円、中学生以下無料 （撞木館・二葉館の共通券あり 大人 320 円） ＪＲ名古屋駅（名古屋市）※降車のみ  ※ＪＲ名古屋駅西口周辺での降車となります  



■コース２－３ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／名鉄観光バス(株)       

■縁結びから子宝・安産・授乳まで、御利益いっぱいの開運！尾張御朱印旅 娘さんやお孫さん、お嫁さんの代参でも訪れたい、男女の縁にまつわる祈願ができる寺社を巡ります。御朱印帳をお持ちの方はお忘れなく！  日程 10/28（日）・11/4（日） コース内容 犬山城前観光案内所 12：30 発・・・三光稲荷神社 12：40/13：10→→大縣神社 13：50/14：30→→田縣神社 14：40/15：10→→間々観音 15：30/15：50→→ＪＲ名古屋駅 16：40 着 犬山城前観光案内所 12：20 集合／12：30 出発  犬山城下（犬山市） 
 

≪ご集合前自由散策≫  ※午前中は国宝犬山城や城下町で観光をお楽しみいただき、 ご昼食を終えてからご集合ください。 ※観光案内所集合後、三光稲荷神社まで徒歩移動（約 10分）となり ます。 三光稲荷神社（犬山市） 
 

三光稲荷神社（さんこういなりじんじゃ） 朱塗りの鳥居が並ぶ景観も写真映えしますが、ピンク色のハート形の絵馬が大人気です。地元ガイド付き。 ※散策後は犬山城駐車場まで徒歩移動（約 10分）してバスに乗車いた します。 ★下車観光    大縣神社（犬山市） 
 

大縣神社（おおあがたじんじゃ） 尾張の二之宮で本殿等は国指定重要文化財。境内の「姫之宮」は縁結びの神様として有名です。「むすび池」での縁結び占いも人気。地元ガイドの案内付き。 ★下車観光    田縣神社（小牧市） 
 

田縣神社（たがたじんじゃ） 境内の至る所に男性のシンボルが祀られ、子宝を願う男女の参拝が絶えない神社です。宮司さんの説明付き。 ★下車観光    間々観音（小牧市） 
 

間々観音（ままかんのん） 日本で唯一、「おっぱい寺」と呼ばれる観音様。授乳や子宝に御利益があると言われています。宮司さんの説明付き。 ★下車観光    ＪＲ名古屋駅（名古屋市）※降車のみ  ※ＪＲ名古屋駅西口周辺での降車となります 



■コース２－４ 
 ■集合場所のご案内 
 ■各所詳細 

  ■利用バス会社／知多乗合(株)  

■布好き必見！日本三大綿織物「知多木綿」と「有松絞り」でオリジナル作品をつくろう 愛知の伝統産業である「知多木綿」と「有松絞」を結び付けた体験コース。思い出に残る素敵なオリジナル作品をつくりましょう。※本コースで体験作成した知多木綿に有松絞を施すことはできません。 日程 10/14（日）・10/21（日） コース内容 師崎港 9：45 発→→内海駅 10：15 発→→常滑駅 11：00 発→→やきもの散歩道 11：10/12：10→→岡田の古い街並み 12：30/14：30→→有松の町並み 15：00・・・名鉄有松駅 16：00頃 
師崎港    9：35 集合／9：45 出発 篠島・日間賀島にお泊りのお客様も参加可能。南知多温泉郷にお泊りの方も各旅館の送迎（別途要予約）をご利用ください。  ●日間賀島(東港)9:05 発→日間賀島(西港)9:10 発→師崎港 9:20 着 ●篠島 9:25 発→師崎港 9:35 着 名鉄内海駅 10：05 集合／10：15 出発 南知多温泉郷にお泊りの方は、各旅館の送迎（別途要予約）をご利用ください 名鉄常滑駅 10：50 集合／11：00 出発 名古屋方面からのお客様もここからご参加可能です。 ●名鉄名古屋駅 10：01 発（特急利用 660 円）→名鉄常滑駅 10：31 着 やきもの散歩道（常滑市） 

 
どこか懐かしい、レンガ造りの煙突や登窯、黒塀の工場…昔の土管や焼酎瓶が積まれた「土管坂」は、独特の雰囲気。最近は、古いやきもの工場を再生したアトリエやギャラリーが新しい魅力を発信しています。 地元ガイドがご案内いたします。 また、陶磁器会館では常滑焼の展示即売会も行っています。 ★下車観光・お買い物  岡田の古い街並み（知多市） 

