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あいち リズム ～私のダイスキを訪ねる旅～｢ツウ｣
旅行会社向け素材集

2020年10月～2021年3月
【第８版】

ツウに響く全27テーマの注目企画・スポット 一挙掲載ツウに響く全20テーマ一挙掲載

団体食事スポットも盛り沢山

そのまま組み込めるカセットプラン

特集:｢大河ドラマ館｣とあわせて訪れたい
武将関連スポット
信⾧公の遺品：本能寺の「焼け兜」

（清須市／興聖山 總見院）

新型コロナウイルスの影響により、各素材において、休業・縮小・延期等の変更が発生して
いる場合があります。企画前に、必ず現地にお問い合わせください。

この素材集は、旅行会社向けサイト「Aichi Now PRO」からダウンロードしていただけます。
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【第7版】2020.7.17
B-11、C-11～12、E-04、F-12、J-07、P-18、S-04、T-16～24、
U-07、W-06～07、X-07～08、Y-51～55 すべて新規追加

【第6版】2020.7.6
A-01 事務局電話番号を変更
G-04 写真を変更

【第5版】2020.7.3
A-01 ｢一般団体助成｣｢個別エクスカーション｣の

助成要件を修正

【第4版】2020.6.24
J-06 新規追加

【第3版】2020.6.1
F-11 所要時間、開催日時、価格等を変更
U-03 削除

【第2版】2020.5.29
A-01 ｢募集団体助成｣の助成要件を修正

変更前）
愛知県内に１泊以上すること

変更後）
宿泊商品の場合は、愛知県内に１泊以上すること

【第1版】2020.5.21
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発 行：愛知・名古屋観光誘客協議会
問い合わせ：愛知・名古屋観光誘客協議会事務局

（愛知県観光コンベンション局観光振興課内）
電話 ０５２−９５４−６８５４

感染症拡大防止にご協力願います。

【旅行業務取扱い上の対策】
日本旅行業協会・全国旅行業協会が定めるガイドラインに沿った対
応を徹底し、感染症拡大防止に向けた取組みを行ってください。

【立ち寄り先に対して】
日本旅行業協会・全国旅行業協会が定めるガイドラインに沿った対
応を呼びかけるほか、該当する業界団体のガイドラインに沿った運
営が行われているか確認した上で、ツアーに組み込むなど、感染症
拡大防止に向けた取組みを行ってください。

【お客さまに対して】
旅行連絡会が策定した「新しい旅のエチケット」に沿った旅行を呼
びかけるほか、募集広告や出発案内、添乗中の案内などで、お客さ
まに「３つの密」を避ける行動を呼びかけるなど、感染症拡大防止
に向けた働きかけを行ってください。
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あいちの旅は、
｢ツウ｣で斬る!
誰もが一目でデスティネーションを認識できる
アイコン的スポットはありませんが
その道の「ツウ」を唸らせるスポットが多いのが「あいち」。
テーマ性の高いツアーで、お客さま満足の向上を図れます。

お客さまそれぞれの
ダイスキなテーマに沿った旅を、ぜひご造成ください。

［あいちの旅のつくりかた①］

「ツウ」
に響く

スポット
①

・・・
「ツウ」
に響く

スポット
②

「ツウ」
に響く

スポット
③

宿 泊
♨

🏢
テーマ性の高いツアー

お客さま満足⤴



［あいちの旅のつくりかた②］

お泊まりは、
地元グルメとともに

■愛知県内の主な宿泊集積地

蒲郡市温泉郷

吉良温泉

●
●

湯谷温泉●

南知多温泉郷
篠島・日間賀島

●

名古屋●
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渥美半島・伊良湖●

名古屋市内
南知多温泉郷

篠島・日間賀島

吉良・幡豆

なごやめし ふぐ料理

抹茶なべ

蒲郡市温泉郷

べっぴん深海魚

渥美半島・伊良湖

貝づくし

湯谷温泉

しし鍋
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［特集］

｢大河ドラマ館｣とあわせて訪れたい
武将関連スポット

滋賀県

愛知県
名古屋駅

岐阜羽島駅

★

岐阜城
麒麟がくる 岐阜 大河ドラマ館

★

麒麟がくる
ぎふ可児 大河ドラマ館

★

麒麟がくる
ぎふ恵那 大河ドラマ館

名古屋高速小牧線・国道41号

名古屋高速一宮線
国道22号

清洲城・

・桶狭間古戦場

設楽原古戦場・

・⾧久手古戦場公園

三河安城駅

豊橋駅

岐阜県

蒲郡市温泉郷♨
♨
吉良温泉

♨
南知多温泉郷

篠島・日間賀島

湯谷温泉♨

・史跡小牧山

国宝犬山城・

・
名古屋城

・岡崎城

ツインアーチ138・

勝幡城跡・

・熱田神宮

⾧光寺
・總見院

・
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Contents

詳しくは、各企画の個別カードをご参照ください。

D-01 【ツインアーチ138 】

地上100mから
信⾧公の尾張制覇と
岐阜進出の舞台を解説

D-03 【勝幡城跡】

現地ガイドと巡る
信⾧公生誕の地

D-05 【清洲城】

天下布武の出発点
信⾧公の面影を辿る
ガイドボランティア

D-02 【史跡小牧山 】

織田信⾧ゆかりの
小牧山城をガイド

D-04 【興化山 ⾧光寺】

信⾧公愛飲
｢臥松水｣井戸と
｢汗かき地蔵｣特別拝観

D-06 【興聖山 總見院】

信⾧公の遺品
本能寺の ｢焼け兜｣拝観
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ツウに響く全20テーマ一挙掲載 素材集

新型コロナウイルスの影響により、各素材において、休業・縮小・延期等の変更が発生している場合があります。企画前に、必ず現地にお問い合わせください。

［PICK UP］2020年10月～2021年3月の注目素材

B-03
B-09
C-02

C-03

C-04

E-02

F-05

F-06

F-11
G-02
G-10

H-01

【西尾市観光協会】ガイドと巡る「抹茶街道」
【設楽ダム】まちのお食事とダム工事現場見学！
【愛岐トンネル群】“国・登録有形文化財“赤レンガ
トンネルと廃線路の紅葉
【そぶえイチョウ黄葉まつり】黄金色に染まるイ
チョウの町散策ツアー（お土産付き）
【佐布里緑と花のふれあい公園】愛知県内一‼佐布
里池梅まつり特別ガイドツアー
【岡田の古い街並み】知多木綿のふるさと街並みガ
イド&綿繰りからの特別機織り体験ツアー
【松平郷（松平東照宮＆高月院 ）】松平東照宮正
式参拝と天井画拝観＆高月院「花月一窓」特別公開
【豊川稲荷】日本三大稲荷豊川稲荷で体験！ご祈祷
と精進料理・座禅・写経体験
【鳳来寺山】鳳来寺山特別拝観ツアー
【一里塚本業窯】特別ガイドツアー
【INAXライブミュージアム】モザイクタイルで気
軽に体験教室
【和紙のふるさと】美術工芸 小原和紙で作る！世
界に一つだけの御朱印帳づくり

K-01

L-01

L-05

R-01

T-01
T-05
T-07
T-09

U-04
V-01
X-03

【一宮モーニング協議会主催】テイクアウトモーニ
ンググランプリ
【半田市観光協会＆MIZKAN MUSEUM】（平日の
み）MIZKAN MUSEUM館内90分ガイドツアーと
写真映えスポットたくさんの半田運河自由散策
【九重味淋】日本最古のみりん蔵見学＆併設カフェ
レストラン
【愛知豊明花き地方卸売市場】世界有数の花き専門
市場見学
【徳川美術館】特別公開 国宝 紫式部日記絵巻
【博物館 明治村】明治偉人隊貸切公演プラン
【マスプロ美術館】開化絵で明治時代の東京を観光
【重要文化財 旧中埜家住宅】ふだんは非公開！特
別見学（解説付き）
【阿寺の七滝】ゆる森林浴
【西尾市観光協会】佐久島クルーズ＆クイズラリー
【博物館 明治村】～明治村開村５５周年記念プラ
ン～ 明治建築を照らすイルミネーション
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Ａ．ツアー助成・エクスカーション
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

A-01 愛知・名古屋観光誘客協議会 旅行商品造成支援助成事業 全域

A-02 株式会社田原観光情報サービスセンター 団体向け日帰りモニターツアー 東三河（田原市）

A-03 株式会社田原観光情報サービスセンター 宿泊モニターツアー 東三河（田原市）

Ｂ．カセットプラン
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

B-01 岡崎市 岡崎ぐるり満喫！竹千代パック（団体ツアー組込専用） 西三河（岡崎市）

B-02 豊田市稲武地区 地元ガイドと行く！おもてなしまち歩きツアー 西三河（豊田市）

B-03 西尾市観光協会 ガイドと巡る「抹茶街道」 西三河（西尾市）

B-04 西尾市観光協会 抹茶の街西尾で「一番茶茶摘み体験」と「味噌蔵見学」 西三河（西尾市）

B-05 西尾市観光協会 「抹茶工場見学・抹茶点て体験」と「味噌蔵見学」 西三河（西尾市）

B-06 西尾市観光協会 ガイドと巡る一色食べ歩きと「えびせんべい」手焼き体験 西三河（西尾市）

B-07 知立市観光ガイドボランティアの会 ～知立の歴史をめぐる旅～ 西三河（知立市）

B-08 豊川市観光協会 観光協会スタッフがご提案 豊川満喫ツアー 東三河（豊川市）

B-09 設楽ダム まちのお食事とダム工事現場見学！ 東三河（設楽町）

B-10 設楽町田峯地区 歴史と自然を満喫「だみね散歩」 東三河（設楽町）

B-11 豊橋観光コンベンション協会 ボランティアガイドと歩く豊橋散策ツアー 東三河（豊橋市）

Ｃ．季節の彩
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

C-01 定光寺 定光寺の紅葉 尾張（瀬戸市）

C-02 愛岐トンネル群 “国・登録有形文化財“赤レンガトンネルと廃線路の紅葉 尾張（春日井市）

C-03 そぶえイチョウ黄葉まつり 黄金色に染まるイチョウの町散策ツアー（お土産付き） 尾張（稲沢市）

C-04 佐布里緑と花のふれあい公園 愛知県内一‼佐布里池梅まつり特別ガイドツアー 知多（知多市）

C-05 みんなの菊花展 2,000鉢の菊が訪れる人を魅了します 知多（阿久比町）

C-06 明石公園桜まつり 明石公園×桜 西三河（碧南市）

C-07 デンパーク 秋穫祭（しゅうかくさい） 西三河（安城市）

C-08 丈山苑 せせらぎと草木のそよぎに耳を澄ます。丈山苑で一服。 西三河（安城市）

C-09 西尾市憩の農園 秋のバラと鉢花観賞・お買い物 西三河（西尾市）

C-10 巨木の大いちょう ポストカードプレゼント企画 東三河（豊川市）

C-11 （削除）

C-12 徳川園 錦を纏う 徳川園紅葉祭 名古屋

Ｄ．武将・城郭
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

D-01 ツインアーチ138 地上100mから信長公の尾張制覇と岐阜進出の舞台を解説 尾張（一宮市）

D-02 史跡小牧山 織田信長ゆかりの小牧山城をガイド 尾張（小牧市）

D-03 勝幡城跡 現地ガイドと巡る信長公生誕の地 尾張（稲沢市）

D-04 興化山 長光寺 信長公愛飲「臥松水」井戸と「汗かき地蔵」特別拝観 尾張（稲沢市）

D-05 清洲城 天下布武の出発点 信長公の面影を辿るガイドボランティア 尾張（清須市）

D-06 興聖山 總見院 信長公の遺品 本能寺の「焼け兜」拝観 尾張（清須市）

D-07 安城ふるさとガイドの会 安城史跡ツアー 西三河（安城市）
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企画番号 施設・会社名 企画名 地域

