知的探訪の旅

ものづくりの真髄に出合う
つの物語
4

ぶらり街歩き

産業遺産

風土と味を愉しむ産業観光

産業観光の愉しみ

in

ノリタ ケ の 森

成形から絵付けまでボーンチャイナの製造工程やノリタケの初期製品
「オールドノリタケ」
を見学できるクラフトセンター、最新セラミックス製品
を展示する森村・大倉記念館などが緑の中に点在。絵付け体験コー
ナーやアウトレットショップのほか、
ノリタケ食器を使用したレストランで
は欧風創作料理が味わえ、
カフェではティータイムが愉しめる。
名古屋市西区則武新町3-1-36
052-561-7290
クラフトセンター
（ノリタケミュージアム）
10:00〜17:00（その他施設によって異なる）
月曜（祝日の場合は翌平日）
無料（クラフトセンター
〈ノリタケミュージアム〉は500円）
地下鉄東山線「亀島駅」徒歩5分

こちらもおすすめ 2 品揃え豊富な常滑焼が産地価格で購入できる
「とこなめ焼卸団地 セラモール」

常滑市金山字上砂原99

0569-43-7111

ボランティアガイドや説明スタッフあり
（曜日・時間・予約については要確認）

愛知の産業観光を象徴する４つのキーワード︒
過去〜現在〜未来と︑時代を経た４ストーリー︒

洋食器からニューセラミックスへ
陶磁器産業をリードする技術

門が︑
パリ万博で目にした白色

ノリタケの洋食器の歴史は明

磁器を日本でも製造したいと︑

4つの物語

治 時 代 ︒創 設 者の森 村 市 左 衛

日本の近代化を進めた

明 治 ︵１９０４︶年に日 本 陶

器合名会社を設立︒

当時は︑文化の異なる欧米に

向けたデザインに苦心したもの

の︑優れた技術や多彩なデザイ

ンが高評価を受けることに︒優

愛知の陶磁器産業

美
美で上 品 な 存 在 感 ︑純 白の輝

き︑金彩の光沢︑優れた強化磁

器 な どが 特 長のノリタケ 洋 食

器 は ︑現 在 も 世 界 中で愛 され

ながら︑多 くの食 卓 を 飾ってい

ます︒

近年ではニューセラミックスと

いう素材の開発にも着手︒家電

製 品や車などの新 領 域 と結び

つき ︑先 進 技 術 を 切 り 開いてい

ます︒

1

37

ものづくりの真髄に出合う

2

からくりから始まった
世界最先端のロボット産業

愛 知 県の祭 礼の特 徴 ともい

からくり人形は︑そのほとんど

えるのが︑各地で曳き回される

が江戸時代に生まれたもの︒

トヨタテクノミュージアム 産業技術記念館

江戸時代のからくり人形師の
技術を受け継ぐ、九代・玉屋
庄兵衛さん。特設工房では、
庄兵衛さんによる全国の人形
修復やオリジナル作品の製作
などの様子を公開している。
犬山市大字犬山字北古券69-2
0568-62-4802（事務所） 9:00〜17:00
（実演は金・土曜の10：00〜16：00）
無休
100円
名鉄犬山線
「犬山駅」
「犬山遊園駅」徒歩15分

3

山 車 ︒豪 華 絢 爛な山 車にのった

木製からくり 人形から

当 時の先 端 技 術を駆 使して

つくられたからくり人形は︑逆

3

立 ちをしたり ︑棒にぶら下がっ

たりと︑
さまざまな仕掛けで操

られ︑動く総合芸術ともいえる

からくり展 示 館

未来型ロボットへ

精緻
ほど︒その後 ︑歯 車で動 く 和 時

計の技術と融合し︑独自の発展

を遂げてきました︒

そして︑精巧なからくりの発

想を現在に生かしたものがロボ

ット工学 ︒木工技 術から始 まっ

たからくり人形は︑産業用ロボ

ットや家 庭 用ロボットとして実

用化され︑私たちの身近な存在

になっています︒
4

こちらもおすすめ 5 からくり人形が組み込まれた千年時計を展示する
「豊田産業文化センター」 豊田市小坂本町1-25

繊維機械と自動車産業の変
遷が体感でき、機械はすべて
動態保存。実演の臨場感も
愉しめる。
レストランやカフェ、
ミュージアムショップにも立ち
寄りたい。
名古屋市西区則武新町4-1-35
052-551-6115 9:30〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日）
500円
名鉄名古屋本線「栄生駅」徒歩3分
0565-33-1531

かけた男の夢

﹁日本の自動車﹂
づくりに

ロマン

ものづくりの真髄に出合う

4つの物語

トヨダスタンダードセダン
（AA型）
（トヨタテクノミュージアム 産業技術記念館）

自動車産業へのロマンと辛苦
先駆者の夢は世界へ拡大中

愛 知のものづく りの中 心 的

存 在が︑昭 和に急 成 長 を 遂 げ

た 自 動 車 産 業 ︒研 究に次 ぐ 研

究を重ね︑長い歳月をかけて昭

和 ︵１９３６︶年に誕生したの

が ︑トヨタ 初の生 産 型 乗 用 車

6

﹁トヨダＡＡ型乗用車﹂︒

トヨタ 博 物 館

創業者・豊田佐吉から息子・

喜一郎に受 け 継がれた﹁ 人のた

めに役 立つ発 明 を ﹂﹁日 本 人の

頭 と腕で自 動 車工業 をつく り

たい﹂
の熱い想いが︑今日の
〝世

界のトヨタ〟
への成 長 を 支 えて

きました︒

世界の自動車産業を牽引す

る最新技術は︑
エコカーやＥＴＣ︑

カーナビゲーションなどのＩＴＳ

技術に生かされ︑各ミュージアム

で男たちのロマンと技術を体感

できます︒
7

11

デ ン ソ ー ギ ャラリー

歴代のトヨタ車や世界中のク
ラシックカーをはじめ、戦後の
テレビや雑誌、車を展示する
懐かしいフロアも。
ミュージアム
ショップやレストランで販売する
「トヨタ博物館カレー」
も人気。
愛知郡長久手町大字長湫字横道41-100
0561-63-5151
9:30〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日）
1000円
東部丘陵線（リニモ）
「芸大通駅」徒歩5分
こちらもおすすめ 8 アイシン製品を展示する
「アイシンコムセンター」。ABS体験シミュレーターもあり

環境、安全、快適、利便の4
分野の自動車関連製品や産
業用小型ロボットなど、非自
動車分野の製品を展示。体
験デモ機に触れながらいろ
いろな製品を見学できる。
刈谷市昭和町1-1
0566-61-7215 9:30〜17:00
土・日曜
無料
JR東海道本線「刈谷駅」徒歩7分
刈谷市朝日町2-1

0566-24-8600

4

江戸時代の手仕事

﹁有松絞﹂
に感動する

手技

職人技による昔ながらの絞り
現代感覚の新製品も誕生

江 戸 時 代からの古い街 並み

名古屋市緑区有松3008
052-621-0111
9:30〜17:00（実演は16:30まで）
水曜（祝日の場合は翌日）
300円
名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩5分