 木綿蔵・ちた 
  コースター    敷物 中 おかき屋辰心 

岡田のかつ丼 

知多木綿発祥地を自由散策。手織りの里「木綿蔵・ちた」では、手織り体験も可能（各自で事前にご予約ください）。「おかき屋辰心」などにて自由昼食となります。目玉焼きが乗った「岡田のかつ丼」が有名です。 ★下車観光・自由昼食  現地払い代金 木綿蔵・ちた機織体験料 ◆コースター(11cm幅)／体験料 200 円・材料費 20 円・織る長さ 16㎝ ※15～20分 ◆敷物 中(20cm幅)／体験料 1,000 円・材料費 100 円・織る長さ 30㎝  ※約 1 時間 など 体験予約先 『木綿蔵・ちた』TEL：0562-56-4722 （10:00～16:00水・木・最終月曜休み） http://momengura.cside.ne.jp/  有松の町並み（名古屋市） 
 

重伝建地区を地元ガイドがご案内。案内後は自由解散となります。 有松・鳴海絞会館では、絞体験も可能（別途要予約）。 ★下車観光  現地払い代金 絞り体験料 ◆ハンカチ／1,080 円・約 1 時間（別途送料：名古屋市外 620 円） など 体験予約先 『有松・鳴海絞会館』TEL：052-621-0111 （9:30～17:00 4 月～11 月無休） http://www.shibori-kaikan.com/ 名鉄有松駅（名古屋市）  有松・鳴海絞会館から徒歩約 5分です。 ●名鉄有松駅→名鉄名古屋駅（約 22～33分・350 円） 



■コース２－５ 
     ■集合場所のご案内 
 ■各所詳細 

   ■利用バス会社／知多乗合(株)           

■知多の味覚をまるかじり！秋にこそ食したい新鮮魚介ショッピングと味覚狩り みかんやさつまいも、さといもの味覚狩り（季節により異なります）を楽しんだ後は、三河湾の海の幸が所狭しと並ぶお店でお食事とショッピング。さらに、知多の醸造文化をいまに伝える資料館にも立ち寄ります。 日程 10/21（日）・10/28（日） コース内容 師崎港 9：45 発→→内海駅 10：15 発→→ジョイフルファーム鵜の池 10：30/11：30→→魚太郎 11：50/13：00→→盛田 味の館 13：40/14：20→→名鉄常滑駅 14：40 着 
師崎港    9：35 集合／9：45 出発 篠島・日間賀島にお泊りのお客様も参加可能。南知多温泉郷にお泊りの方も各旅館の送迎（別途要予約）をご利用ください。 ●日間賀島(東港)9:05 発→日間賀島(西港)9:10 発→師崎港 9:20 着 ●篠島 9:25 発→師崎港 9:35 着 名鉄内海駅 10：05 集合／10：15 出発 南知多温泉郷にお泊りの方は、各旅館の送迎（別途要予約）をご利用ください ジョイフルファーム鵜の池（美浜町） 

 
さつま芋掘り（9 月中旬～11 月末）、みかん狩り（10 月中旬～11 月末）、里芋掘り（10 月中旬～12 月下旬）が楽しめます。 ★下車観光  現地払い代金 ◆みかん狩り／一 般 1,100 円・小学生 650 円・幼児 450 円 ◆さつま芋掘り／2 株 600 円 ◆里芋掘り／2 株 700 円 体験予約先 『ジョイフルファーム鵜の池』TEL：0569-87-6069 （8:00～16:30 年中無休） http://www.joyful-f.jp/  魚太郎（美浜町） 

 
漁港に近い立地を活かし、新鮮な海の幸を定食やコースでお楽しみいただけます。獲れたて魚介のお買い物も。 こちらで自由昼食となります。 ★下車観光・自由昼食  ◆入場／無料  盛田 味の館（常滑市） 

 
老舗蔵元の酒蔵を改装。試飲やお買い物が楽しめます。 ★下車観光・お酒試飲・お買い物  ◆盛田 味の館入館／無料  名鉄常滑駅（常滑市）※降車のみ ●名鉄常滑駅 14:51 発→名鉄名古屋駅 15:24 着（特急利用 660 円）  



■コース２－６ 
 ■集合場所のご案内 

 ■各所詳細 

  ■利用バス会社／豊鉄観光バス(株)  