D-08 安祥文化のさと 安城市歴史博物館と安城松平をめぐるガイドウォーク 西三河（安城市）

D-09 豊川市内 観光ボランティアガイドと戦国武将を辿る 東三河（豊川市）

Ｅ．旧街道・古いまちなみ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

E-01 美濃路×木曽川ミュージアム 一宮市尾西歴史民俗資料館 秋冬の展覧会・催事 尾張（一宮市）

E-02 岡田の古い街並み 知多木綿のふるさと街並みガイド&綿繰りからの特別機織り体験ツアー 知多（知多市）

E-03 東海道御油宿・赤坂宿 ボランティアガイドとまち歩き 東三河（豊川市）

E-04 二川宿 二川宿本陣資料館と商家「駒屋」見学 東三河（豊橋市）

Ｆ．神社・仏閣
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

F-01 善光寺東海別院 団体ツアー限定！法話と戒壇巡り 尾張（稲沢市）

F-02 津島神社 織田・豊臣・徳川の崇敬を受けた津島神社と信長も見た天王祭の解説 海部（津島市）

F-03 野間大坊 大坊の楽市（2月節分祭、3月涅槃会同時開催） 知多（美浜町）

F-04 大浜てらまち 大浜てらまち案内人によるガイドツアー 西三河（碧南市）

F-05 松平郷（松平東照宮＆高月院 ） 松平東照宮正式参拝と天井画拝観＆高月院「花月一窓」特別公開 西三河（豊田市）

F-06 豊川稲荷 日本三大稲荷豊川稲荷で体験！ご祈祷と精進料理・座禅・写経体験 東三河（豊川市）

F-07 豊川稲荷 願いが叶う！豊川稲荷奥の院までご案内 東三河（豊川市）

F-08 豊川稲荷門前まち 豊川いなり寿司と豊川銘菓食べ歩き 東三河（豊川市）

F-09 三河國一之宮砥鹿神社 心願成就！正式参拝 東三河（豊川市）

F-10 三河國一宮砥鹿神社 三河國一之宮砥鹿神社をボランティアガイドと巡る 東三河（豊川市）

F-11 鳳来寺山 鳳来寺山特別拝観ツアー 東三河（新城市）

F-12 普門寺 豊橋のもみじ寺・文化財特別拝観 東三河（豊橋市）

Ｇ．やきもの
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

G-01 瀬戸蔵ミュージアム 60分じっくりガイドツアー 尾張（瀬戸市）

G-02 一里塚本業窯 特別ガイドツアー 尾張（瀬戸市）

G-03 招き猫ミュージアム 入館＋招き猫染付体験 尾張（瀬戸市）

G-04 瀬戸蔵セラミックプラザ “瀬戸焼の豆知識”講座 尾張（瀬戸市）

G-05 日本遺産のまち・瀬戸 とっておきの話が聞ける！ボランティアガイドツアー 尾張（瀬戸市）

G-06 日本遺産のまち・瀬戸 日本最大級の陶器市！第89回せともの祭 尾張（瀬戸市）

G-07 日本遺産のまち・瀬戸 街中が招き猫でいっぱい！第25回来る福招き猫まつりin瀬戸 尾張（瀬戸市）

G-08 瀬戸蔵 団体様限定特別プレゼント！ 尾張（瀬戸市）

G-09 犬山焼窯元 後藤陶逸陶苑 陶芸体験 尾張（犬山市）

G-10 INAXライブミュージアム モザイクタイルで気軽に体験教室 知多（常滑市）

G-11 TOKONAME STORE 常滑焼陶芸体験（タタラ成法） 知多（常滑市）

G-12 常滑焼ヤマタネ 招き猫絵付け体験 知多（常滑市）

G-13 栄四郎瓦 地域ブランド三州瓦の工場見学 西三河（碧南市）
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企画番号 施設・会社名 企画名 地域

G-14 高浜市やきものの里かわら美術館 知らなかった瓦の魅力をご案内 西三河（高浜市）

G-15 高浜市やきものの里かわら美術館 自分だけの作品づくり！陶芸体験 西三河（高浜市）

Ｈ．伝統文化
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

H-01 和紙のふるさと 美術工芸 小原和紙で作る！世界に一つだけの御朱印帳づくり 西三河（豊田市）

H-02 道の駅田原めっくんはうす 渥美半島伝統の田原凧作り体験 東三河（田原市）

H-03 道の駅豊根グリーンポート宮嶋 ふるさとの餅つき 東三河（豊根村）

Ｊ．のりもの
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

J-01 株式会社東海交通事業（城北線） 貸切列車 尾張（複数市）

J-02 トヨタ博物館 学芸スタッフと巡るクルマ館ガイドツアー！！ 尾張（長久手市）

J-03 あいち航空ミュージアム ボランティアガイドツアー 尾張（豊山町）

J-04 トヨタ創業期試作工場 クルマづくりの出発地をご案内 西三河（刈谷市）

J-05 豊田市・とよたエコフルタウン 豊田市の『ミライのフツー』が体験できるガイドツアー 西三河（豊田市）

J-06 クルーズ名古屋 名古屋の街中や名古屋港を巡るクルーズ観光 名古屋

J-07 リニア・鉄道館 第９回企画展 東海道新幹線 技術の進化 名古屋

Ｋ．グルメ（体験・見学・お買い物）
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

K-01 一宮モーニング協議会主催 テイクアウトモーニンググランプリ 尾張（一宮市）

K-02 若松屋阡壱 和菓子づくり体験教室 尾張（犬山市）

K-03 サイトウハム 手作りウィンナー教室 尾張（犬山市）

K-04 扶桑守口食品 壽俵屋 城下町でお漬物のお買い物 工房見学・お買い物 守口漬漬込み体験 尾張（犬山市）

K-05 漬処 壽俵屋 産地唯一の守口漬工房の見学とお買い物 尾張（扶桑町）

K-06 かねふくめんたいパークとこなめ 工場見学 知多（常滑市）

K-07 デンパーク 手作りソーセージ体験 西三河（安城市）

K-08 天狗缶詰株式会社 ～とよかわブランド～日本一の生産量とよかわうずら缶 工場見学 東三河（豊川市）

K-09 創作豊川いなり寿司 松屋 ～とよかわブランド～学んで体験！豊川いなり寿司教室 東三河（豊川市）

K-10 ヤマサちくわの里 お買い物と練り物つめ放題！ 東三河（豊川市）

Ｌ．醸造・うまみ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

L-01 半田市観光協会＆MIZKAN MUSEUM （平日のみ）MIZKAN MUSEUM館内90分ガイドツアーと写真映えスポットたくさんの半田運河自由散策 知多（半田市）

L-02 半田市観光協会＆MIZKAN MUSEUM （平日のみ）MIZKAN MUSEUM自由見学「大地の蔵」コースと写真映えスポットたくさんの半田運河自由散策 知多（半田市）

L-03 盛田 味の館 味噌蔵ガイドツアー 知多（常滑市）

L-04 七福醸造株式会社 ありがとうの里 白しょうゆ・白だしの工場見学・試食 西三河（碧南市）

L-05 九重味淋 日本最古のみりん蔵見学＆併設カフェレストラン 西三河（碧南市）

L-06 伊藤忠製糖株式会社 クルルマークでおなじみの砂糖工場の見学 西三河（碧南市）
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Ｍ．地酒・ビール
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

M-01 半田赤レンガ建物 団体向けガイドツアー＆カブトビール試飲 知多（半田市）

M-02 國盛 酒の文化館 酒造史の語り部 國盛 酒の文化館で試飲・利き酒体験 知多（半田市）

M-03 常滑の地酒「白老」 酒蔵ガイドツアー 知多（常滑市）

M-04 岡田の古い街並み 知多木綿のふるさと街並みガイド&ビール好きにはたまらない？！クラフトビール工場見学ツアー（お土産付き） 知多（知多市）

M-05 相生ユニビオ 団体様限定酒蔵見学 西三河（碧南市）

M-06 山崎合資会社 酒蔵見学・試飲即売会 西三河（西尾市）

Ｎ．さかな
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

N-01 一色さかなセンター株式会社 一色さかな広場 鮮魚水産加工品販売と朝市 西三河（西尾市）

N-02 味のヤマスイ山本水産 特別企画 蒲郡で魚を“学び”“食べて”“好きになる” 東三河（蒲郡市）

N-03 蒲郡海鮮市場 ここでしか食べれない深海魚のあつあつフライ食べ歩き 東三河（蒲郡市）

N-04 蒲郡海鮮市場 ここでしか食べられない蒲郡深海魚干物を食べよう 東三河（蒲郡市）

N-05 有限会社 長栄 本場、赤羽根しらす工場見学 東三河（田原市）

N-06 オーシャンサービスかもめ 太平洋を一望、地引網体験！！ 東三河（田原市）

Ｐ．やさい・くだもの
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

P-01 あい農パーク春日井 新鮮野菜の収穫体験と手ぶらでバーベキュー 尾張（春日井市）

P-02 漬処 壽俵屋 1月中旬～2月初旬限定「守口だいこん収穫体験」 尾張（扶桑町）

P-03 オレゴンファーム＆ワイナリー いちご狩り園 知多（常滑市）

P-04 西本ファーム いちご狩り・直売 知多（東海市）

P-05 あおいパーク 野菜もぎとり体験 西三河（碧南市）

P-06 ブルーベリーのこみち 絶品『ブルーベリーフィナンシェ』『ブルーベリーゼリー』プレゼント 西三河（豊田市）

P-07 大橋園芸 最先端技術で育てた奇跡のトマトもぎ取り＆しぼりたてジュース試飲体験！ 西三河（豊田市）

P-08 豊川市千両地区 大地の恵み！甘みと香りが強い千両さつま芋掘り体験 東三河（豊川市）

P-09 蒲郡オレンジパーク みかん狩りの休日(釜飯)プラン 東三河（蒲郡市）

P-10 蒲郡オレンジパーク いちご狩りの休日(釜飯)プラン 東三河（蒲郡市）

P-11 小川農園 トロピカルフルーツのジャングル探検ツアー 東三河（田原市）

P-12 石井芳典 エアルームトマト収穫体験 東三河（田原市）

P-13 喜美農園 カラフルトマト収穫体験 東三河（田原市）

P-14 八木みかん園 みかん狩り 東三河（田原市）

P-15 鈴木農園 のりさんトマト収穫体験 東三河（田原市）

P-16 マルカベジフル株式会社 イチゴ狩り体験ツアー 東三河（田原市）

P-17 ニュー渥美観光 イチゴ狩り体験ツアー 東三河（田原市）

P-18 自然薯菜園 「夢とろろ」自然薯ほり体験 尾張（犬山市）

Ｑ．お茶
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

Q-01 日比野製茶 お抹茶作り・茶摘み体験・製茶体験・工場見学 尾張（犬山市）

Q-02 スカイワードあさひ 第9回紅茶フェスティバルin尾張旭 尾張（尾張旭市）
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企画番号 施設・会社名 企画名 地域

Q-03 株式会社あいや 抹茶ミュージアム「西条園 和く和く」 西三河（西尾市）

Q-04 株式会社松鶴園 抹茶工場見学 西三河（西尾市）

Ｒ．お花
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

R-01 愛知豊明花き地方卸売市場 世界有数の花き専門市場見学 尾張（豊明市）

R-02 愛知豊明花き地方卸売市場 世界有数の花き専門市場見学（お土産付きプラン） 尾張（豊明市）

R-03 愛知豊明花き地方卸売市場 世界有数の花き専門市場見学（お花のお弁当付きプラン） 尾張（豊明市）

R-04 愛知豊明花き地方卸売市場 世界有数の花き専門市場見学（体験付きプラン） 尾張（豊明市）

R-05 愛知豊明花き地方卸売市場 世界有数の花き専門市場見学（体験＋お花のお弁当付きプラン） 尾張（豊明市）

R-06 天野バラ園 ～とよかわブランド～とよかわバラ・魅力発見の旅 東三河（豊川市）

R-07 渡会理史 花名人が案内する電照菊ナイトツアー 東三河（田原市）

Ｓ．Ｂｅａｕｔｙ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

S-01 金銀花酒造株式会社 日本酒でアメニティーグッズを作っちゃおう！ 尾張（一宮市）

S-02 犬山日和、犬山日和 弐番館 着物・浴衣レンタル 尾張（犬山市）

S-03 あま市七宝焼アートヴィレッジ 七宝焼体験教室 海部（あま市）

S-04 メイカーズ ピア 日帰りステンドグラス教室 名古屋

Ｔ．ミュージアム・テーマパーク
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

T-01 徳川美術館 特別公開 国宝 紫式部日記絵巻 名古屋

T-02 一宮市三岸節子記念美術館 展覧会ガイドツアー 尾張（一宮市）

T-03 春日井市道風記念館 特別展「王朝文学と古筆切」 尾張（春日井市）

T-04 春日井市道風記念館 企画展「松下芝堂の書」 尾張（春日井市）

T-05 博物館 明治村 明治偉人隊貸切公演プラン 尾張（犬山市）

T-06 稲沢市荻須記念美術館 団体ツアー限定！特別展ガイド付き観覧 尾張（稲沢市）

T-07 マスプロ美術館 開化絵で明治時代の東京を観光 尾張（日進市）

T-08 あま市七宝焼アートヴィレッジ 展示室見学ツアー 海部（あま市）

T-09 重要文化財 旧中埜家住宅 ふだんは非公開！特別見学（解説付き） 知多（半田市）

T-10 知多市歴史民俗博物館 ひなまつり展を学芸員が解説 知多（知多市）

T-11 碧南海浜水族館 団体割引入館＆バックヤードツアー＆企画展 西三河（碧南市）

T-12 三河工芸ガラス美術館 感性を磨く映えアート、ガラス工芸体験 西三河（西尾市）

T-13 高浜市やきものの里かわら美術館 浮世絵から写真まで 本物に出会う 西三河（高浜市）

T-14 豊川海軍工廠平和公園 豊川海軍工廠語り継ぎボランティアガイドと学ぶ 東三河（豊川市）

T-15 竹島ファンタジー館 貝で創られたテーマパークで「鯉の恋占い」 東三河（蒲郡市）

T-16 昭和美術館 尾張藩家老の茶席「捻駕籠の席」 名古屋

T-17 古川美術館 分館爲三郎記念館 館が誇る名品コレクション鑑賞＆数寄屋建築見学 名古屋

T-18 レゴランド®・ジャパン・リゾート ファミリー企画 名古屋

T-19 ヤマザキマザック美術館 優美な空間でフランス美術を満喫！11/13～は特別展も 名古屋

T-20 名古屋市科学館 世界最大級のプラネタリウムドーム「Brother Earth」で宇宙体験 名古屋
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企画番号 施設・会社名 企画名 地域