が 広 がる ︑名 古 屋 市 緑 区の有

松地区︒国の伝統工芸である有

松・鳴海絞りの産地として知ら

れ︑今も一つひとつの織物が職人

の手 技から生まれています ︒そ

の美しさは海 外でも 評 判 を 呼

び︑
ヨーロッパを 中 心に広 く 輸

出 ︒く くりの多 様さと︑それを

引 き立たせる繊 細な染色 技 法

は百種にもおよび︑その家の技

法が代々受 け 継がれる一人一技
法も特徴です︒

昔 ながらの絞 りの知 恵は現

代にも 生かされ︑オリジナルブ

ランドの開 発やアート分 野への

進出など︑個性や感性が光るバ

リエーション豊かな絞 り 製 品に

発展︒
ウールやサテン︑
ベルベット

といった 新 素 材の絞 り を はじ

め︑枠にとらわれない新しい取

り組みが︑伝統工芸の新たな道

を切り開いています︒

名古屋市緑区有松東海道筋

「有松絞りまつり」
こちらもおすすめ 10 毎年6月の第1土・日曜に有松地区で開催されるイベント

5

有 松・鳴 海 絞 会 館

9

有松のまちのルーツは、1608年に築かれた東海道沿いの茶屋集落。
約400年を経た今でも、和瓦の屋根や塗籠造など、伝統的な建築物
が残されている。有松・鳴海絞会館では、有松・鳴海絞りの歴史や
資料を展示するほか、工芸士の実演見学や絞り体験教室も開催
（要予約）。
ハンカチやＴシャツ、浴衣などの絞り製品も購入できる。

風 土 と 味 を 愉 し む産 業 観 光

日間賀島

1

海
海運で栄えた町で
豊饒の海を味わう

知多半島と渥美半島に抱かれ
た三河湾︑太平洋の大海原に続
く伊勢湾︒
穏やかな湾は漁業体
験や潮干狩りにも適し︑ふぐ︑た
こ︑
うなぎ︑
あさりといった︑
豊か
な海の恵みと美しい風景が堪能
できます︒
また︑知多半島は古くから港
町として栄え︑海運の発達とと
もに窯業や醸造などの文化も盛
んになりました︒
近年では︑中部
国際空港の開港により︑空の港
としても世界を結んでいます︒

な
ふぐの漁獲量日本一を誇る愛知県。
かでも日間賀島は、極上のふぐ料理が
てっさ、てっちり、白
堪能できると評判。
子料理など、伊勢湾や遠州灘の幸をた
っぷり味わい尽くそう。

知多郡南知多町日間賀島
0569-68-2388（日間賀島観光協会）
伊良湖港・河和港・師崎港から高速船、
片名港から海上タクシーを利用

写真：日間賀観光ホテル

6

海、
風、
太陽…自然の恵みを享受する、
三河湾と知多・渥美半島の観光施設
ポートインフォメーションセンター
カモメリア

4

三河港の歴史や役割を紹介

「日本一の自動車港湾 三河港を知る・学ぶ・楽しむ」
がテーマ。三河港のフロアマップや自動車専用船・コ
ンテナ船の模型、
同港で扱う自動車の実車やミニカー
などを展示。
三河港を一望できる展望室も完備。
自動車を自動車専用船に
積み込む作業も見学できる
豊橋市神野ふ頭町3-29
0532-34-3712
9:00〜17:00
※土・日曜、祝日の展望
室は〜20:00（4〜9月）、
〜19:00（10〜3月）
無休
無料
JR・名鉄「豊橋駅」から
豊鉄バス神野ふ頭線
「港湾合同庁舎」下車すぐ

中部国際空港セントレア

7

3

伊良湖岬灯台

2

渥美半島に突き出た岬のシンボル

魚介の宝庫で伝統的な漁業を体験

渥美半島の最先端に建ち、海を行き交う船を見守り
続ける白亜の灯台。周辺は三河湾国定公園に指定
され、道の駅・伊良湖クリスタルポルトから伊良湖岬
灯台まで、海沿いに遊歩道も整備。

県下でも有数の漁場を誇る日間賀島。海水浴場の沖
に網を仕掛けて引き込む地引網のほか、釣りや遊覧
などの体験メニューがある。地元漁師が指導してくれ
るので子どもやビギナーでも安心。

田原市伊良湖町古山
0531-23-3516（田原市観光協会）
見学自由
（外観のみ）
豊鉄渥美線「三河田原駅」から豊鉄バス伊良湖本線
「伊良湖岬」行きで終点下車、徒歩10分
▼思い出に残る灯台として、
「日本の灯台50選」
にも選定

6

一色さかな広場

近海の鮮魚が並ぶおさかな天国

多彩なアミューズメント施設を完備する中部地方の
空の玄関。滑走路付近や国際エプロン、空港島西側
など、ふだんは関係者以外立ち入りを制限している
エリアを見学できる特別ツアーも
（要予約）。

一色漁港で水揚げされる新鮮な魚介類をはじめ、加
工食品や地元農産物が並ぶ産直市場。海鮮レストラ
ンや寿司店もあり、全国的に有名な一色産のうなぎな
ど、
とれたての味が堪能できる。
幡豆郡一色町小藪船江東176
0563-72-3700 9:00〜17:00
水曜（祝日の場合は翌日）
名鉄西尾線「吉良吉田駅」から車で10分

9

フライト客でなくても存分に愉しめる国際空港

知多郡南知多町日間賀島
0569-68-2388（日間賀島観光協会）
▼地引網体験
伊良湖港・河和港・師崎港から高速船、（4月中旬〜6月、
片名港から海上タクシーを利用
9〜10月中旬）

5

中部と世界を結ぶ、壮大な空の港

常滑市セントレア1-1
0569-38-1195（テレホンセンター）
0569-38-7575（セントレアツアー担当/10：00〜12：00、
13：00〜16：00/水・木曜休）
名鉄空港線「中部国際空港駅」すぐ

日間賀島自然体験漁場

ラグーナ 蒲郡 フェスティバルマーケット

見て、食べて、
ショッピング！

▼地元客のほか、
遠方からの観光
客も多い

博物館「酢の里」

アウトレットやレストランなどが入るショッピングモール。
おさかな市場では新鮮な魚介類や加工品を豊富に
品揃え、
お土産にも最適。
その他、海のテーマパーク
「ラグナシア」
や、天然温泉「ラグーナの湯」
も併設。
蒲郡市海陽町2-1
0533-58-2700
施設により異なる
不定休 JR東海道本線
「蒲郡駅」
から
直行バス
（有料）
で15分

8

▼新鮮な地元の
魚介いっぱいの
市場

やきもの散歩道

日本で唯一、酢の総合博物館

海運の歴史と常滑焼にふれる散歩道

良質な地下水と海運に適した立地に恵まれ、
古くから
醸造業が盛んな半田市。江戸時代の面影を残す建
物の内部では、
昔と今の酢づくりの工程を映像と展示
で紹介。
酢が醸造されている発酵室の見学もできる。

日本六古窯のなかで最も古い歴史を持つ常滑焼。
レ
ンガ造りの煙突や登窯、常滑焼の工房や店舗、江戸
末期の廻船問屋
「瀧田家」
など、景色と作品を鑑賞し
ながらゆっくり散策してみよう。