■「蒲郡みかん」食べ放題とパワースポット・豊川稲荷＆砥鹿神社参拝、ご昼食は豊川稲荷門前町で！ 三河湾の海の幸をたっぷりショッピングしたあとは、豊川稲荷をご参拝。地元ガイドが本殿だけでなく、狐の石像が 1,000体以上並ぶ奥の院をご案内。さらに、砥鹿神社（里宮）を正式参拝。お守りやお神酒も付いてきます！ 日程 11/25（日）・12/2（日） コース内容 吉良温泉 8：40 発→→名鉄西浦駅 9:20 発→→形原温泉 9:30 発→→蒲郡駅 9:50 発→→竹島園地 9:55 発→→三谷温泉 10:00 発→→蒲郡オレンジパーク 10：20/11：20→→豊川稲荷 12:00/14:00→→砥鹿神社（里宮）14:20/15:30→→大和の大いちょう 15:40/16:00→→ＪＲ豊川駅・名鉄豊川稲荷駅 16:15 着 吉良温泉  8：30 集合／8：40 出発 名鉄西浦駅 9：10 集合／9：20 出発 形原温泉  9：20 集合／9：30 出発 ＪＲ・名鉄蒲郡駅南口ロータリー 9：40 集合／9：50 出発 竹島園地  9：45 集合／9：55 出発 三谷温泉  9：50 集合／10：00 出発 蒲郡オレンジパーク（蒲郡市） 
 

蒲郡みかん狩りと食べ放題。みかんのお土産 1kg付き！（ただし幼児にはお土産がつきません） ★下車観光  現地払い代金 ◆大人（中学生以上）1,188 円 ◆小人（小学生）1,080 円 ◆幼児（3歳以上～小学生以下）540 円 豊川稲荷（豊川市） 
 

地元ガイドが豊川稲荷をご案内。ご昼食は、100 以上の店舗が軒を連ねる門前町で名物「豊川いなり寿司」などをご賞味ください。 ご案内後に自由昼食となります。 ★下車観光・自由昼食  ◆拝観料／無料 砥鹿神社（里宮）（豊川市） 
 

砥鹿神社（とがじんじゃ） 縁結びの神として尊崇されているお宮を正式参拝。お守り・お神酒付きです（正式参拝時の服装は普通の服装でかまいません）。さらに、地元ガイドが境内の見どころをご案内します。 ★下車観光  ◆正式参拝料／無料  大和の大いちょう（豊川市） 
 

高さ 25mにもなるイチョウの大木が見事に色づく姿は圧巻。カメラのご用意をお忘れなく。 ★下車観光  JR豊川駅・名鉄豊川稲荷駅（豊川市） ※降車のみ   



■コース２－７ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／豊鉄観光バス(株)           

■秋の潮風感じる伊良湖岬散歩と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」 景勝地・伊良湖岬と、農業産出額全国 1 位の田原市の農畜産業を体験できるテーマパーク「サンテパルクたはら」を巡るコース。山海の幸の買い物も楽しみです。（ 11/10-11/11 は全国丼サミット開催中！このバスとは別に、三河田原駅からサンテパルクたはらまで無料シャトルバスも運行されます） 日程 11/4（日）・11/11（日） コース内容 道の駅伊良湖クリスタルポルト 11：10 発…(徒歩移動)…伊良湖岬周辺散策 11：10/12：10→→サンテパルクたはら 12：40/15：10→→豊橋鉄道三河田原駅 15：30 着 道の駅伊良湖クリスタルポルト 11：00 集合／11：10 出発 伊良湖岬周辺散策（田原市） 
 

伊良湖岬灯台やいのりの磯道、恋路ヶ浜など、フォトジェニックな場所を地元ガイドがご案内。（クリスタルポルトから恋路ヶ浜まで徒歩にて移動いたします・約 60分） 
サンテパルクたはら（田原市） 

 
秋の花を楽しめるほか、田原の農畜産物を使った体験教室も楽しめる（別途要予約）。 ★下車観光・自由昼食 ※11/10-11/11 は「全国丼サミット」が開催され、沢山の出店がございますのでこちらでお食事も可能です 全国丼サミットｉｎたはら 2018 http://www.taharakankou.gr.jp/event/000051.html  サンテパルクたはら体験料 現地払い代金 ◆ウインナー教室／1,100 円 ◆アイスクリーム教室／500 円 ◆フラワーアレンジメント教室／1,500 円～（内容によって異なります） ◆手作り石鹸教室／1,500 円～（内容によって異なります） ◆エコクラフト教室／1,000 円～（内容によって異なります） ◆飾り巻き寿司教室／1,600 円～（内容によって異なります） ◆パン・お菓子教室／1,000 円～（内容によって異なります） ◆アイシングクッキー教室／1,500 円～（内容によって異なります） 体験予約先 『サンテパルクたはら』TEL：0531-25-1234 （9:30～17:00 木曜休み） http://www.santepark.com/  豊橋鉄道三河田原駅（田原市）※降車のみ ●豊鉄三河田原駅 15:47 発→豊鉄新豊橋駅 16:22 着（520 円）  