T-21 名古屋港ポートビル（展望室・名古屋海洋博物館）・南極観測船ふじ 3施設団体割引入館 名古屋

T-22 東山スカイタワー 館長とタワー探検 名古屋

T-23 名古屋テレビ塔 栄地区の新・人気スポットHisaya-odori Parkがオープン 名古屋

T-24 名古屋テレビ塔 MIRAIタワーから未来の自分や大切な人に贈る５年後の手紙 名古屋

Ｕ．自然体験
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

U-01 YHAラフティング 親子で木曽川ラフティング 尾張（犬山市）

U-02 天然温泉本宮の湯 森と空の自然のめぐみ 天然温泉本宮の湯の癒しを堪能 東三河（豊川市）

U-03 （削除）

U-04 阿寺の七滝 ゆる森林浴 東三河（新城市）

U-05 FORWARD SURF サーフィン体験 東三河（田原市）

U-06 段戸裏谷原生林 きららの森ネイチャーウォッチング（自然観察体験） 東三河（設楽町）

U-07 葦毛湿原 ボランティアガイドと歩く葦毛湿原 東三河（豊橋市）

Ｖ．離島
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

V-01 西尾市観光協会 佐久島クルーズ＆クイズラリー 西三河（西尾市）

V-02 西尾市観光協会 佐久島アートめぐりとシーグラスクラフト体験 西三河（西尾市）

Ｗ．どうぶつ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

W-01 日本モンキーセンター 団体利用学習プログラム「レクチャー」 尾張（犬山市）

W-02 日本モンキーセンター 団体利用学習プログラム「スポットガイド」 尾張（犬山市）

W-03 日本モンキーセンター 団体利用学習プログラム「モンキーチャレンジ」 尾張（犬山市）

W-04 中京競馬場 女性も楽しめる！バックヤードツアー＆初めての競馬教室 尾張（豊明市）

W-05 赤塚山公園 自然を満喫！赤塚山公園体験型ツアー 東三河（豊川市）

W-06 名古屋港水族館 団体割引入館 名古屋

W-07 のんほいパーク 動物園・植物園・遊園地・自然史博物館 東三河（豊橋市）

Ｘ．夜間プログラム
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

X-01 138タワーパーク ツインアーチのメリークリスマス（イルミネーション） 尾張（一宮市）

X-02 ツインアーチ138 クリスマス一宮スカイランタンフェスタ2020 尾張（一宮市）

X-03 博物館 明治村 ～明治村開村５５周年記念プラン～ 明治建築を照らすイルミネーション 尾張（犬山市）

X-04 デンパーク ウインターフェスティバル 西三河（安城市）

X-05 西尾市観光協会 星空ナイトツアー 西三河（西尾市）

X-06 休暇村茶臼山高原 野生の鹿ウォッチング「ナイトサファリ」 東三河（豊根村）

X-07 料亭河文 Cultural Night-Visit Nagoya 名古屋

X-08 豊橋観光コンベンション協会 炎の祭典 東三河（豊橋市）
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Ｙ．お食事
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

Y-01 ＪＡ愛知西 産直広場南小渕店 軽食：米粉パン 尾張（一宮市）

Y-02 窯場マルキ食茶房蔵所 団体様向け特別メニュー 尾張（瀬戸市）

Y-03 くつろぎ空間 わしょく屋 おまかせサボテン御膳 尾張（春日井市）

Y-04 中華料理 四川 本格四川料理と絶品中華のサボテン料理 尾張（春日井市）

Y-05 極上素材四季の味 水徳 純系名古屋コーチン・三河一色産うなぎ 尾張（春日井市）

Y-06 犬山ローレライ麦酒館 ランチバイキング 尾張（犬山市）

Y-07 レストラン桃太郎 木の芽でんがく定食 他 尾張（犬山市）

Y-08 犬山ぐーまる 城下町で団体昼食 尾張（犬山市）

Y-09 フレンチ奥村邸 文化財の建物でいただく本格フレンチ 尾張（犬山市）

Y-10 日本モンキーセンター内 食事処「楽猿」 団体用特別メニュー 尾張（犬山市）

Y-11 名鉄小牧ホテル パーティープラン・バイキング 尾張（小牧市）

Y-12 純系コーチン料理・元祖石焼かな和 小牧発祥 本場コーチン料理を味わうならここ！！ 尾張（小牧市）

Y-13 炭火うなぎ七福 炭火でじっくり本格鰻 バリアフリーのお店です 尾張（小牧市）

Y-14 和食 びやす 祖父江銀杏会席 尾張（稲沢市）

Y-15 季節料理 しろ石 祖父江銀杏会席 尾張（稲沢市）

Y-16 中国料理 北京 銀杏ラーメン炒飯セット 尾張（稲沢市）

Y-17 和食にわ 純系名古屋コーチン・うなぎの料理 尾張（岩倉市）

Y-18 和食 純系名古屋コーチン料理 千成 割烹居酒屋のお食事 尾張（岩倉市）

Y-19 トヨタ博物館 ミュージアムレストラン「AVIEW」 割子弁当 尾張（長久手市）

Y-20 半田赤レンガ建物 愛知県・半田の名物弁当 知多（半田市）

Y-21 寿司会席 真砂本店 尾州早寿し お食事 知多（半田市）

Y-22 寿司会席 真砂本店 江戸と令和食べ比べ お食事 知多（半田市）

Y-23 ワイナリーレストラン サンセットウォーカーヒル 知多牛ステーキのお店 知多（常滑市）

Y-24 まるは食堂りんくう常滑店 「大エビフライ」で人気の活魚料理食堂 知多（常滑市）

Y-25 旬彩料理 懐仙 季節の食事 知多（東海市）

Y-26 宴会・寿司会席 富木島寿司 寿司ランチ 知多（東海市）

Y-27 旬鮮 海宝 旬の海鮮料理 知多（東海市）

Y-28 喰い亭 焼肉 知多（東海市）

Y-29 大橋屋 和食・寿司 知多（東海市）

Y-30 阿久比PA（下り）『ちた食堂』 団体向けメニュー 知多（阿久比町）

Y-31 野間旅館組合 義朝御膳 知多（美浜町）

Y-32 衣浦グランドホテル 展望レストランでバイキング 西三河（碧南市）

Y-33 農家れすとらん葉菜の舎 採れたての有機野菜中心の自然派ビュッフェ 西三河（碧南市）

Y-34 株式会社あいや 西条園抹茶カフェ 西尾本店 西三河（西尾市）

Y-35 株式会社松鶴園 茶房茶遊 西三河（西尾市）

Y-36 一色さかなセンター株式会社 れすとらん 海鮮庵 西三河（西尾市）

Y-37 和食酒家 縁 四季を彩る本格会席料理 西三河（知立市）

Y-38 ホテルクラウンパレス知立 地元食材にこだわったお料理 西三河（知立市）

Y-39 レストランＯｍｉ 黒毛和牛ステーキのお弁当 西三河（高浜市）

Y-40 備長炭ひつまぶし うお茂 うお茂名物「まぶし丼」 西三河（みよし市）
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企画番号 施設・会社名 企画名 地域

Y-41 くすのき茶屋「花屋敷」 和食懐石 西三河（みよし市）

Y-42 魚々の里 とまりん タカアシガニ コース 東三河（蒲郡市）

Y-43 ヴィレッジフーズ めっくんはうすレストラン 東三河（田原市）

Y-44 道の駅あかばねロコステーション ルルモアナBBQ 東三河（田原市）

Y-45 伊良湖ホテル＆リゾート お食事プラン 東三河（田原市）

Y-46 伊良湖ホテル＆リゾート BBQコーナー 東三河（田原市）

Y-47 灯台茶屋 昼食メニュー 東三河（田原市）

Y-48 龍宮の宿 昼食メニュー 東三河（田原市）

Y-49 伊良湖クリスタルポルト 団体様お食事プラン 東三河（田原市）

Y-50 御宿 清水館 ツアー限定チョウザメランチほか 東三河（豊根村）

Y-51 道の駅とよはし 立寄休憩・ショッピング・食事 東三河（豊橋市）

Y-52 料亭河文 「日本料理」 名古屋

Y-53 リニア・鉄道館 デリカステーション 名古屋

Y-54 スカイレストランNAGOYA東山 イタリアンランチ＆夜景パーティー 名古屋

Y-55 名古屋テレビ塔 lily（リリィ） パークビューを眺めながらの贅沢フレンチをご堪能! 名古屋



あいちの旅は「ツウ」で斬る。（3ページ参照）

だからこそ、現地をご覧の上でご企画いただくことが重要と考え、
個別対応のエクスカーションをアレンジいたします。
もちろん、ツアー助成制度もご用意。
今後、さらに、
コロナ対策で新助成メニューが追加される場合もありますので、
最新情報は、旅行会社向けサイト「Aichi Now PRO」で
ご確認ください。



【愛知・名古屋観光誘客協議会】旅行商品造成支援助成事業 助成･モニターA-01
全 域

助 成 メ ニ ュ ー 一般団体助成 募集団体助成 個別エクスカーション

助 成 対 象 事 業 者

• 第１種・第２種・第３種旅行業者 • 第１種・第２種旅行業者 • 第１種・第２種・第３種・地域限定旅行業者（第
３種、及び地域限定旅行業者は愛知県内に
営業所がある場合に限る。）

• メディア関係者

助 成 内 容

愛知県内で宿泊かつ食事をし、観光地を組み入
れた一般団体ツアーを実施する場合、送客実績
に応じて、ツアー代金の一部に助成金を支払う。

愛知県内で宿泊かつ食事をし、観光地を組み入
れた募集型企画旅行商品を造成・販売する場合、
募集のためのパンフレット・チラシ・WEB等の作成
費として助成金を支払う。

愛知県行きのツアーを検討している旅行業者、ま
たは愛知県の観光情報を放映・掲載・発信するこ
とを予定しているメディア関係者が県内を下見・
取材する場合、その経費の一部を助成する。

助 成 金 額

• バス ２５，０００円／台
• 送客 １，０００円／人（小学生以上）
※１実施箇所（支店・営業所等）につき、２０万円
を限度額とする。

１造成箇所、１コースにつき、
• 宿泊商品 １０万円
• 日帰り商品 ３万円
１実施箇所（支店・営業所等）につき、３０万円を
限度額とする。

• 下見・取材に掛かる交通費・宿泊費・飲食費・
体験料等を助成

• １人につき、上限５万円
• １社３名まで

助 成 要 件

• ２０２０年１０月１日出発～２０２１年２月２８日帰
着のツアー

• ２５名以上で催行（乗務員・添乗員を除く。）
• 愛知県内に１泊以上すること
• 昼食は、愛知県内の施設、または愛知県内に
拠点を置く弁当業者を１回以上利用すること

• 愛知県内の観光施設に２か所以上（ただし、
有料観光施設１か所以上を含むこと。）に立ち
寄ること（オプション不可）

• 出発地は愛知県外とすること
• 他の助成金等との併用不可

• ２０２０年１０月１日出発～２０２１年３月３１日帰
着のツアー

• １５名以上で催行（乗務員・添乗員を除く。）
• １コースあたり５本以上、設定すること
• 宿泊商品の場合は、愛知県内に１泊以上す
ること

• 昼食は、愛知県内の施設、または愛知県内に
拠点を置く弁当業者を１回以上利用すること

• 愛知県内の観光施設に２か所以上（ただし、
有料観光施設１か所以上を含むこと。）に立ち
寄ること（オプション不可）

• 出発地は愛知県外とすること
• 他の助成金等との併用不可

• 旅行業者にあっては、下見後、２０２０年１０月
１日出発～２０２１年３月２１日までに商品を造
成・販売すること。ツアーの要件は、左記「一
般団体助成」、または「募集団体助成」に準ず
る