半田市中村町2-6
0569-24-5111（要予約）
9:00〜17:00（土・日曜、祝日〜16:30） 第3日曜
無料 JR武豊線「半田駅」徒歩3分

常滑市栄町
0569-34-8888（常滑市観光案内所）
名鉄常滑線「常滑駅」徒歩10分

グルメや買物が愉しめる
「ちょうちん横丁」

名古屋市

愛知県

三重県

見学時はお酢ドリンクの試飲も可能

常滑市 半田市
8 9
7
一色町
6
知多半島
1
2

伊勢湾

三河湾

日間賀島

7

篠島

土管や焼酎瓶が積まれた小路

蒲郡市
5

4 豊橋市

渥美半島
田原市

▶ 3 9 体の陶 製ご利
益招き猫が並ぶ
「とこ
なめ招き猫通り」
も

3

伊良湖岬

ボランティアガイドや説明スタッフあり
（曜日・時間・予約については要確認）

風 土 と 味 を 愉 し む産 業 観 光

ホテル百年草

1

山
山里の暮らしは
元祖スローライフ

肥沃な大地︑1000ｍ級の
山々︑一級河川⁝︑豊かな自然に
あふれる三河山間部︒
キャベツや
いちじく︑てん茶などは日本一の
生産量を誇り︑酪農も盛んで
﹁日
本デンマーク﹂という呼称もあっ
たほど︒
最近では︑農村の暮らしにふ
れたり︑自然を観察しながら歩
くエコツアーや︑食文化に関わる
体験型プログラムなど︑スローラ
イフ型のツアーが人気︒
自然と一
体になれる産業観光は魅力にあ
ふれています︒

自然の中で食事や買物、宿泊、入浴などが
「楓」
フレンチレストラン
愉しめる複合施設。
では、地元で採れた野菜や米、併設する工
パンなどを使
房でつくったハムやウインナー、
った旬の料理が味わえる。

豊田市足助町東貝戸10
0565-62-0100
11:00〜14:00、
17:30〜19:30
（レストラン
「楓」
）
水曜
名鉄豊田線
「浄水駅」
からとよたおいでんバス
さなげ・足助線終点
「百年草」
下車すぐ

8

川、
土、
緑、
木…山里の贅沢な産物を堪能する、
三河山間部の観光施設
4

湯〜らんどパル とよね

3

和紙のふるさと

2

三州足助屋敷

雄大な自然に囲まれた天然温泉

四季の美しい花が咲く、工芸和紙の里

昔ながらの山里の手仕事を体感・体験

美人の湯 として名高いお湯が愉しめる温泉施設。
露天風呂や大浴場のほか、泡風呂、打たせ湯、圧注
浴、
サウナなどもあるのでリフレッシュに最適。
レストラ
ンや野外バーベキュー場も併設する。

室町時代から紙の里として知られる豊田市小原。和
紙展示館では、小原和紙を美術品の域まで高めた
藤井達吉の作品を展示。和紙工芸館では、葉すきや
絵すきといった小原和紙づくりも体験できる。

紅葉で有名な香嵐渓にある 生きた民俗資料館 。茅
葺きの母屋や土蔵を利用し、明治時代〜昭和30年
頃の農家の暮らしを再現。五平餅や豆腐田楽、鮎料
理などが食べられる食事処も併設。

北設楽郡豊根村上黒川字長野田20 0536-85-1180
10:00〜21:00 木曜（祝日の場合は翌日）
入浴料500円 JR飯田線「東栄駅」から町営バス
「本郷」下車、村営バス石堂行きに乗り換え
「老平」下車、
徒歩3分
▼露天風呂をはじめ、8種類の温泉がある

7

豊田市永太郎町洞216-1
0565-65-2151（展示館）、0565-65-2953（工芸館）
9:00〜16:30 月曜（祝日の場合は開館） 350円（展示館）
名鉄三河線「豊田市駅」からとよたおいでんバス小原・
豊田線上仁木行き
「和紙のふるさと」下車すぐ
▼世界にひとつだけのオリジナル和紙をつくってみたい

道の駅 アグリステーションなぐら

6

こんたく長篠

豊田市足助町飯盛36 0565-62-1188 9:00〜17:00
木曜（祝日の場合は翌日、11月は無休）
500円（体験は別途）
名鉄豊田線「浄水駅」からとよたおいでんバスさなげ・
足助線百年草行き
「香嵐渓」下車、徒歩8分
▼番傘制作の実演は、骨づくりからみることができる

5

交流促進センター 千代姫荘

奥三河産の新鮮農産物を購入

地域の農産物を提供するふれあい場

静かな山里で多彩な手づくり体験を

農作物直売所では季節の新鮮野菜を販売。地元の
お母さんたちによる食事処では、設楽産のエゴマを
使用した郷土料理が味わえる。体験農園、感謝祭な
ど、季節のイベントも開催。

新鮮野菜をはじめとする農産物の直売所と、JA愛知
東の直営レストランが併設。奥三河で育った貴重な
和牛「鳳来牛」は、ほどよく霜が入ったやわらかな食
感。焼肉レストランでリーズナブルに味わえる。

大千瀬川のほとりにある山村生活体験型の交流宿
泊施設。
そば打ち、
まゆ花づくり、五平餅や豆腐づくり
など、体験メニューも豊富。
ゆっくり宿泊しながら、昔
懐かしい農村の生活にふれてみよう。

新城市長篠西野々30 0536-32-0002
11:00〜15:00、17:00〜20:00、直売所9:00〜18:00
水曜 JR飯田線「長篠城駅」徒歩10分

北設楽郡設楽町西納庫字森田32 0536-65-0888
8：00〜17：00（3〜11月）、8：00〜16：30（12〜2月）
月曜（祝日の場合は翌日） 無料
JR飯田線「新城駅」から豊鉄バス「設楽町田口」下車、
町営バスに乗り換え
「森田橋」下車すぐ

10

▼鳳来牛の育った農家など、ユニークな情報を知ることもできる

北設楽郡東栄町大字中設楽字西向13-3
0536-76-0489
10:00〜17:00 無休 JR飯田線「東栄駅」から町営バス
東栄線「本郷」下車、町営バス月線神田行きに乗り換え
「千代姫温泉前」下車すぐ ※日曜、祝日は運休
▼囲炉裏を囲んで、天然鮎や串芋、五平餅なども味わえる

千万町茅葺屋敷

茅葺家屋で農山村生活を体験
のどかな山間に建つ築300年余の茅葺家屋で田舎
生活が体験できる。田植えや稲刈り、収穫祭、餅つき
などのイベントに参加したり、地元産の素材を使った
そばやこんにゃくづくりが愉しめる。
岡崎市千万町町字竹下32-1 0564-83-2590
9:00〜16:00 火曜 無料（体験は別途）
名鉄名古屋本線「本宿駅」から車で40分

9

▼敷地内では宿泊もでき、売店も併設

そば道場薬膳亭 男川やな

8

八丁味噌の郷

男川の清流で鮎をつかみ捕り

江戸時代から続く味噌づくりの郷

鮎のつかみ捕りとバーベキュー
（5〜11月）
、
そば打ちや
こんにゃくづくり
（10月中旬〜4月）
、
ホタル観賞
（6月）
、
川
遊びなど、四季を通して愉しめる施設。鮎や自然薯料
理、
薬膳料理、
猪・鹿料理も好評。

愛知の郷土料理に欠かせないのが、岡崎で生まれた
八丁味噌。江戸時代から受け継がれた仕込みの様
子を見学しながら、八丁味噌のルーツをたどることが
できる。
見学後には味噌汁の試飲もあり。

岡崎市淡渕町日向23
0564-82-2089 10:00〜14:30
火曜（7・8月は無休） 無料（体験は別途）
名鉄名古屋本線「本宿駅」から名鉄バスくらがり渓谷行き
「上淡渕」下車すぐ