■コース２－８ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／豊鉄観光バス(株)     

■カメラ必携！天空の山城と紅葉・四季桜を巡る、絶景の三河路 急峻な谷を望む山城や東海地方随一の紅葉名所・香嵐渓、さらには紅葉と桜が同時に観られる人気スポット・小原四季桜など、思わずシャッターを押したくなる絶景スポット満載のコース。 日程 11/18（日）・11/25（日） コース内容 ＪＲ湯谷温泉駅 9：00 発→→田峯地区 9：40/11：00→→ほうらいせん吟醸工房 12：00/12：30→→香嵐渓・足助の古い町並み 13：00/14：30→→小原四季桜（川見地区）15：20/15：30→→ＪＲ名古屋駅 17：30 着 ＪＲ湯谷温泉駅 8：50 集合／9：00 出発 田峯地区（設楽町） 
 田峯観音 
 田峯城 

田峯観音（だみねかんのん）や田峯城（だみねじょう）を地元ガイドがご案内。地元の特産物直売所でお買い物も楽しめます。 ★下車観光  現地払い代金 ◆田峯城入館料／高校生以上 210 円・小中学生 100 円・未就学児無料   
ほうらいせん吟醸工房（豊田市） 

 
日本酒や焼酎などを製造している工房を見学専用通路からご見学。三河の地酒のお買い物も楽しみです。  ★下車観光  香嵐渓・足助の古い町並み（豊田市） 

 香嵐渓 
 足助の古い町並み 

東海地方随一の紅葉の名所「香嵐渓」や重要伝統的建造物群保存地区の「足助の古い町並み」を自由散策。  ★下車観光・自由昼食  
小原四季桜（川見地区）（豊田市） 

 
紅葉と桜の美しいコントラストに思わず目を見張ってしまう絶景スポット。 

ＪＲ名古屋駅（名古屋市）※降車のみ  ※ＪＲ名古屋駅西口周辺での降車となります 



■コース２－９ 
 ■集合場所のご案内  ■各所詳細 

   ■利用バス会社／豊鉄観光バス(株)       

■東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、大迫力の三河手筒花火観賞 旧街道の面影が残る二川宿を散策した後、紅葉と桜を同時に観られる普門寺を経て、最後は大迫力の三河手筒花火を鑑賞するコース。豊橋駅に 18 時前の到着なので、豊橋市内はもちろん、蒲郡市温泉郷や湯谷温泉でのお泊りも可能です。 日程 11/25（日） ※11/24(土)も開催１-５コース コース内容 ＪＲ・名鉄豊橋駅 12：20 発→→旧東海道二川宿散策 13：00/14：30→→有楽製菓 14：40/15：10→→普門寺もみじ祭り 15：20/16：20→→豊橋手筒花火鑑賞 16：50/17：30→→ＪＲ・名鉄豊橋駅 17：40 着 ＪＲ・名鉄豊橋駅 12：10 集合／12：20 出発 旧東海道二川宿散策（豊橋市） 
 

地元ガイドが二川宿本陣資料館や商家「駒屋」など、旧街道の面影をご案内します。 ★下車観光  現地払い代金 ◆二川宿本陣資料館入館代／大人 400 円・小中高校生 100 円・未就学児無料 ◆駒屋入館／無料 有楽製菓（豊橋市） 
 

全国的にも有名なお菓子「ブラックサンダー」を工場直営売店でお買い物。 ★下車観光  ◆有楽製菓入館／無料 
普門寺もみじ祭り（豊橋市） 

 
行基開山と伝えられる紅葉の名所。ヒマラヤザクラとの競演が見事です。 ★下車観光  ◆普門寺拝観／無料 豊橋手筒花火鑑賞（豊橋市） 

 
通常、決まった祭礼の日にしか見られない迫力の手筒花火を特別に鑑賞できます！ ★下車観光  ◆豊橋手筒花火鑑賞／無料（吉田城横広場にて開催） ＪＲ・名鉄豊橋駅（豊橋市）※降車のみ 豊橋駅周辺はもちろん、東海道線や飯田線に乗り継ぐことで温泉地に宿を取ることも可能です。  ●ＪＲ豊橋駅 17:54 発→ＪＲ蒲郡駅 18:10 着 ●ＪＲ豊橋駅 18:20 発→ＪＲ湯谷温泉駅 19:06 着 