• メディア関係者にあっては、取材後、２０２１年
３月２１日までに、放映・掲載・発信等すること

• 下見・取材先の8割以上は愛知県内の施設で
あること

助 成 手 続 き
① 顧客への提案前に、申請書を事務局へ提出
② 事務局より助成の可否を書面にて回答

① 販売前に、申請書及びパンフレット等を提出
② 事務局より助成の可否を書面にて回答

① 下見・取材前に、申請書を事務局へ提出
② 事務局より助成の可否を書面にて回答

実 績 報 告

① ツアー終了後、１か月以内に事務局に実績
報告書兼請求書を提出

② 事務局にて確認後、指定口座へ翌月末に
振込

① ツアー終了後、１か月以内に事務局に実績
報告書兼請求書を提出

② 事務局にて確認後、指定口座へ翌月末に
振込

① ツアー、または放映等の終了後、１か月以内
に事務局に実績報告書兼請求書を提出

② 事務局にて確認後、指定口座へ翌月末に
振込

事 務 局
愛知・名古屋観光誘客協議会 助成金交付事務局 （三重交通株式会社 観光販売システム営業部内） 担当／小林・中村
電話 ０５２－２５３－６５６８ ＦＡＸ ０５２－２５３－６８５４ メール info@kanko-pro.co.jp 営業時間／平日10：00～18：00（土日祝休み）



企画・
商品内容

渥美半島田原市を満喫できる、体験型日帰りモニターツ
アーを提案いたします。

所要時間 右参照

最少催行人数
最大受入れ可能人数

応相談

開催日時 応相談

価格 別途相談

販売手数料 別途相談

予約締切日 別途相談

キャンセル規程 別途相談

添乗員 別途相談

大型バス駐車場 別途相談

注意事項
体験型モニターツアーの一例です。いろいろ組み合わせ
可能で、料金設定もその都度計算可能です。

問い合わせ先

（株）田原観光情報サービスセンター（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526
nagami@tahara-michinoeki.com

【株式会社田原観光情報サービスセンター】団体向け日帰りモニターツアー 助成･モニターA-02
東三河（田原市）



企画・
商品内容

渥美半島田原市を満喫できる、体験型宿泊モニターツ
アーを提案いたします。

所要時間 右参照

最少催行人数
最大受入れ可能人数

応相談

開催日時 応相談

価格 応相談

販売手数料 応相談

予約締切日 応相談

キャンセル規程 応相談

添乗員 応相談

大型バス駐車場 応相談

注意事項
体験型モニターツアーの一例です。いろいろ組み合わせ
可能で、料金設定もその都度計算可能です。

問い合わせ先

（株）田原観光情報サービスセンター（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526
nagami@tahara-michinoeki.com

【株式会社田原観光情報サービスセンター】宿泊モニターツアーA-03
東三河（田原市）

助成･モニター



地域の観光協会などが、
ツアーにそのまま組み込めるカセットプランをご用意しました。
テーマ性の高いもの、移動時間に無駄がないもの、
ご要望にあわせて組み立てるオーダーメイドプランなど、
手軽にツアーのオリジナリティを高められます。



企画・
商品内容

岡崎城入館券、岡崎土産300円金券、岡崎公園バス駐
車場無料、岡崎城オリジナルコースター＆葵缶バッチ付
き、八丁味噌蔵見学＆赤だし味噌100gプレゼント。
さらに岡崎公園到着時にグレート家康公「葵」武将隊に
よるお出迎えや岡崎公園～味噌蔵間のバス乗車などが
セット

所要時間
約2時間（岡崎公園約60分＋移動約5分＋味噌蔵見学約
45分＆お買い物約10分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

団体バスツアーに限る（個人プラン不可）

開催日時
2020年4月1日～2021年3月31日の毎日
（開始時間は応相談、12/29～1/3は設定不可）

価格 小学生以上 おひとり様 ４００円

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（ただし特典はつきません）

大型バス駐車場 あり（申込と同時に予約いたします）

注意事項

・請求書にて後日精算（当日現払い不可）
・プレゼント特典は旅行会社が取り扱った場合に限る
・八丁味噌は「カクキュー」または「まるや」のいずれかを

事前に選択
・八丁味噌蔵からのキックバックなし
・別紙、専用申込書あり
・5才以上は岡崎城入館料160円が別途必要（現払い）
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が
変更となる場合があります。

問い合わせ先
三重交通（株）観光販売システム営業部
052-253-6568 （担当：中村・小林）

【岡崎市】岡崎ぐるり満喫！竹千代パック（団体ツアー組込専用）

岡崎城駐車場到着時に武将隊がお出迎え＆岡崎城まで
ご案内いたします！
岡崎城から味噌蔵へ移動する際に武将1名がバスへ添乗
いたします！
土・日・祝日の11:00と14:00のに「グレート演武」をご覧いた
だけます！（三河武士のやかた家康館前広場にて開催）

グレート家康公「葵」武将隊によるおもてなし

徳川家康公生誕の城「岡崎城」

岡崎城オリジナルコースター＆葵缶バッチ
プレゼント

八丁味噌赤出し味噌１００gプレゼント

岡崎城チケット売り場にておひとり様につき
各1個お渡しいたします

カクキュー八丁味噌またはまるや八丁味噌にて
おひとり様につき1個プレゼント！

岡崎みやげ３００円金券付き
岡崎公園内の観光みやげ店「おかざき屋」にて使える
金券をお渡しいたします！

徳川家康公生誕の城である岡崎城の入館券付きと
なります！（大人通常200円）

岡崎公園大型バス駐車場 １回１台２，０００円 ⇒ なんと無料！

B-01
西三河（岡崎市）

カセットプラン



企画・
商品内容

岐阜県・長野県との県境に位置し、自然に恵まれた稲武
地区。地元ガイドが心をこめておもてなし致します。「大
井平公園もみじまつり」の期間中には、秋の味覚バザー
なども開催され、グルメを楽しめる食事チケット付きです。
稲武の「うまいもん」をつまみながら、ゆったりと贅沢な時
間をお過ごしください。

所要時間 ２～３時間(応相談)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大４０名

開催日時 １１月上旬(応相談)

価格 ２０００円/人(食事チケット付)まちめぐりガイド1人2000円

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 当日キャンセル１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 当日は歩きやすい服装でお越しください。

問い合わせ先
いなぶ観光協会tel 0565-77-6283
どんぐり工房 tel 0565-83-3838

【豊田市稲武地区】地元ガイドと行く！おもてなしまち歩きツアーB-02
西三河（豊田市）

カセットプラン



企画・
商品内容

西尾は抹茶生産量日本有数！2019年全国茶品評会で
日本一に輝きました！その特徴を活かした西尾だけのプ
ログラムをご用意しました。抹茶に関連する施設をﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの案内で巡り、昼食は日本料理「魚寅」で名物
の「碾茶めし膳」をご賞味頂きます。碾茶とは抹茶の原
料で、これをひくと抹茶になります。抹茶の歴史探訪と体
験を組み合わせたプログラムです。

所要時間 ４時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大４０名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施する場合が
あります。

開催日時

【通年】定休日以外は毎日可能
※定休日：旧近衛邸 月（祝日･休日は開館）・年末年始

日本料理魚寅 木・年末年始
昼食付のため午前中に実施。午後開始は応相談。

価格
大人＠３，５００円
小人＠２，５００円（昼食はお子様ランチ）
幼児 無料 （昼食・抹茶の用意は致しません）

販売手数料 １５％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約・無料）

注意事項

※２０名を超える場合はボランティアガイドが２名付き、
２班に分かれてご案内する場合があります。

※徒歩での移動が多いため、歩きやすい靴でご参加
頂くことをお勧めします。

問い合わせ先
一社）西尾市観光協会
愛知県西尾市花ノ木町4-64
TEL 0563-57-7882 FAX 0563-57-2261

【西尾市観光協会】ガイドと巡る「抹茶街道」

【コース】
稲荷山茶園公園→→→→→紅樹院→→→→→実相寺→→→
10：00 10：15 10：30 10：45 11：00 11：20

→→→日本料理魚寅→→→→歴史公園（旧近衛邸で抹茶の一服）
11：30 12：30 12：50 14：00

※昼食付のため午前中に実施。午後開始は応相談。

稲荷山茶園公園から見
る茶畑

紅樹院 茶の原木
西尾市歴史公園

近衛邸から
西尾城丑寅櫓を望む

実相寺 西尾の抹茶 日本料理魚寅
碾茶めし

香りが最高です
（イメージ）

B-03
西三河（西尾市）
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★コロナウィルス拡大
抑制対策のため、本年
度は中止致しました。
来年度、同時期に開催
致しますので、ご参照く
ださい。

企画・
商品内容

日本有数の抹茶の産地である西尾市で、主に茶道用に
用いる〝一番茶〟の茶摘みを体験をします。全国茶品
評会で優勝した抹茶の本場で本物の抹茶を知る事が出
来る企画です。先ずは、老舗お茶屋さんの抹茶工場見
学、抹茶を作る体験（石臼挽き）、抹茶を自分で点ててむ
体験（和菓子付）をし、簡単な茶道作法説明も受けます。
その後、茶畑に移動して茶摘み体験。同時に伝統的な
茶摘み娘の衣装を着て記念撮影が出来、インスタ映え
間違いなし！西尾は醸造の街でもあり、昼食には〝味
噌かつ〟と刺身〟付きの和食をご用意します。昼食後は
西尾古来の味噌蔵「みそぱーく」の見学をします。
※オプションで“味噌丸”作りも可能。ご自宅でご賞味下さい。

所要時間 ４時間半 （オプションは+４５分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１５名～最大４０名

開催日時
【期間限定】２０２０年４月２６日（日）～５月３１日（日）の
水・金・土・日曜 但し、5/13・20・24は休、5/4は開催。

価格
大人５，０００円 小人＠４，０００（お子様ランチ）

（味噌蔵で“味噌丸”作りオプション追加代金＠１，０００円）

販売手数料 １５％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 １名は無料（２人目からは＠１，５００円）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

※動きやすい服装と靴でお越し頂くことをお勧めします。また、
茶の木での衣類のひっかきや汚れにご注意ください。（茶摘み
用手袋、茶葉を入れる袋、茶葉天ぷらと緑茶を自宅で作る方
法チラシ・抹茶入り緑茶ペットボトルをお付けします）
※幼児は茶摘みにご参加頂けません。茶畑の外で、大人の方
がご一緒ください。

問い合わせ先
一社）西尾市観光協会
愛知県西尾市花ノ木町4-64
TEL 0563-57-7882 FAX 0563-57-2261

【西尾市観光協会】抹茶の街西尾で「一番茶茶摘み体験」と「味噌蔵見学」
【コース】
10：30～11：45 「葵製茶」にて、抹茶工場見学（石臼挽き体験）・抹茶点て

体験・抹茶一服（和菓子付）
11：45～11：50 徒歩にて移動
11：50～12：50 「稲荷山茶園公園」で、茶摘み体験・茶摘み娘の衣装を着て

記念写真 ※西尾の抹茶入り緑茶ペットボトル1本付
12：50～12：55 徒歩にて葵製茶駐車場へ
13：00～13：55 「とんかつ錦」で昼食（とんかつ・刺身）
14：00～15：00 「みそぱーく」で、味噌蔵見学・買物
※オプショナルで味噌丸づくりが可能。（所要+45分・追加料金＠1,000税込）

イメージ 抹茶点て体験 抹茶工場 石臼

茶摘み
（※茶摘み娘の衣装を着たままでの

茶摘み体験は出来ません。
茶摘み後に衣装を着て記念写真が出来ます。）

味噌蔵（みそぱーく）
見学

昼食（イメー
ジ）

味噌丸づくり体
験

（オプション）

これが味噌丸
持帰って飲めま

す

B-04
西三河（西尾市）
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企画・
商品内容

西尾は日本有数の抹茶の産地。全国茶品評会で優勝、
品質も最上級です。そんな西尾市での抹茶に触れる体
験企画です。先ずは茶畑を見学して、同時に伝統的な茶
摘み娘の衣装を着て記念撮影。インスタ映え間違いな
し！老舗お茶屋さんの抹茶工場見学、抹茶を作る体験
（石臼挽き）、抹茶を自分で点ててむ体験（和菓子付）を
して、簡単な茶道作法説明も受けます。西尾は醸造の街
でもあり、昼食は〝味噌かつ〟と刺身〟付きの和食をご
用意します。昼食後は、西尾古来の味噌蔵（みそぱーく）
の見学をします。
※オプションで“味噌丸”作りも可能。ご自宅でご賞味下さい。