岡崎市八帖町字往還通69 0564-21-1355
9:00〜16:00（要予約） 無休 無料
名鉄名古屋本線「岡崎公園前駅」徒歩3分

岐阜県

名古屋市

愛知県

3

豊田市 2

三重県

設楽町 豊根村
7

1

4

11

5

東栄町
8
11岡崎市

9

10

新城市

三河湾

6

まるや八丁味噌

天然醸造の八丁味噌蔵を見学
捕った鮎はその場で焼いて食べたり、
持ち帰りも可能

熟成中の味噌蔵の中が見学でき（個人見学は開館
中の毎時 00 分、30 分に案内）
、日吉丸時代の秀吉と
の逸話が残る
「石投げの井戸」
も見ることができる。
岡崎市八帖町字往還通52 0564-22-0222
9:00〜11:30、13:00〜16:20 無休
無料
名鉄名古屋本線「岡崎公園前駅」徒歩1分

知多半島

9 伊勢湾

館内には六尺桶と呼ばれる
巨大な桶が並ぶ
▶化粧樽に入った、国産
大豆使用の八丁味噌

渥美半島

お食事ならココ！

6 ガーデンレストラン徳川園

尾張徳川家の別邸跡を利用した池泉回遊式の日本庭園
「徳川園」
に隣接して、
徳川家代々の重宝や大名道具1万
数千点を所蔵する
「徳川美術館」
と、家康が遺した書籍を
はじめ11万点を所蔵する
「名古屋市蓬左文庫」
が建つ。

徳川園内にある
フレンチレストラ
ン。
日本庭園を眺
めながら 四 季
折々の本格料理
が堪能できる。

名古屋市東区徳川町1001（徳川園・名古屋市蓬左文庫）、
名古屋市東区徳川町1017（徳川美術館）
052-935-8988（徳川園）、052-935-6262（徳川美術館）、
052-935-2173（名古屋市蓬左文庫）
9:30〜17:30（徳川園）、10:00〜17:00（徳川美術館・名古屋市蓬左文庫）
月曜（祝日の場合は翌日）
1350円（共通）
各線「大曽根駅」徒歩15分

名古屋市中区本丸1-1
052-231-1700
9:00〜16:30
無休 500円
地下鉄名城線「市役所駅」徒歩5分

2

1

052-932-7887
11:00〜15:00、17:00〜23:00
不定休

徳川美術館

徳川園・
徳川美術館・
名古屋市蓬左文庫

名古屋
城

ノリタケの森

5

名古屋テレビ塔

昭和29
（1954）
年、
日本初の集約電波
塔として建設。2008年10月には 恋人
の聖地 にも選定さ
も認定された名所。
夜はライト
アップもあり、高さ100ｍのスカイバルコ
ニーから眺める夜景も美しい。

多くの産業観光施設や歴史的遺産

5

が残る名 古 屋 中 心 部︒
このエリアを

なごや観光ルートバス
「メーグル」

ぐるっとめぐる︑お得なルートバス

名古屋
駅

﹁メーグル﹂
は︑
一日中乗り放題で︑好

1DAYチケット500円（1回のみの乗車200円）
052-521-8990（名古屋市交通局浄心営業所）
平日/30分〜1時間に1本運行
土・日曜・祝日/20〜30分に1本運行
月曜（祝日の場合は翌平日）

き な 施 設で乗 り 降 り が可 能︒名 古

屋観光をたっぷり満喫しましょう︒

トヨタテクノ
ミュージアム
産業技術
記念館

ぶらり街 歩き

徳川家康の命を受け築城した
尾張徳川家の居城。城下町の
様子を原寸大で再現したバー
チャル体験フロア、実物大の金
鯱レプリカ、本丸御殿3Ｄシアタ
ー、本丸御殿障壁画など、見ど
ころも多い。

徳川園・徳川美術館・
名古屋市蓬左文庫

産業遺産

2

ルートバスでたどる産業創世記

名古屋城

名古屋︑
メーグル遊覧︒

1

3

文化のみち
二葉館

4

名古屋
テレビ塔
名古屋市
市政資料館

名古屋市中区錦3-6-15
052-971-8546
10:00〜22:00
（1〜3月は21:00まで）
無休
600円
（4階までは無料）
地下鉄各線「栄駅」
「久屋大通駅」徒歩5分

ちょっと休憩

7 タワーレストランNAGOYA

文化のみち二葉館

日本の女優第1号の川上貞奴
と、電力王と呼ばれた福沢桃介
が暮らした邸宅を移築し、復元。
当時のステンドグラスや照明器
具など、
「二葉御殿」
と呼ばれた
贅沢な暮らしが感じられる。

JR・名鉄
名古屋駅

メーグル運行ルート

2 6

名古屋城
市役所

ノリタケの森

4 名古屋市

市政資料館

3 文化のみち

徳川園

二葉館

桜通
名古屋テレビ塔

5 7 8

広小路通

地下鉄名城線

名古屋市東区橦木町3-23
052-936-3836 10:00〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日） 200円
地下鉄桜通線「高岳駅」徒歩10分

1
産業技術記念館

線
屋本
名古
名鉄

052-961-0057
11:00〜22:00
（日曜、祝日は21:00まで）
名古屋テレビ塔に準ずる

名古屋市東区白壁1-3
052-953-0051 9:00〜17:00
月曜（祝日の場合は翌平日）、
第3木曜（祝日の場合は第4木曜）
無料
地下鉄名城線「市役所駅」徒歩8分

名城公園

幹線
道新
東海

1階にある麺類専
門店。麺へのこだ
わりは製麺会社直
営店ならでは。
「八
丁味噌ぶっかけき
しめん」
は絶品。

名古屋控訴院・地方裁判所・区
裁判所庁舎として大正時代に建
てられ、
重要文化財にもなってい
るレンガ造りの建物。
館内はステ
ンドグラスなどの美しい装飾が施
され、
レトロな雰囲気もたっぷり。

3

伏見通

8 総合麺処 樽政本店テレビ塔店

名古屋市市政資料館

線
道本
東海
JR

052-951-3505
11:30〜15:00、17:30〜23:00、ラウンジ18:00〜
2:00（土・日曜・祝日は異なる） 不定休

4

状線
名古屋高速都心環

名古屋テレビ塔4
階にある天空の
レストラン＆ラウン
ジ。眼下に広がる
景色を眺めながら
極上の時間を。

ボランティアガイドや説明スタッフあり
（曜日・時間・予約については要確認）

10

1

瀬戸蔵1階にある、瀬戸焼の器を使用
したレストラン。
「瀬戸三昧（1180円）」
「名古屋三昧
（1080円）」の
ほか、季節のラ
ンチメニューも
豊富。

瀬戸蔵

瀬戸のやきもの文化を紹介する
大型施設。館内には窯場を再
現した瀬戸蔵ミュージアムや窯
元組合直営ショップ、飲食店な
どが揃い、瀬戸焼の魅力にふれ
ることができる。

0561-85-4166

瀬戸市蔵所町1-1 0561-97-1555
8:30〜21:30
（瀬戸蔵ミュージアム9:00〜18:00）
月1回（不定休）
無料（瀬戸蔵ミュージアム500円）
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」徒歩5分

2
やきものの街として全国的に有名な瀬戸︒尾張瀬戸

駅周辺には︑瀬戸川に沿って窯元や資料館︑ギャラリー

瀬戸はガラスの原料となる珪砂
の産地でもあり、生産量は日本
一。
この施設では洗練された新
時代の陶芸やガラス工芸を紹
介。作陶や吹きガラス体験のほ
か、
カフェもある。

などが点 在︒おみやげ 店で掘り 出しものに出 合った

り︑器にこだわるレストランやカフェめぐりも愉しみ︒

3

瀬戸市新世紀
工芸館

1300年の歴史を持つ︑やきものの里

6 窯場キ食茶房 蔵所

3

瀬戸︑
やきもの散策︒

1

お食事ならココ！

2

招き猫ミュージアム

個人コレクション数千点を展示
する国内最大級の招き猫専門ミ
ュージアム。個性的な猫たちは見
応えもたっぷり。大正時代の洋風
建築をイメージした館内には、
カフ
ェや染付体験コーナーも併設。
瀬戸市薬師町2 0561-21-0345
10:00〜17:00 火曜
無料（ミュージアム300円）
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」徒歩8分

4

瀬戸市南仲之切町81-2
0561-97-1001 10:00〜18:00
火曜（祝日の場合は翌平日）
無料
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」徒歩7分

「染付竹図皿」伊藤四郎左衛門作（19世紀後期）

4

5

瀬戸市マルチメディア伝承工芸館
−瀬戸染付研修所−

やきものの伝統技法のひとつ
「瀬戸染付」
を次代に伝
える施設。
ろくろや絵付けなどの作業風景や、市内で唯
一現存する古窯（瀬戸市指定有形文化財の登り窯）
の見学ができる。
月1回程度、絵付け体験も開催。
瀬戸市西郷町98 0561-89-6001
火曜（祝日の場合は翌日） 無料
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」徒歩15分

5

10:00〜17:00

窯垣の小径

瀬戸川沿いの表通りから路地へ入ったところにある、曲
がりくねった散歩道。資料館やギャラリー、休憩所など
が設置されているので、古い街並みを眺めながらゆっく
り散策を。
瀬戸市仲洞町
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」徒歩20分

深川神社 宮前公園
銀座通り商店街 7

尾張瀬戸駅

線
瀬戸
名鉄

11

川
瀬戸

2

宝泉寺

招き猫ミュージアム

5 窯垣の小径

6 1 瀬戸蔵

窯場和食茶房
蔵所
窯神橋

記念橋

宮前橋

中橋

3 瀬戸市新世紀工芸館

4 瀬戸市マルチメディア伝承工芸館

お立ち寄りスポット

陶祖公園

7 銀座通り商店街
深 川 神 社に近く、
昭和の風情が残る
商店街。個性的な
ギャラリーや飲食店
が並ぶ。散策の合
間に立ち寄りたい。
瀬戸市朝日町 水曜定休の店が多い
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」徒歩5分

豊橋鉄道市内線
150円

豊橋市牛川町字洗島
8:00〜12:00、
14:00〜18:00
（4〜9月）
、
8:00〜12:00、
13:00〜17:00
（10〜3月）
※増水時、
悪天時は運休
無料
豊橋鉄道市内線「東八町電停」徒歩20分

豊橋市関屋町2
0532-52-2553
豊橋鉄道市内線「札木電停」
徒歩7分

豊橋公園

豊橋市美術博物館や三の
丸会館などの文化施設、各
種スポーツ施設を完備する
緑豊かな公園。裏手を流れ
る豊川沿いには、
「緑と水の
散歩道」
も整備されている。
豊橋市今橋町3-1
0532-51-2650（豊橋市公園緑地課）
豊橋鉄道市内線「豊橋公園前電停」
徒歩3分

1

かつては東 海 道の宿 場 町︑吉田城の城 下 町であった

吉田大橋のたもとにあり、手
筒花火の発祥ともいわれる
神社。毎年7月の第3金曜に
開催される豊橋祇園祭では、
豪華な手筒花火が打ち上げ
られ、多くの人でにぎわう。

3

豊橋は︑多 くの史跡やレトロな建物が残る街︒豊橋

吉田神社

駅 周 辺 を 走る県 内 唯一の路 面 電 車に揺られながら︑

1

ノスタルジックタウンを散策してみよう ︒

3

ぶらり街 歩き

船頭さんが竿で川底を押して進
む、県内唯一の人力の渡し舟。
豊川の両岸の町・牛川町と大
村町を結ぶ道路（市道）
として、
1日平均約80人が利用。休日
は観光客の利用も多い。

産業遺産

5

レトロな建築に出合える懐かしい街

牛川の渡し

豊橋︑路面電車トリップ︒

5

2
4

2

豊橋駅

豊橋ハリストス
正教会

大正2（1913）年に建設
された指定文化財で、現
存する県下の正教会の
中では最古の聖堂。聖像
画家・山下りんの聖像画
や渡来した美術工芸品、
貴重な文献などを保存。
豊橋市八町通3-15 0532-54-0434
外観の見学は自由、内部の見学は
日曜礼拝10:00〜11:30のみ（要予約）
豊橋鉄道市内線「市役所前電停」すぐ

3 豊橋公園
豊橋市役所
2 豊橋ハリストス正教会

きく宗 7

4 三八の市

6 ヤマサちくわ魚町本店
路面電車ルート

JR・名鉄
豊橋駅

鉄道
豊橋

豊橋市新本町40
文政年間創業、 0532-52-5473
11:00〜15:00、
八丁味噌を使っ
16:30〜20:00（土・日曜、
た菜めし田 楽の
祝日11：00〜20:00）
老舗。吉田宿の
水曜、
月1回不定休
名 物として旅 人
豊橋鉄道市内線
にも親しまれた。 「札木電停」徒歩5分

吉田大橋

吉田神社 1

新豊橋駅

幹線
道新
東海

買物・お食事ならココ！

7 きく宗

豊橋市魚町97
0532-53-2211
7:00〜20:00 無休
豊橋鉄道市内線
「札木電停」徒歩4分

豊川
線
屋本
名古
名鉄 道本線
東海
JR

6 ヤマサちくわ 魚町本店
新鮮な魚の身を
たっぷり使用した
豊橋名産のヤマ
サちくわ。おみや
げにおすすめ。

5 牛川の渡し

259

4

三八の市

始まりは大正初期といわれ、市
内で最も古い歴史を持つ朝市。
毎月3と8のつく日に開催され、
野菜や花、
自家製の総菜などを
販売。地元の人たちとのふれあ
いが愉しめる。
豊橋市前畑町（市電前畑電停近く）
0532-51-2430（豊橋市商業観光課）
7:00〜12:00
豊橋鉄道市内線「前畑電停」徒歩1分

1

12

犬山市大字犬山字北古券65-2
0568-61-1711 9:00〜17:00
無休 500円
名鉄犬山線「犬山遊園駅」徒歩15分

2

どんでん館

4

国指定重要無形文化財の犬
山祭で、車山が城下町の門で
豪壮に方向転換する様があり、
「どんでん」
と呼んでいたことから
名づけられた。犬山祭で曳かれ
る愛知県有形民俗文化財の車
山13両のうち、4両を展示。

5

博物館 明治村

国宝犬山城を中心に江戸時代から城下町として栄え

犬山市大字犬山字北古券8
0568-62-4802 9:00〜17:00
無休 100円（別館見学可）
名鉄犬山線「犬山駅」
「犬山遊園駅」
徒歩15分

名鉄犬山ホテル内にある閑静な
名園。
苑内の茶室や広芝生は茶
の湯の席に利用可能。織田有
楽斎（織田信長の実弟）
によっ
て建てられた国宝茶室如庵は、
毎月２日間、
日時を定めて公開。