所要時間 ４時間 （オプションは３０名まで、+４５分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１５名～最大４０名

開催日時
【通年】月・水・金・土・日曜（除く年末年始）
開始時間は応相談

価格
大人３，５００円 小人＠２，５００（お子様ランチ）

（味噌蔵で“味噌丸”作りオプション追加代金＠１，０００円）

販売手数料 １５％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 １名は無料（２人目からは＠１，５００円）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

※動きやすい服装と靴でお越し頂くことをお勧めします。また、
茶の木での衣類のひっかきや汚れにご注意ください。（茶摘み
用手袋、茶葉を入れる袋、茶葉天ぷらと緑茶を自宅で作る方
法チラシ・抹茶入り緑茶ペットボトルをお付けします）
※お時間がない場合のイレギュラー対応は応相談

問い合わせ先
一社）西尾市観光協会
愛知県西尾市花ノ木町4-64
TEL 0563-57-7882 FAX 0563-57-2261

【西尾市観光協会】「抹茶工場見学・抹茶点て体験」と「味噌蔵見学」
【コース】
10：30～11：45 「葵製茶」にて、抹茶工場見学（石臼挽き体験）・抹茶点て

体験・抹茶一服（和菓子付）
11：45～11：50 徒歩にて移動
11：50～12：20 「稲荷山茶園公園」で、茶畑の説明・茶摘み娘の衣装を着て

記念写真 ※西尾の抹茶入り緑茶ペットボトル1本付
12：20～12：25 徒歩にて葵製茶駐車場へ
12：30～13：25 「とんかつ錦」で昼食（とんかつ・刺身）
13：30～14：30 「みそぱーく」で、味噌蔵見学・買物
※オプショナルで味噌丸づくりが可能（所要+45分・追加料金＠1,０00税込）

抹茶点て体験 味噌蔵（みそぱーく）
見学

抹茶工場

味噌丸づくり体
験

（オプション）

これが味噌丸
持帰って飲めま

す

茶摘み娘の衣装 石臼 昼食（イメー
ジ）

B-05
西三河（西尾市）
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企画・
商品内容

地元ガイドの案内で西尾市一色地区で古くから愛される
地元人気商店を巡り、食べ歩き・街歩きを楽しみます。各
店舗で名物品１～２品を食べて頂きます。また、えびせ
んべいの老舗店で手焼き体験をします。約３００年前か
ら行われている「三河一色大提灯祭り」で使われるド迫
力の大提灯が展示されている「一色学びの館」や会場と
なる「諏訪神社」も訪れます。

所要時間 約３時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１５名～最大４０名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
【通年】定休日以外は毎日可能
開始時間は応相談
定休日：稲竹 月休、 半田屋・大喜 火休

価格
大人・小人同額＠２，５００円
幼児無料（名物品はお渡し致しません）

販売手数料 １５％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約・一色学びの館の見学が条件となります）

注意事項
※１０名を目途に１名の案内人が付きます。
※徒歩での移動が多いため、歩きやすい靴でご参加

頂くことをお勧めします。

問い合わせ先
一社）西尾市観光協会
愛知県西尾市花ノ木町4-64
TEL 0563-57-7882 FAX 0563-57-2261

【西尾市観光協会】ガイドと巡る一色食べ歩きと「えびせんべい」手焼き体験

【コース】 ※出発時間は一例です。開始時間応相談。
一色学びの館→→→→諏訪神社→→→→稲竹→→→→半田屋→→
10：00 10：20 10：30 10：50 10：55 11：00 11：05 11：15

(玉ねぎはんぺん) (大提灯最中２個)

→→→→崇洋寺・安休二→→→大 喜→→→→→→→ 「富士見屋」
11：20 11：25 11：25 11：35 11：50 12：50

(コロッケとスパイシーチキン) ※えびせんべい手焼き体験

一色学びの館 大提
灯

えびせんべい手焼き器
具

えびせんべい（イメー
ジ）

諏訪神社
毎年８月第４土日に

三河一色大提灯祭り開催。
全⾧６～１０ｍの

大提灯が６組１２張登場し、
揺らめく様は圧巻！

稲竹
たまねぎはんぺん
色は地味ですが、

甘くて美味！

大喜
コロッケは衣サクサク

皮はモチモチ
味と食感が最高！

スパーシーチキンも
人気商品です

半田屋
大提灯最中

こしあんと抹茶あん
の２種類

B-06
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○かきつばたコース
「伊勢物語」に登場する在原業平ゆかりの地を歩くツアー。
無量壽寺、かきつばた園、鎌倉街道周辺史跡をめぐります。

○花しょうぶコース
江戸時代東海道三社に加えられた名社「知立神社」や花しょうぶ園、池鯉鮒
宿周辺史跡をめぐります。

○その他のコース
●「東海道」周辺の史跡めぐり
●「鎌倉街道」周辺の史跡めぐり 等

企画・
商品内容

知立市を訪れる観光客の皆さまに、地域の自然風土や
歴史文化などのご案内を行い、郷土文化への理解と愛
着を深めてもらいたいという思いから「知立市観光ガイド
ボランティアの会」がお手伝いをいたします。

所要時間 約90分（応相談）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大応相談
＊１５名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 応相談

価格 無料（施設への入場料等は別途要）

販売手数料 なし

予約締切日 2ヶ月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（施設への入場料等は別途要）

大型バス駐車場 あり

注意事項
ガイドの内容は歴史・周辺ガイドなどご希望に合わせて
アレンジできます。
小雨決行（荒天中止）

問い合わせ先

知立市観光協会（知立市経済課内）
TEL.0566-95-0125
FAX.0566-83-1141
keizai@city.chiryu.lg.jp

【知立市観光ガイドボランティアの会】～知立の歴史をめぐる旅～

○伊勢物語コース
「伊勢物語」に登場する在原業平ゆかりの地を歩くツアー。
無量壽寺、業平塚、鎌倉街道周辺史跡をめぐります。

○池鯉鮒宿コース
江戸時代東海道三社に加えられた名社「知立神社」や、池鯉鮒宿周辺史跡を

めぐり、池鯉鮒宿の今と昔に思いをはせるコースです。

○弘法さんコース
弘法山遍照院、内藤魯一像を見て、知立市歴史民俗資料館で知立の歴史に触

れるコースです。（※歴史民俗史料館は月曜定休です。）

無量壽寺

知立神社 多宝塔（重要文化財）

値上がりの松

知立古城址

業平塚

モデルコースのご案内

知立市マスコットキャラクター「ちりゅっぴ」

知立市にお越しの際には、ぜひガイドツアーをご利用
ください。ご相談お待ちしております。

B-07
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企画・
商品内容

豊川満喫できるコースのご提案です。ご希望があれば観
光協会スタッフが貸し切りバスに同乗し、名所や人気の
観光スポットをご案内。コース内容は相談しながらアレン
ジ可能！時間や予算に合わせたコースを協会スタッフが
ご提案します。お気軽に問い合わせください。

所要時間 コース内容により異なる

最少催行人数
最大受入れ可能人数

バス１台で受入れ

開催日時 応相談

価格
コースにより異なります。
※協会スタッフ同乗代は無料です。

販売手数料 なし

予約締切日 １か月前まで

キャンセル規程 昼食手配の場合のみ、前日からキャンセル料発生

添乗員
昼 食 ・ 豊 川 い な り 寿 司 ・ お 土 産 な ど は 有 料
（お客様と同額となる場合がございます。各店にお問い
合わせ下さい。）

大型バス駐車場 バスの駐車・回送が可能な場所でご提案します。

注意事項

問い合わせ先
豊川市観光協会（秋山・伊藤）
TEL.0533-89-2206

【豊川市観光協会】観光協会スタッフがご提案 豊川満喫ツアー

豊川稲荷参拝＆ボランティアガイド（60分）
↓
門前で昼食（60分）
※ランチ付きの豊川いなり寿司教室実施可能（90分）
↓
海軍工廠平和公園の散策＆ボランティアガイド（75分）
※ガイド40分+映像15分+交流館見学20分

三河之国一宮砥鹿神社にて正式参拝（30分）
↓
大和の大いちょうを散策（15分）※１２月上旬に黄葉
↓
天然温泉本宮の湯 昼食＆入浴（120分）
↓
本宮山のふもとでトマト狩りorいちご狩り
※時期によっては買い物のみとなります。（８月～１０月）

御油松並木散策＆ボランティアガイド（60分）
↓
徒歩で東海道を歩く（１５分）
↓
大橋屋ボランティアガイド（30分）
↓
グリーンセンター音羽で地産のお買い物（３０分）

コース例：

B-08
東三河（豊川市）

カセットプラン



企画・
商品内容

今話題のインフラツーリズム。
工事が本格化しつつある設楽ダム工事や付替道路工事
の現場をご案内します。工事見学と合わせて、まちの味・
お店の味をぜひご賞味ください。
四季折々の町の魅力や工事現場状況など、お客様のご
要望に応じで、ガイドがコースをご案内します。

所要時間 １～２時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大４０名

開催日時 原則として平日限定。土日祝の場合は要相談

価格 １，０００円程度（昼食代込）

販売手数料 ―

予約締切日 開催日の１か月前（事前調整が必要です）

キャンセル規程 当日の場合は実費

添乗員 ―

大型バス駐車場 ご相談ください

注意事項
工事現場の見学は事前調整が必要です。
設楽町内での昼食をお願いします（要相談）。

問い合わせ先
設楽町観光協会（遠山）
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地
TEL 0536-62-1000 FAX 0536-62-1332

【設楽ダム】まちのお食事とダム工事現場見学！
【ダム工事現場見学】

「今しか見られない！」「普段立ち入る
ことのできない場所に入られる！」
ご見学のタイミングによりご覧いただ
ける工事の様子も変わっていくという
魅力が満載です。

ご要望に応じて設楽町の美味しさが詰まったオリジナ
ル「したらダムカレー」もご賞味いただけます！「ここだ
け」の味を完成後の設楽ダムをイメージした特製の器
で召し上がりください！

ダム工事をわかりやすく、楽しく解説します。
ダム本体の工事はこれからですが、高所
（地上２５m）にある工事用道路を歩くこと
ができます。

地元民も大好き「大五平餅」はもちろん、設楽町特産
の「ホウライマス」と「アマゴ」を掛け合わせた「絹姫
サーモン」は、肉厚のしっかりとした食感で脂がのっ
ているのにあっさりとした味わいです。

B-09
東三河（設楽町）

カセットプラン



企画・
商品内容

地元ガイドがご案内する、奥三河の山里「だみね」。都合
がつけば、設楽町在住の女流漫談家がご案内します。
ご昼食は、名物大五平餅と限定田峯そばのセットをご賞
味いただけます。

所要時間 １時間30分～２時間（食事時間は除く）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大４０名
＊多数の場合は、班分けをして実施

開催日時
毎日可（開始時間は応相談）
※ガイドのスケジュールによりお受けできない場合があ
ります

価格
奥三河ふるさとガイド：一人につき３，０００円
女流漫談家：１回１５，０００円～（応相談）

販売手数料 なし

予約締切日
原則１か月前まで
※女流漫談家を土日祝にご希望の場合は、３か月前ま
でにご連絡ください。

キャンセル規程 無し

添乗員 ―

大型バス駐車場 あり

注意事項

田峯城入場料、昼食代（大五平餅と田峯そば：１，５００
円／人）は別途必要となります。
田峯城入城料（高校生以上２２０円、小中学生１１０円、
※２０名以上は１割引）

問い合わせ先
設楽町観光協会
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地
TEL 0536-62-1000 FAX 0536-62-1332

【設楽町田峯地区】歴史と自然を満喫「だみね散歩」

【歴史の里田峯城】
文明２年（1470年）に菅沼定信が築城した山
城です。遺構は残っているものの資料が極め
て少ないため、他の中世城郭を参考に復元さ
れました。田峯城の近くには、他にも道善処
刑の地や首塚など見どころがたくさんあり、散
策しながらご覧いただけます！

【田峰観音高勝寺】
三河三観音の一つ。
毎年、2月になると境内の芝居小屋で300年以
上も歴史のある奉納歌舞伎が行われます。

【おもてなしが自慢！】
地元のお母さんたちが作る名物
大五平餅と昔ながらの田峯そば。
心温まるお食事を提供いたしま
す！
都合がつけば、地元が誇る女流
漫談家のガイドで、時がたつのも
忘れるほどの楽しいひとときをお
過ごしいただけます。