てきた犬山︒明治・大正期をテーマにした産業博物館

3

有楽苑

や昔ながらの街並み︑木曽川うかいなど︑古き良き時代

の面影を残す景色を観賞しながらゆったり街歩きを︒

犬山市文化史料館

犬山城ゆかりの宝物や犬山祭
で使用する車山が展示され、音
と映像で迫力ある祭りが体感で
きる。別館「からくり展示館」
で
は、車山のからくり人形や祭りに
関する資料も展示。

国宝犬山城

織田信長の叔父・信康が築城
し、現存する城では日本最古の
天守を持つ。平成16年まで日
本で唯一、個人所有の城だった
ことでも知られる。背景には木
曽川が流れ、天守閣からの眺
望も素晴らしい。

2

3

江戸と明治の産業テーマパーク

1

犬山︑城下町めぐり︒

1

犬山市御門先1 0568-61-4608
9:00〜17:00（7/15〜8/31は18:00まで、
12〜2月は16:00まで） 無休
1000円（犬山城とのセット券1200円）
名鉄犬山線「犬山遊園駅」徒歩7分

4

犬山市大字犬山字東古券62
0568-65-1728 9:00〜17:00
無休 200円
名鉄犬山線「犬山駅」徒歩10分

5

国の重要文化財を含む貴重な
建造物を移築・復原した屋外展
示型の博物館。広い敷地内に
は、多くの歴史的建造物が点
在。明治・大正当時のレトロな
建築様式を存分に鑑賞できる。

木曽川

犬山遊園駅

0568-67-0314（明治村）
11:00〜15:30
（3〜10月）
、
11:00〜14:30
（11〜2月）

3 犬山市文化史料館

7 犬山城下町

4 どんでん館

成田山大聖寺

犬山駅

線

見

広

鉄
名

41

羽黒駅
犬山駅

犬山市役所

国宝犬山城

線
小牧
名鉄

13

明 治 村 内 にある
牛鍋（すき焼き）
の
店。最高級の松阪
牛を鉄鍋で煮る牛
鍋が人気。

お食事ならココ！

0568-61-6000（犬山観光案内所／犬山駅内）
名鉄犬山線「犬山駅」徒歩10分

お立ち寄りスポット

犬 山 城 下に広が
る風情たっぷりの
散策路。古い町家
を利用した飲食店
や雑貨店めぐりも
愉しみ。

6 大井牛肉店

木曽川うかい
0568-61-0057（木曽川観光株式会社）

名鉄犬山線

2 有楽苑

1
国宝犬山城

7 犬山城下町

犬山市内山1 0568-67-0314
9:30〜17:00（11〜2月は16:00まで）
12〜2月の月曜（祝日の場合は開村）
1600円
名鉄犬山線「犬山駅」からバスで20分

入鹿池

5 6
博物館 明治村

最新技術のヒミツをさぐる
2 トヨタ会館

工業・先端技術
1 Linimo
（リニモ）

（ガイドは、
貸切のみ）

最新のトヨタのものづくりを紹介

宙に浮いて走る21世紀の乗り物

ハイブリットカーなど最新の技術展示や
ロボットの楽器演奏、未来のモビリティの
ショーが見学できる。事前予約で溶接・
組立の生産ラインも間近で見学が可能。

日本唯一の
「磁気浮上式リニアモーター
カー」
に乗って、
スピードや急カーブ、静か
さ、快適さを体験。着地・浮上のデモンス
トレーション付き特別貸切列車もある。

豊田市トヨタ町1
0565-29-3345 9:30〜17:00
日曜 無料
愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩25分

名古屋市名東区藤が丘〜豊田市八草町間を走行
0561-61-4781（愛知高速交通／貸切は要予約）
始発〜最終まで 無休
1区間160円（貸切は別途）

遊 べ る × 学 べ る

産業観光スポット&
体験ツアー in あいち
県内にある数多くの産業観光スポットを、
ジャンル・目的別にご紹介。
子どもから大人まで愉しめる体験プログラムが多彩に揃っています。
ボランティアガイドや説明スタッフあり
（曜日・時間・予約については要確認）
※その他のアイコン説明、
ご利用にあたっての注意事項については、裏表紙をご参照ください
※本ページ掲載以外にも、多くの産業観光スポットが点在しています

4 本多電子 超音波科学館

音の持つ“不思議”を体感

人間の耳では聞こえない、
高い振動数を持
つのが超音波。
その基本的な技術と応用
製品の紹介、
可能性を探ることができる。
豊橋市大岩町小山塚20
0532-41-2511
（総務財務部／要予約）
10:00〜16:00 土・日曜、祝日
無料
JR東海道本線「二川駅」徒歩15分

5 カゴメ記念館
多方面からトマトの魅力を発見

トマト加工技術の発展過程や、
トマト栽培技
術の変遷などを展示。創業者・蟹江一太郎
とカゴメの歴史、上野工場をビデオで紹介。

3 新日本製鐵名古屋製鉄所

迫力満点！鉄の総合基地

中部地域唯一の鉄の総合基地。普段見
ることのできない高炉内部や鉄鋼製品を
出荷する岸壁、真っ赤な鉄の塊が薄く伸
ばされていく様子を間近で見学。
東海市東海町5-3
052-603-7047
（名古屋製鉄所広報センター／
要予約・小学校3年生以上で10名以上・小学生は
引率が必要・見学用バスを手配できること）
土・日曜、
祝日 無料
名鉄常滑線
「太田川駅」
から車で5分

生活・産業を支えるネットワーク
2 ネックス・プラザ

交通・インフラ
1 レトロでんしゃ館

名古屋高速を運転してみよう

市電や地下鉄の博士になる！

名古屋高速道路に関する展示のほか、
ドライビングシミュレーターを使ったゲーム
やクイズで楽しく遊べる。

かつて活躍した市電や地下鉄車両を展
示。
プレイコーナーの地下鉄運転ゲーム
では、地下鉄路線の運転が楽しめる。地
下鉄工場の見学も可能。

名古屋市北区清水4-17-30
052-919-3241（見学は要予約）
10:00〜17:00
月曜
（祝日の場合は翌日）
無料 地下鉄名城線「黒川駅」徒歩5分

東海市荒尾町東屋敷108
052-603-1161（1週間前までに要予約／25名まで）
9:00〜11:00、13:00〜15:00 土・日曜、祝日、工場休業日
無料 名鉄常滑線「聚楽園駅」から車で5分

日進市浅田町笹原30
052-807-7587（工場見学は要予約）
10:00〜16:00 水曜（祝日の場合は翌平日）
無料 地下鉄鶴舞線「赤池駅」徒歩7分

みんなで考える次世代のエコロジー環境エネルギー
2 ガスエネルギー館

地球温暖化について考えてみよう
「地球温暖化とエネルギー」
をテーマに、
映画や実験、
クイズなどを通して環境問
題について考える、体験・参加型の施
設。年5回特別イベントも開催。
東海市新宝町507-2
052-603-2527
（要予約） 10:00〜17:00
土曜、祝日
（日曜の場合は翌日） 無料
名鉄常滑線「柴田駅」から送迎バスで10分(要予約)

4 へきなんたんトピア電力館
電気づくりの秘密を解き明かす

発電所の仕組みを体験しながら、環境を守
る自然エネルギーや新エネルギーも紹介。
エコパークやヒーリングガーデンも併設。
碧南市港南町2-8-2
0566-41-8500（要予約） 9:30〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日） 無料
名鉄三河線「碧南駅」から車で10分

5 あいち臨空新エネルギー実証研究エリア

注目の「新エネルギー」
を体験

太陽光発電や風力発電、燃料電池、バイオマス発電な
どの新エネルギーについて、主に企業が取り組む「実証
研究施設」と展示や新エネルギーの原理を体感できる
設備のある「新エネ体験館」で構成され、見学が可能。
常滑市りんくう町3-6-3
0569-38-1013（要予約）
10:00〜17:00（見学①10:00〜11:30、②14:00〜15:30）
日・月曜、祝日
無料
名鉄空港線「りんくう常滑駅」徒歩10分

1 でんきの科学館

科学と楽しくふれあえる広場
テーマ別の6つの展示室で電気や環境
エネルギーについて学ぶことができる。
350インチの大画面でクイズやゲームに
挑戦するオームシアターも人気。
名古屋市中区栄2-2-5 電気文化会館1〜4階
052-201-1026
9:30〜17:30
月曜、
第3金曜
（祝日の場合は翌日）
、
夏・春
休みは無休
無料
地下鉄東山線・鶴舞線
「伏見駅」
すぐ

3 新舞子マリンパーク風力発電所

風力発電の働きを知ろう

マリンパーク内には大きな風車2基がそ
びえ、
自然エネルギーを利用して温室効
果ガス
（CO2）
の削減を図る。風力発電
の状況がわかる案内板も設置。
知多市緑浜町2
052-654-7844（名古屋港管理組合）
名鉄常滑線「新舞子駅」徒歩10分

4 名古屋港・南極観測船ふじ

3 航空館boon

南極観測船をまるごと展示

航空博物館でパイロット気分

昭和40（1965）年から18年間、南極観
測に貢献した
「南極観測船ふじ」
を博物
館として公開。船内は当時のまま再現さ
れ、南極の自然や観測の様子を紹介。

名古屋空港航空宇宙館から移設した航
空機やヘリコプターを展示。間近で見る
航空機は迫力満点。体験学習コーナー
や、見晴らしの良い展望デッキもある。

名古屋市港区港町1-9
052-652-1111（ガイド要予約） 9:30〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日）、7〜9月は無休
300円 地下鉄名港線「名古屋港駅」徒歩3分

6 愛知県下水道科学館
下水の仕組みをわかりやすく紹介

下水道の役割や仕組みについて、バー
チャル体験や3Ｄシアターでわかりやすく
紹介。屋外にはビオトープも整備。
稲沢市平和町須ヶ谷長田295-3
0567-47-1551 9:30〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日） 無料
名鉄尾西線「上丸渕駅」徒歩40分

7 豊橋市水の展示館

身近な水の大切さを再発見

西春日井郡豊山町大字青山字神明120-1
0568-29-0036 9:00〜16:00
月曜（祝日の場合は翌日） 無料
とよやまタウンバス南ルート
「名古屋栄」
から
「航空館boon」行き終点下車すぐ

5 豊橋市地下資源館

地下資源の探検に出かけよう
世界の鉱物や鉱石、金属材料、地下資
源、海洋開発、
エネルギーに関する博物
館。建物は石油タンクをイメージ。
プラネ
タリウムも併設する。
豊橋市大岩町字火打坂19-16
0532-41-2833 9:00〜16:30
月曜（祝日の場合は翌日）
無料（プラネタリウム150円）
JR東海道本線「二川駅」徒歩12分

愛知県東部を流れる豊川や豊川用水につ
いて、巨大模型やアクアシアターで紹介。
生活に欠かせない水の存在を再認識する。
豊橋市西赤沢町字大坂993
0532-23-2861 9:00〜16:30
月曜（祝日の場合は翌日） 無料
豊鉄渥美線「大清水駅」から豊鉄バス
「レイクヒルズ入口」下車、徒歩20分

14

4 手織りの里 木綿蔵ちた

昔ながらの手織りに挑戦

江戸時代〜昭和初期まで生産が盛んだった
知多木綿を保存・伝承する施設。機織見学
や手織り体験もでき、手織りグッズも販売。
知多市岡田字中谷9 0562-56-4722
（体験要予約／小学生以下の体験は要相談）
10:00〜16:00 水・木曜、最終月曜
無料 名鉄常滑線「朝倉駅」から知多バス
東岡田行き「岡田」下車すぐ

5 豊田市近代の産業とくらし発見館

懐かしい遊びでタイムスリップ

自分だけの作品づくりにチャレンジ！も の づ くり体 験
3 お菓子の城

甘〜いお菓子のパラダイス
世界のお菓子をテーマにした施設。
クッ
キーやビスケットづくり、
お菓子バイキン
グ
（オリジナルパフェづくり付）、
ランチバ
イキング
（デザート付）
などが人気。
犬山市新川1-11 0568-67-8181
9:30〜17:00（土・日曜、祝日は9:00〜18:00）
水・木曜 1200円
名鉄小牧線「楽田駅」徒歩20分

豊田市域の近代産業や市街地の移り変わ
りをテーマにした展示・体験施設。綿操りや
手回しガラ紡機での糸操り体験ができる。

2 つくで手作り村

手づくりの面白さはやめられない！
農業体験（稲作・豆・味噌）、料理体験
（こんにゃく・寄せ豆腐・そば打ち）、木工
体験、機織り、藍染め、
サンドブラストなど
ができ、直売所や食事処も併設。
新城市作手清岳字ナガラミ10-2
0536-37-2772（体験要予約）
10:00〜18:00（10〜3月は〜17:00）
木曜（祝日の場合は翌日） 無料
JR飯田線「新城駅」から車で30分

1 愛知県陶磁資料館

世界にひとつの「せともの」
づくり
世界に誇る陶磁器文化を伝える施設。
自由に楽しみながら作陶や絵付け体験
ができる。瀬戸や常滑、美濃などの陶芸
作家の茶碗を使った茶室も完備。
瀬戸市南山口町234
0561-84-7474（10人以上の体験は要予約）
9:30〜16:30（7〜9月は〜17:00） 月曜（休日の
場合は翌平日） 1080円〜（作陶）、620円〜（絵付）、
400円（常設展）、500円〜（企画展）
東部丘陵線（リニモ）
「陶磁資料館南駅」徒歩10分

豊田市喜多町4-45
0565-33-0301 9:00〜17:00
月曜（祝日の場合は開館） 無料
名鉄三河線「豊田市駅」徒歩5分

食・農業

産業観光をおいしく食す
4 名古屋市東谷山フルーツパーク

一日たっぷりフルーツづくし

3 手づくり工房 山遊里

自分でつくるウインナーは格別の味

多彩な果物の栽培をする
「果樹園」
「世
界の熱帯果樹温室」、果物展示・販売
の
「くだもの館」、
トロピカルフルーツが味
わえる
「レストハウス」
では食事も可能。

「香恋の里」内にある施設。三河豚を使
用するハムやソーセージづくりが人気。
地
元農家の直売コーナーでは、採れたての
新鮮野菜や地元米
「ミネアサヒ」
も販売。

名古屋市守山区大字上志段味字東谷2110
052-736-3344
9:00〜16:30
月曜（祝日の場合は翌平日）
無料（世界の熱帯果樹温室300円）
JR中央本線・愛知環状鉄道「高蔵寺駅」徒歩25分