B-10
東三河（設楽町）

カセットプラン



企画・
商品内容

ボランティアガイドといっしょに、豊橋市の自然や歴史文
化などをご案内します。名所、人気の観光スポット、ドラ
マ撮影場所など、内容を相談しながら自分たちのオリジ
ナルコースで楽しむことができます。

所要時間 コース内容により異なる（応相談）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

2名以上 約15名につき1人のガイド

開催日時 応相談

価格
１ガイド1人につき1,000円の交通費代要
（案内場所によっては追加交通費がかります。施設への
入場料等は別途要）

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程
キャンセル料は発生しませんが、前日の16時までにガイ
ドへご連絡ください。

添乗員 無料（施設への入場料等は別途要）

大型バス駐車場
豊橋駅周辺バス駐車場＠5,000円をご案内いたします。
事前予約要

注意事項

・必ずガイドと３日前までに事前確認をしてください。
・ガイドのコース内容はご希望に合わせてアレンジできま
す。

問い合わせ先
（一社）豊橋観光コンベンション協会（今村）
TEL:0532-54-1484
FAX:0532-54-2220

【豊橋観光コンベンション協会】ボランティアガイドと歩く豊橋散策ツアー

コース例１ 二川周辺まちあるき
（所要時間：約1時間30分）

幕府や大名が法令や禁令を掲示した高札場跡や明治
18年(1885)に糸徳製糸場が建てられた場所などを訪
れ、歴史などを学びながらガイドと回ります。

二川宿本陣資料館＝＝高札場跡＝＝大岩寺＝＝糸徳
製糸工場碑＝＝大岩町郷蔵跡＝＝大岩神明社＝＝伏
見稲荷＝＝伊寶石神社＝＝岩屋八丁道標＝＝東海道
の雰囲気を楽しみながら歩いて二川宿本陣資料館へ

コース例２ 吉田城周辺まちあるき
（所要時間：約1時間）

戦国時代に戦乱の最前線基地として生まれ、やがて
東海道の要となった吉田城の石垣には、築城工事を
分担した大名や家臣の印である「石垣刻印」と呼ば
れているものがあります。歴史を感じながらガイド
とともに回ります。
吉田城周辺にあるドラマや映画で撮影されたスポッ
トも希望に応じて組み合わせることが可能です。

B-11
東三河（豊橋市）

カセットプラン



秋のイチョウ、紅葉から、早春の梅、そして桜へとーー。
10月から翌3月にかけて、
様々な季節の彩が目を楽しませてくれます。
寒さもひとしおのシーズンだけに、
ぜひ、温かな温泉地でお泊りください。（4ページ参照）



企画・
商品内容

定光寺では、国の重要文化財に指定されている本堂
「無為殿」と紅葉の見事な調和が訪れた方を心地よい静
寂の世界へ導いてくれます。

境内西側にある高台の展望台からは、紅葉に縁どら
れた景色のはるか先に名古屋市中心部を見渡すことが
できます。

所要時間 30～40分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

制限なし

開催日時 応相談

価格 無料（源敬公廟を拝観される場合は100円）

販売手数料 なし

予約締切日 大型バスは一週間前までに要予約（無料）

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 バス降車後、本堂まで156段の階段あり。（片道約7分）

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【定光寺】 定光寺の紅葉C-01
尾張（瀬戸市）



企画・
商品内容

日本３大廃線トンネル群の一つであり、「知る人ぞ知る紅
葉の名所」とも言われる愛岐トンネル群。庄内川の渓谷
に沿って1900（明治33）年の旧国鉄中央線開通当時のま
ま残された赤レンガトンネル群と、燃えるような真っ赤な
紅葉がおりなす“廃線路の自然・渓谷の秋”をお楽しみく
ださい。
2016年 登録有形文化財に認定

所要時間 120分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

特になし。大型バスはツアー募集開始前に要連絡

開催日時
①2020年11月28日～12月6日
②2020年11月21日～11月29日 ①or②で検討中

価格 100円（入場料：大人100円、小学生以下無料）

販売手数料 なし

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 要連絡

添乗員 無料

大型バス駐車場 調整中（要予約）

注意事項

・雨天中止（雨天時、一部コース閉鎖の場合あり）
・期間中の土日祝は、地元飲食店のお弁当等を販売
・懐中電灯があると便利
・足元が悪いため、歩きやすい服装・靴がよい

問い合わせ先
（一社）春日井市観光コンベンション協会
愛知県春日井市上条町１ JR春日井駅北口1F
TEL 0568-81-1123 FAX 0568-56-7001

【愛岐トンネル群】“国・登録有形文化財“赤レンガトンネルと廃線路の紅葉

▲燃えるような真っ赤な紅葉とトンネル
◀近くには京都四条大橋を模して造られた鉄筋

コンクリートアーチ橋「城嶺橋」があり歴史
を感じさせる。

C-02
尾張（春日井市）



企画・
商品内容

11月下旬に開催される「そぶえイチョウ黄葉まつり」に合
わせて、イチョウ・銀杏を知り尽くしたガイドと一緒に、黄金
色に染まる美しい絶景を散策します。
普段聞くことができないイチョウ・銀杏にまつわる歴史や
育て方、おいしい食べ方などを聞くことができます。これを
聞けば、あなたもきっと銀杏マイスター！
ツアー参加者にはもれなく特産の銀杏一袋をプレゼント♪

所要時間 １時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少10名～最大40名
※20名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
11月下旬～12月上旬
※イチョウの黄葉具合による

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 14日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

まつり会場付近はトイレの数に限りがあります。
来訪前に稲沢市荻須記念美術館（http://www.city.ina
zawa.aichi.jp/museum/index.html）やJA愛知西産直広場
一色下方店（http://www.ja-aichinishi.or.jp/store/detail.
php?id=48）にお立ち寄りいただくなど、最寄りの施設にて
予めトイレを済ませていただくと安心です。

問い合わせ先

稲沢市観光協会
（愛知県稲沢市朝府町15番15号）
TEL：0587-22-1414 FAX：0587-22-1424
メール：inakan@inazawa-kankou.jp>

【そぶえイチョウ黄葉まつり】黄金色に染まるイチョウの町散策ツアー（お土産付き）C-03
尾張（稲沢市）



企画・
商品内容

佐布里(そうり)池周辺には、愛知県内一の２５種類約５，
８００本の梅が植えられており、２月中旬から３月中旬ま
で佐布里池梅まつりが開催されます。
「早咲き」から「遅咲き」まで、知多市指定天然記念物「佐
布里梅」をはじめとした約２５種類の梅と、特色的な公園
を梅まつり限定の観梅ガイドが案内します。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３０名
＊１０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
梅まつり期間中(２月中旬～３月中旬 10時～15時)
開始時間は応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

原則ガイド内容に満足いただけるよう10名を超える場合
については複数人のガイドで対応させていただきますが
ガイドの都合によって対応できない場合がございますの
でご了承ください。

問い合わせ先

佐布里池梅まつり実行委員会（知多市商工振興課内）
愛知県知多市緑町１番地
TEL 0562－36－2664 FAX 0562－32－1010
E-MAIL : shoukou@city.chita.lg.jp

【佐布里緑と花のふれあい公園】愛知県内一‼佐布里池梅まつり特別ガイドツアー

愛知県内一の佐布里池梅林でひとあし早い春を見つけませんか

入園料 無料

開園時間 午前9時～午後5時

休園日 毎週月曜日（月曜日が祝日
のときはその翌平日）
年末年始（12月28日～1月4
日）
※梅まつり期間中は無休

駐車場
（大型バス）

３台
（駐車料金無料・事前申込）

期間中はステージイベントや朝市が開催され、飲食コーナー、土産物コーナー
などがあり、多くの人で賑わいます。

C-04
知多（知多市）



企画・
商品内容

阿久比町最大のレクリエーション施設であるふれあいの
森にて、毎年文化の日を中心に開催される「阿久比町み
んなの菊花展」。約2,000鉢の菊の大輪が訪れる人を魅
了します。子供たちが施設遊具で遊ぶ傍らで、菊を見な
がらゆったりとした時を過ごすことができます。

所要時間 ３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

なし

開催日時
２０２０年１１月３日～１１月７日
午前８時３０分～午後５時

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 なし

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先
阿久比町観光協会
愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越５０
TEL 0569-48-1111 FAX 0569-48-0229

【みんなの菊花展】2,000鉢の菊が訪れる人を魅了します

菊花展会場の様子

阿久比町立ふれあいの森

緑あふれる丘陵地に、多数の遊具、パターゴルフ場、デイキャンプ場などが
整備され、四季折々の自然とふれあえる。スポーツ・レクリエーション活動
の場として、家族連れなど、世代を超えて楽しめる。

C-05
知多（阿久比町）



企画・
商品内容

碧南市明石公園で実施する桜まつり。明石公園は、観
覧車等の遊具が「一律１回１００円」という激安の遊園地。

園内には桜並木（ソメイヨシノ）が植わっており、毎年３
月下旬から桜まつりを開催している。

園内でのお花見はもちろん、衣浦グランドホテル１３階
の展望レストランからの景色は絶景。

所要時間 ３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

制限なし

開催日時 ３月下旬から４月上旬

価格 実費

販売手数料 なし

予約締切日 不要

キャンセル規程 無し

添乗員 実費

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
碧南市明石公園
愛知県碧南市明石町6-11
TEL 0566-48-1722

【明石公園桜まつり】明石公園×桜C-06
西三河（碧南市）



企画・
商品内容

園内はジニアやマリーゴールド、サルビアなど秋の花が
咲き誇り、秋限定のお化けかぼちゃやウシの立体花壇
「トピアリー」も登場します。花の大温室フローラルプレイ
スでの「ハロウィンフラワーショー」の展示や、ハロウィン
カーニバルなどのイベントも開催予定。

所要時間 60分～120分 ※見学のみ

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～ ※20名以上で入園料の団体割引適用

開催日時
2020年9月19日（土）～2020年11月3日
※定休日以外は毎日可能

価格 入園料（一般大人700円、団体大人560円）

販売手数料 要問合せ

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
デンパーク
愛知県安城市赤松町梶１
TEL 0566-92-7111 FAX 0566-92-7118

【デンパーク】秋穫祭（しゅうかくさい）C-07
西三河（安城市）



企画・
商品内容

江戸時代の初め、武士を捨てた石川丈山が京都一乗寺
に建てた詩仙堂。丈山苑は、そのイメージを丈山の生誕
地安城市和泉町に再現し、「丈山の世界」を伝える空間と
して平成８年５月に開苑しました。

詩仙堂を模して造られた詩泉閣の周りに、丈山作庭の
代表的な形式３庭園（唐様庭園・枯山水庭園・池泉回遊
式庭園）を設え、漢詩の大家でもある丈山の代表作を、漢
詩碑として庭のところどころに配しています。

四季折々の草木や花々を眺め、苑内を流れるせせらぎ
の響きに耳を傾ける。そんな丈山が愛した庭屋一如の世
界を、お抹茶をいただきながら堪能できます。

所要時間 見学と抹茶で４５分程度。

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最大１００名まで受入れ可能。

開催日時
９：００～１７：００（最終入苑は１６：３０）
定休日：毎週月曜日（祝日の場合は開苑）、年末年始

価格

お抹茶（お菓子付） 一服３５０円
＊入苑料別途要

一般１００円（中学生以下は無料）
団体（１０人以上の場合）８０円
障害者割引有り

販売手数料 なし

予約締切日
１０名以上で来苑される場合、事前に電話にて連絡いた
だけるとありがたいです（抹茶菓子の準備のため）。

キャンセル規程
キャンセル料はありませんが、必ず事前に連絡してくださ
い。

添乗員 入苑無料

大型バス駐車場 あり（２台）

注意事項
・玄関に車椅子用の昇降機あり。
・ご要望があれば施設の概要説明をさせていただきます。

問い合わせ先
丈山苑
〒444-1221 愛知県安城市和泉町中本郷180-1
TEL／FAX（共通）0566-92-7780

【丈山苑】せせらぎと草木のそよぎに耳を澄ます。丈山苑で一服。C-08
西三河（安城市）



企画・
商品内容

西尾市憩の農園内のバラ園では約２００種、約３５００本
の余りのバラが植えられており、秋（１０月）と春(５月）に
見頃を向かえバラ園いっぱいに色とりどりの美しい花が
咲き誇ります。
西尾市憩の農園では、産直農産物や蘭、シンピジウム、
シクラメンなど鉢花、草花苗から植木まで取り揃えており、
観賞やお買い物も楽しんでいただけます。

所要時間 ３０分前後

最少催行人数
最大受入れ可能人数

バスにて来園されるときは、あらかじめ問合せ先にご連
絡を下さい。

開催日時
１０月中旬から１２月中旬まで
年中無休（但し、１月１日は休み）

価格 入園無料

販売手数料 なし

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無 料

大型バス駐車場 あり 第２駐車場（バス駐車場）

注意事項
園内禁煙、
ペットを連れての入園はご遠慮ください。

問い合わせ先

ＪＡ西三河 西尾市憩の農園・バラ園
愛知県西尾市斉藤町大割２８番地
TEL 0563-56-8168 FAX 0563-56-1463
ホームページ http://www.ja-ikoi.com

【西尾市憩の農園】秋のバラと鉢花観賞・お買い物

秋バラのピークは１０月中旬ごろ。
約３５００本のバラが咲き誇ります。

12月中旬から1月中旬には、高さ4㍍
のジャンボ門松がお目見え！

温室や野外庭園では、多種多様な鉢花や植
木・苗木、花壇苗を販売。１２月には、クリ
スマス向けポインセチア、年末年始の門松や
松竹梅の寄せ植えがおすすめです！

C-09
西三河（西尾市）



企画・
商品内容

高さ25ｍ、打ち出の小づちのようなかたちの1本木である
「大和の大いちょう」の黄葉は、11月中下旬から12月中
旬が見ごろ。そんな大いちょうの写真をメールで豊川市
観光協会に送ると、ポストカードをプレゼントいたします。
お帰りは、「本宮の湯」へぜひお立ち寄りください。20名
以上で入浴料が500円！

所要時間 お立ち寄り時間お任せ

最少催行人数
最大受入れ可能人数

制限なし

開催日時
黄葉時期は、11月中旬から12月中旬
※緑の大和の大いちょうも迫力満点です。

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 予約不要

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（無料、多目的トイレあり）

注意事項
H30年9月の台風の塩害被害で枝葉が少なくなりました
が、1本木の迫力満点です。

問い合わせ先
豊川市観光協会（秋山・伊藤）
TEL 0533-89-2206

【巨木の大いちょう】ポストカードプレゼント企画

ポストカードを
プレゼント

C-10
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

名古屋市内の紅葉の名所「徳川園」では、園内約300本の
モミジやニシキギが色づく時期に「錦を纏（まと）う 徳川園
紅葉祭」を開催します。期間の中で６日間は開園時間を延
長してライトアップを行い、昼間とは違う表情をみせる徳川
園をご覧いただけます。

所要時間 ４０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

制限なし

開催日時

11月21日（土）～12月6日（日）各日9時30分～17時30分
11月27日(金)～29日(日)と12月4日(金)～6日(日)は、
閉園時間を３時間延長し20時30分まで夜間開園してライト
アップ実施。最終入園は閉園の30分前まで。

入園料 300円（中学生以下無料）、人数により団体割引あり

販売手数料 なし

予約締切日
団体予約は基本的には不要ですが、事前に人数を連絡し
ていただければ入園がスムーズです。

キャンセル規程 なし

添乗員 ―

大型バス駐車場 ７台

注意事項
紅葉祭期間中は様々な催事を実施します。
催事スケジュールは徳川園ホームページかチラシ等で確
認してください。

問い合わせ先
徳川園事務所
愛知県名古屋市東区徳川町1001
TEL 052-935-8988 FAX 052-937-3847

【徳川園】錦を纏う 徳川園紅葉祭C-12
名古屋



信⾧・秀吉・家康を生んだ愛知県。
彼らの子飼いや譜代の者が全国各地に配置されました。
だから、江戸初期の大名のおよそ７割が愛知県出身とも。
特定の武将ゆかりの地めぐりも、時代順に巡る古戦場跡めぐりも、
あいちなら、ユニークな歴史ファン向けツアーを作れます。



企画・
商品内容

地上１００ｍの展望階から、織田信長公が尾張制覇と岐
阜進出を果たした舞台（清洲城・小牧山城・岐阜城）を一
望できます。そこで、ガイドボランティアが当時の勢力関
係を上空から解説。岐阜城に行く前に立ち寄れば、より
時代背景を理解でき、ツアー全体のお客さま満足が上が
ることが期待できます。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大６０名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
ツインアーチ１３８開館日は毎日可能
開始時間は応相談

価格 無料（展望階への入館料は別途要）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（展望階への入館も無料）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

ガイドは１３８タワーパークガイドボランティアが行います。
ガイドの内容は歴史・周辺ガイドなどご希望に合わせて
アレンジできます。ガイド料は無料ですが展望料金（大人
500円、小人200円、幼児100円、シルバー250円）は別途
必要となります。※２０名以上は２割引

問い合わせ先
国営木曽三川公園 １３８タワーパーク
愛知県一宮市光明寺字浦崎21番地3
TEL 0586-51-7105 FAX 0586-51-7107

国営木曽三川公園138タワーパークのメイン施設として作られたタワー「ツインアーチ138」

イベントや季節の花も要チェックです。

入園料 無料（展望階利用料は必要）

開園時間

開園時間：9:30～17:00 
休園日：毎月第2月曜日 (8月・12月を除く/休日
の場合は直後の平日)
※8月13日～8月15日及び 11月23日～12月25日は9:30～21:00 
※ツインアーチ１３８の入館は、閉園時刻の30分前まで
※駐車場は8:00に開門いたします。

休園日 毎月第2月曜日 (8月・12月を除く/休日の場合は
直後の平日)

駐車場 無料（900台）、バス19台（臨時駐車場を含
む）

【ツインアーチ138 】地上100mから信⾧公の尾張制覇と岐阜進出の舞台を解説

１
３
８

タ
ワ
ー
パ
ー
ク

名古屋駅

岐阜
羽島駅

名古屋高速
国道22号

約45分

名神高速
東海北陸道

約30分

岐阜城
（大河ドラマ館）

国道22号

約30分

D-01
尾張（一宮市）



企画・
商品内容

織田信長が初めて手掛けた小牧山城は、信長公が岐阜
に進出する足がかりとなった場所。さらに、本能寺の変
ののち、信長の後継を巡って秀吉と織田信雄（のぶか
つ）・家康連合軍が戦った「小牧・長久手の戦い」で、信
雄・家康連合軍の本陣となりました。本能寺の変の前後
で登場する重要な場所である小牧山城に、大河ドラマ館
の前後に立ち寄っていただければ、ツアーのストーリー
性が高まることが期待できます。

所要時間 １２０分（ご要望にあわせてアレンジ可能です）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大６０名
＊１ガイドで２０名までご案内可能。２０名を超える場合
は、２０名ごとにガイドを増員して対応します。

開催日時
毎日可能、開始時間は午前9時～午後5時の間で応相談
＊ただし、毎月第3木曜日は、山頂の小牧市歴史館と山
麓のれきしるこまき(小牧山城史跡情報館)は休館です。

価格

ガイド１人あたり１，０００円
＊小牧市歴史館及び「れきしるこまき」（小牧山城史跡情
報館）に入館する場合は、ガイドの入館料もご用意くださ
い。

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（小牧市歴史館と「れきしるこまき」入館料は必要）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・無料の定期観光ガイドツアー（毎週土曜10時出発、約2
時間）もあります。

問い合わせ先
（一社）小牧市観光協会 （担当：八木・名坂）
愛知県小牧市中央1-260
TEL 0568-39-6123 FAX 0568-39-6124

【史跡小牧山】織田信⾧ゆかりの小牧山城をガイド

史
跡
小
牧
山

名古屋駅
名古屋高速

約30分

岐阜羽島駅

岐阜城
（大河ドラマ館）

大河ドラマ館
ぎふ可児

大河ドラマ館
ぎふ恵那

小牧市歴史館（小牧山城模擬天守）
開館時間
午前9時～午後4時30分（有料エリアへの入
場は午後4時15分まで）
※御城印のお買い求め、続日本百名城スタ
ンプ、施設利用等は午後4時30分までです。

れきしるこまき（小牧山城史跡情報館）
開館時間
午前9時～午後5時（常設展示室（有料エリ
ア）への入場は午後4時30分まで）
※御城印のお買い求め、施設利用等は午後5
時までです。

入館料（2施設共通）／一般100円、団体（30人以上）60円、中学生以下無料

名神高速

約30分

名神高速・東海北陸道

約50分

名神・中央・東海環状

約40分

名神・中央道

約70分

D-02
尾張（小牧市）



企画・
商品内容

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公の一人・織田信長公が生
まれたのは、稲沢市から愛西市にまたがる地域にあったとされる
幻の城「勝幡城」です。
木曽川支流の大河「三宅川」沿いに造られ、経済都市・津島湊と
政治都市・清須との中間にありました。守護代の一つ・織田大和
守家の三奉行の一人に過ぎなかった祖父・信定が津島湊を支配
するために築城したと言われています。江戸中期に行われた大
規模河川改修によって、その中心部は日光川に沈み、現在は
「織田弾正忠平朝臣信定古城蹟」など石碑のみが建つ「幻の古
城址」です。近くには、河川改修の痕跡や信長公が通った津島上
街道や清洲街道も残されています。
現地ガイドの案内で勝幡織田氏三代の原点の地を訪ね、戦国乱
世を終焉に導いた織田氏の先見性やカリスマ性に思いを馳せ、
テレビドラマでは感じ取れない、現地版の歴史の謎解きや歴史ス
トーリーを味わってみませんか。

所要時間 45分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少10名～最大30名

開催日時 日時ともに応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 14日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
現地にはトイレがありません。
※名鉄津島線「勝幡」駅に公衆トイレあり（徒歩10分圏内）。

問い合わせ先
稲沢市観光協会 （愛知県稲沢市朝府町15番15号）
TEL：0587-22-1414 FAX：0587-22-1424
メール：inakan@inazawa-kankou.jp

【勝幡城跡】現地ガイドと巡る信⾧公生誕の地
信
長
公
の
成
功
、
そ
し
て
三
英
傑
の
歴
史
は

こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
！

名鉄津島線・勝幡駅前広場内に設置されている信⾧親子像

と勝幡城推定復元模型も一緒にご案内します。（⇒）

D-03
尾張（稲沢市）



企画・
商品内容

長光寺は、応保元年（1161）に平頼盛の病気平癒の祈りから創建
された寺で、若かりし日の信長の遊び場だったと言われています。
尾張六地蔵の一つで、境内の真ん中に建つ地蔵堂が六角の円堂
になっているため、六角堂と呼ばれるようになり、地名の由来にも
なりました。地蔵堂は珍しい中国風の形式を持つ唐様の室町建築
で、その中には中世鋳鉄技術の最高傑作と謳われ、国重要文化財
の「鉄造地蔵菩薩立像」が納めれています。この地蔵は世の中に
異変が起きる前に全身に汗をかいて人々に知らせるという伝説が
あり、別名「汗かき地蔵」とも呼ばれています。この地を遊び場とし
ていた若き信長は、自らに起こる天命をこの鉄仏から知らされたの
かもしれません。
そして、境内の奥には、臥松水（がしょうすい）という井戸がありま
す。この井戸水を信長が愛飲し、清須城や岐阜城まで取り寄せた
とも伝えられています。この「汗かき地蔵」と「臥松水」井戸を住職
の講話と共に特別に拝観いただけます。

所要時間 45分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少1名～最大40名

開催日時
原則、毎日可能。時間は応相談。
※用務等のため、受け入れできない場合があります。

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 14日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・必ず事前に予約してください。
・日時によって、用務等のため、拝観いただけない場合が

あります。

問い合わせ先
興化山 長光寺
（愛知県稲沢市六角堂東町三丁目2番地8）
TEL：0587-32-3971 FAX：0587-50-5388

【興化山 ⾧光寺】信⾧公愛飲「臥松水」井戸と「汗かき地蔵」特別拝観

信⾧公愛飲「臥松水」

鉄造地蔵菩薩立像
（通称：汗かき地蔵）

地蔵堂（通称：六角堂）

若
か
り
し
日
の
信
長
の
遊
び
場
！

名古屋駅

岐阜
羽島駅

興
化
山
長
光
寺

県道190号
（名古屋一宮線）

約30分

名神高速
名古屋高速

約30分

D-04
尾張（稲沢市）



企画・
商品内容

信長公が織田家当主として初めて居城した城で、今川義
元を破った桶狭間の戦いは清洲城から出陣しました。ま
た、信長公亡き後、織田家の跡継ぎを決める会議「清須
会議」が行われたのも清洲城です。
天下布武の出発点である清洲城周辺をガイドボランティ
アがご案内します。

所要時間 最大3時間（見学箇所数によって時間は変わります。）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