豊田市羽布町柿田15-1 0565-91-1186
10:00〜17:00 水曜
無料（体験は別途）
東海環状自動車道「豊田松平IC」から車で30分

9 國盛 酒の文化館

酒蔵見学＆利き酒も楽しみ

古い酒蔵を改装した館内では昔の醸造
道具を展示。30分ごとに無料ガイドツア
ーもあり、
利き酒も楽しめる。
半田市東本町2-24 0569-23-1499（要予約）
10:00〜16:00 第3木曜（祝日の場合は翌日）
無料 JR武豊線「半田駅」徒歩7分

10 食と健康の館

海の恵み、天然塩をつくってみよう
製塩施設の見学や塩づくり体験ができ、
地元特産物や
「美浜の塩」
も販売。総合
観光案内所、
レストランなども併設。

知多郡美浜町大字小野浦字西川1
0569-83-3600（体験要予約） 9:00〜17:00
火曜（祝日の場合は翌日） 無料（体験は別途）
名鉄知多新線「野間駅」から車で5分

7 アサヒビール名古屋工場
できたてビールのうまさを実感

ビールの原料から製造工程までを案内係が紹
介。名古屋工場での環境への取り組みも学
べ、見学後はビールやソフトドリンクの試飲も。
名古屋市守山区西川原町318
052-792-8966（要予約） 9:30〜15:00
指定休日 無料
JR中央本線「新守山駅」徒歩15分

8 キリンビアパーク名古屋
ビール試飲付きのブルワリーツアー

2 サンテパルクたはら

アイス・パン・お菓子づくりに挑戦
地元産の新鮮な農畜産物のマーケット
やバイキングレストラン、
ウインナーやアイ
スクリームづくりの体験工房のほか、野
菜の遊園地や小動物園などもある。
田原市野田町芦ヶ池8 0531-25-1234
9:30〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日）
無料（体験は別途）
豊鉄渥美線「三河田原駅」からぐるりんバス
「サンテパルクたはら」行き終点下車すぐ

6 えびせんべいの里 美浜本店

名産のえびせんべいを食べ比べ

たっぷりのエビを使って焼きあげた、
えびせんべい
の製造直売センター。作業工程の見学や自分で
焼く体験コーナー、試食付きの販売コーナーも。
知多郡美浜町大字北方字吉田流52-1
0569-82-0248（平日は2週間前までに要予約）
8:00〜17:00 無休 無料
（体験は別途）
名鉄河和線
「河和駅」
から車で5分

1 安城産業文化公園デンパーク

地ビールと地元食材を堪能しよう

季節の花が咲き、
美しいガーデンデザイン
が楽しめる公園。安城和牛や三河ポー
ク、郷土料理のレストラン、手づくりソー
セージ体験など、
一日ゆったり過ごせる。

安城市赤松町梶1
0566-92-7111
9:30〜17:00
火曜
（祝日の場合は翌日）
600円 JR東海道本線「安城駅」から市内循環
バス南部線・桜井西線「デンパーク」下車すぐ

5 盛田 味の館

味噌・醤油・酒…醸造文化を知ろう

味噌や醤油、酒づくりなど、知多地方で
盛んな醸造業の製造工程が醸造蔵内
で見学できる。利き酒コーナーや物販コ
ーナー、食事処も併設。
常滑市小鈴谷字脇浜10
0569-37-0733（要予約）
10:00〜16:00 水曜
無料
名鉄常滑線「常滑駅」から知多バス河和行き
「盛田味の館口」下車、徒歩7分

工場創業当時の醸造工場を見学施設にリ
ニューアル。
ビールの製造工程の見学、試飲
や映像コーナー、
ビアレストランなども併設。

清須市寺野花笠100 052-408-2000（要予約）
10:00〜16:00 月曜（祝日の場合は翌平日）、
施設点検日 無料
東海交通事業城北線「尾張星の宮駅」徒歩5分

何でもわかる！個性豊かな博物館
4 三菱東京UFJ銀行 貨幣資料館
一億円の札束を持ち上げてみよう

約1万点の貨幣を展示する日本有数のコレ
クション。貨幣の起源や歴史、種類の紹介
や、歌川広重の浮世絵版画も所蔵・展示。
名古屋市東区赤塚町25
052-933-5151（団体要予約） 9:00〜16:00
土・日曜、祝日（銀行窓口休業日） 無料
「名古屋駅」
「栄駅」から市バス「赤塚白壁」
「赤塚」下車すぐ

5 高浜市やきものの里かわら美術館
瓦をテーマにした珍しい美術館

特産品の瓦や国内外の芸術的な瓦を収
集。
陶芸創作室やレストランも併設、
周囲
には瓦の散策コース
（鬼みち）
も設置。

15

高浜市青木町9-6-18 0566-52-3366
9:00〜17:00 月曜（祝日の場合は翌平日）
常設展200円（特別展は都度異なる）
名鉄三河線「高浜港駅」徒歩10分

3 あま市七宝焼アートヴィレッジ

2 豊橋市二川宿本陣資料館

ミュージアム

1 INAXライブミュージアム

七宝町の伝統工芸にトライ

宿場町で江戸の旅人気分

童心にかえって土いじりを楽しもう

伝統工芸のひとつで、美しい彩色が特
徴の七宝焼。
その歴史や技法の紹介、
製作工程の見学、
やきもの体験などもで
きる。
アクセサリー販売やカフェも併設。

東海道五十三次の33番目の宿場町とし
て栄えた二川宿にある資料館。
江戸時代
の旅や交通、二川宿の様子などを紹介。
現存する本陣と旅籠屋も見学できる。

5つの発見館から構成され、ユニークな
コレクションの展示も。
タイル絵付け、
モ
ザイクアート、やきもの体験、光るどろだ
んごづくりなど、体験メニューも多彩。

あま市七宝町遠島十三割2000
052-443-7588 9:00〜17:00
月曜（祝日の場合は翌日）
無料（作品展示ゾーンは310円）
名鉄津島線「木田駅」から車で5分

豊橋市二川町字中町65 0532-41-8580
9:30〜17:00 月曜
（祝日の場合は翌日）
400円
JR東海道本線「二川駅」徒歩15分

常滑市奥栄町1-130
0569-34-8282
10:00〜17:00
第3水曜（祝日の場合は翌日）
600円
（ライブミュージアム内共通）
名鉄常滑線「常滑駅」から知多バス「知多半田」駅
行き「INAXライブミュージアム前」下車、徒歩2分

あま市

みよし市

有

料

道

路

そ の 他 の 私 鉄
※主要駅・主要ICのみの表記としております。

●凡例
P2〜P5
「ものづくりの真髄に出合う 4つの物語」

P14・P15
「産業観光スポット＆体験ツアーinあいち」
ものづくり体験

P6・P7
「風土と味を愉しむ産業観光

海」

工業・先端技術

P8・P9
「風土と味を愉しむ産業観光

山」

交通・インフラ

食・農業

環境エネルギー

ミュージアム

P10〜P13
「ぶらり街歩き」
は各ページのMAPを参照ください

●アイコン説明
ボランティアガイドや説明スタッフあり
（曜日・時間・予約については要確認）

＜ご利用にあたって＞

住所・所在地

休館・休店日

電話番号

入館・入場料

開館・営業時間

交通アクセス

●開館・営業時間のみを記載しています（入館時間・オーダーストップなどは省略）
●定休日のみを記載しています（年末年始・お盆・GWなどの時期は省略）
●各種料金は大人ひとり分の料金を記載しています
●公共交通機関を優先したアクセスを記載しています（大人徒歩）
●記載情報は2010年3月現在のものです。詳細については各施設へお問い合わせください

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター1階
TEL／052-581-5788