１～４０名程度

開催日時
ガイドボランティアの研修会実施日及び
お盆、年末年始はお休みします。

価格
ガイド1名につき運営協力金1,000円
清洲城の入場料は別途かかります。
（大人300円、小人150円、幼児無料 団体は20名以上）

販売手数料 なし

予約締切日 実施日の2週間前

キャンセル規程 なし

添乗員 清洲城の入場料無料

大型バス駐車場 あり（事前に清須市観光協会までご連絡ください）

注意事項
ガイドボランティア、ガイド内容につきましては、清須市観
光協会のホームページをご覧ください。
URL：http://www.kiyosu-kanko.jp/volunteer.html

問い合わせ先
清須市観光協会
Tel：052-400-2911 FAX：052-400-2963
E-mail：kiyosu-kanko.01@samba.ocn.ne.jp

【清洲城】天下布武の出発点 信⾧公の面影を辿るガイドボランティアD-05
尾張（清須市）



企画・
商品内容

織田信雄（のぶかつ）が父・信長を弔うために建立した
「總見寺」が最初。その後、曲折があって、正保元年
（1644）、現在地に「總見院」として創建されました。当寺
では、信雄が本能寺の変の直後、焼け跡を捜索させて
探し当てた兜を所蔵。信雄は、これを信長公所用の兜と
確証したといわれています。装飾品がすべて焼け落ち、
突盔(とっぱい)型の鉢と脇立の角本、黒漆が僅かに残る
のみとなっている兜を講話と共に拝観いただきます。

所要時間 ２０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大４５名

開催日時
原則、毎日可能。時間は応相談。
＊用務等のため、受け入れできない場合があります。

価格 拝観料：１人２００円（２５名以上は一律５，０００円）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・必ず事前に予約してください。
・日時によって、用務等のため、拝観いただけない場合
があります。

問い合わせ先
興聖山 總見院
愛知県清須市大嶋1丁目5番地2
TEL 052-400-3322

【興聖山 總見院】信⾧公の遺品 本能寺の「焼け兜」拝観

興
聖
山
總
見
院

名古屋駅

岐阜
羽島駅

県道190号
（一宮清洲線）

約30分

名神高速
名古屋高速

約30分

岐阜城
（大河ドラマ館）

名古屋高速
国道22号

約50分

總見院殿贈大相國一品泰巖大居士
織田信⾧公尊像

信⾧公遺品「焼け兜」

D-06
尾張（清須市）



企画・
商品内容

安城ふるさとガイドの会の案内のもと、歴史スポットや安
城市の名所などを楽しめるツアーです。徳川家康のルー
ツや、「ごんぎつね」で有名な新美南吉の壁画などを探
訪できます。

所要時間 行程による

最少催行人数
最大受入れ可能人数

５名
＊最大受入れ可能人数：応相談

開催日時 毎日

価格 無料

販売手数料 無料

予約締切日
２週間前
※申込用紙への記入必要
※規模が大きいものは２か月前

キャンセル規程 -

添乗員 -

大型バス駐車場 -

注意事項
・小雨決行（荒天中止）
・動きやすい服装で

問い合わせ先
安城市観光協会（安城市商工課内）
ＴＥＬ:0566-71-2235 ＦＡＸ:0566-76-1184
mail:shoko@city.anjo.lg.jp

【安城ふるさとガイドの会】安城史跡ツアーD-07
西三河（安城市）



内 容

1471年（文明3年）より徳川家康の祖父・松平清康まで4
代にわたって松平総領家の居城だった安城城（安祥城）。
1540年（天文9年）になると織田信長の父・信秀が城を奪
い、家康の父・松平広忠が奪い返そうと、10年に及ぶ争
奪戦が繰り広げられた歴史ある場所です。
松平・織田の攻防の史跡が残る安祥城址一帯には、安
城市歴史博物館や安祥城址公園などが整備され、歴史
や文化を気軽に楽しめる拠点「安祥文化のさと」として親
しまれています。
【安祥城址ガイドウォーク】
安祥城址と安城松平をめぐるガイドウォークを実施
【歴史博物館 常設展ガイド】
毎月第2・4土曜10時～12時、13時～15時にてボランティ
アによる常設展の案内ガイドを実施

団体受入れ可能人数 ５～５０名

営業時間 ９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

休館日 毎週月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始

歴史博物館 観覧料

・常設展：200円（中学生以下無料）
・特別展（年3回）：300円～800円（中学生以下無料）
・企画展（年2回）：観覧無料
※団体割引・障がい者割引あり。

安祥文化のさと内の
文化施設

安城市歴史博物館・安城市民ギャラリー・安城市埋蔵文化財セ
ンター・安祥公民館・安祥城址公園・ぷらす珈琲店

ガイド予約締切日
【城址ガイドウォーク申込】５日前まで
【常設展ガイド】当日受付可

キャンセル規程 なし

添乗員 展示観覧料要

大型バス駐車場 あり

注意事項 特になし

問い合わせ先
安城市歴史博物館
TEL：0566-77-6655 FAX：0566-77-6600

【安祥文化のさと】安城市歴史博物館と安城松平をめぐるガイドウォーク

安祥文化のさと 安城市歴史博物館や安祥城址公園のある文化施設一帯

重要文化財 人面文壺形土器
（安城市歴史博物館 常設展）

大乗寺 山門（安祥城址石碑）

ぷらす珈琲店

安城市歴史博物館

D-08
西三河（安城市）



企画・
商品内容

①風林火山！山本勘介ボランティアガイド
武田信玄の軍師と知られる山本勘介の墓、守護神が
祀ってある長谷寺などまち歩き付き。
②牧野一族の軌跡ボランティアガイド
今川・松平（後の徳川氏）のはざまにあい、徳川家臣と
なった牧野一族の軌跡をたどります。

所要時間 約２時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少数名～バス１台まで

開催日時 毎日

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １か月前から１４日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場
豊川駅東駐車場（大型バス・マイクロバスは無料。要予
約）

注意事項

問い合わせ先
豊川市観光案内所
TEL 0533-89-2411

【豊川市内】観光ボランティアガイドと戦国武将を辿る

牛久保八幡社

牧野成定公廟 今川義元公墓所

D-09
東三河（豊川市）



古くから交通の要衝だった愛知県。
東海道はもとより、信州へと通じる飯田街道、
中山道と伊勢方面をショートカットできた下街道など、
多くの街道が県内を行き交っていました。
ところによっては、古いまちなみも残っています。



企画・
商品内容

美濃路と木曽川の歴史と文化を学び、大正時代の建物
から美しい近代庭園を眺めながら、ゆっくりと時間を過ご
してみませんか。茶臼体験や町並みガイドなどのメ
ニューもあります。

所要時間 館内見学は1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

5名（それ以下は要相談）
※20名以上の場合は要相談

開催日時
定休日以外は毎日可能
開始時間は応相談

価格 体験等をする場合は有料（1体験500円）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日（2週間）前まで

キャンセル規程 ―

添乗員 体験をする場合は、お客様と同額

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・入館料は無料。
・ボランティアガイド（無料）による町並みガイドがあり、時
間や内容についてはご希望に合わせてアレンジ可能。
・有料体験 500円

干支土鈴に絵付け、茶臼体験（お菓子付き）など
・春季（3週間のみ）・秋季（3週間のみ）に呈茶

問い合わせ先
一宮市尾西歴史民俗資料館
愛知県一宮市起字下町211
TEL 0586-62-9711 FAX 0586-62-9545

【美濃路×木曽川ミュージアム 一宮市尾西歴史民俗資料館】秋冬の展覧会・催事

資料館本館では、美濃路の歴史や木曽川
の自然について、古文書や映像で紹介して
います。また、濃尾地震後に建てられた旧脇
本陣林家の建物と昭和初期に作庭された美
しい近代庭園があり、川と道が織りなした悠
久の歴史をのんびりと体感することができま
す。

子ども向けに体験プログラム「発見の森」
があり、親子でも楽しめます。

木曽川を背景に
美濃路の歴史と文化を感じる

■本館 展覧会

10/10～11/23 秋季特別展「あかりの用と美」

行燈や手燭などの古い灯りの道具から現代まで

の灯火具の歴史を紹介。

2/13～3/21 冬季収蔵品展「地域の災害史」

濃尾地震や伊勢湾台風など、これまでの災害と

その復興について紹介する。

■旧林家住宅催事

10/10～10/25 現代作家美術展

「そこにある存在と記憶展」

6名の現代美術作家の作品が古民家を彩る。

11/14～11/23 紅葉のおもてなし「もみじまつり」

旧林氏庭園の紅葉の時期に、山野草展、演奏会、

呈茶会、落語会などの催し物を開催。

■その他企画

展示室案内 旧林家住宅案内

美濃路ボランティア案内 体験講座 呈茶

子ども向け体験プログラム「発見の森」

ナイトミュージアム など

E-01
尾張（一宮市）



企画・
商品内容

江戸時代から「知多木綿」の特産地として栄えた岡田地
区。当時の姿を色濃く残した土蔵や黒板塀が立ち並び、
伝統的な手織り木綿を体験できる施設や、趣のある風景
が今も残っています。岡田街並保存会のボランティアガ
イドによるガイドと木綿蔵ちたでの特別機織り体験（綿繰
り体験⇒機織り体験（コースター））のセットになります。

所要時間 １２０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少30名～最大40名
＊１０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
営業／10：00～16：00 定休／水・木・最終月曜日 年
末・年始

価格 １名につき３，０００円

販売手数料 ２０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
ガイドの内容はご希望に合わせてアレンジできます。
また、人数によっては複数班で対応することになります
のでお問合せください。

問い合わせ先

知多市観光協会
愛知県知多市岡田字段戸坊５番地
TEL 0562-51-5637 FAX 0562-51-7456
知多市商工振興課
愛知県知多市緑町１番地
TEL 0562-36-2664 FAX 0562-32-1010

【岡田の古い街並み】知多木綿のふるさと街並みガイド&
綿繰りからの特別機織り体験ツアー

▲街並みボランティアガイドがお客様の
要望に合わせて案内します。 ▲瓦の目地に漆喰が塗られた「なまこ壁」

▲土蔵や板塀の間を縫うような細道
▲レトロな街並

▲木綿蔵ちたのスタッフが丁寧に教えます。 ▲作成したコースター

E-02
知多（知多市）



企画・
商品内容

東海道35番目の宿場「御油宿」と36番目の「赤坂宿」。国
の天然記念物御油の松並木や大橋屋（旧旅籠鯉屋）な
ど現在もその面影を残すまちをボランティガイドと散策。

所要時間 ３０分～３時間（コースにより異なる）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少数名～バス１台まで

開催日時 毎日

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １か月前から１４日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 御油松並木公園駐車場（無料）・大型バス可

注意事項

問い合わせ先
豊川市観光案内所
TEL 0533-89-2411

【東海道御油宿・赤坂宿】ボランティアガイドとまち歩き

御油の松並木

大橋屋

御油宿・赤坂宿

E-03
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

東海道五十三次の33番目の宿場。江戸時代末の本陣と旅籠屋
「清明屋」を改修・復元した資料館や、商家「駒屋」等があります。
本陣と旅籠、商家を同時に見学できる宿場町は、全国でもここだけ
です。

所要時間 120分程度（二川宿本陣資料館＋商家「駒屋」、移動時間を含む）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

30名以上なら団体料金適用あり

開催日時

二川宿本陣資料館：午前9時～午後5時（入館は4時30分まで）
定休日：毎週月曜日（祝日または振替休日の場合はその翌平
日）と12月29日～1月1日

商家「駒屋」：午前9時～午後5時（入館は4時30分まで）
定休日：毎週月曜日（祝日または振替休日の場合はその翌平
日）と12月29日～1月1日

価格
二川宿本陣資料館：一般400円、小中高校生100円
団体（30名以上）：一般320円、小中高校生80円
商家「駒屋」：無料

販売手数料 なし

予約締切日 前日まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場
資料館前の旧東海道は大型車両の通行が禁止されているため、
大型・中型バスでご来館される場合は、「二川宿大駐車場」をご利
用ください。（資料館まで徒歩5分 7台、無料）

注意事項
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ガイドによる館内の
案内は実施を見合わせています。

問い合わせ先

二川宿本陣資料館
愛知県豊橋市二川町字中町65番地
TEL 0532-41-8580
商家「駒屋」
愛知県豊橋市二川町字新橋町21
TEL0532－41-6065

【二川宿】二川宿本陣資料館と商家「駒屋」見学

フリースペース

▲二川宿本陣は、文化4年(1807)から明治3年(1870)まで
本陣職を勤めた馬場家の遺構で、改修復原工事によ
り主屋・玄関棟・書院棟・土蔵等を江戸時代の姿に
復原し、大名や公家など貴人の宿舎であった建物を
一般公開しています。

◀商家「駒屋」は、
主屋・土蔵など
8棟の建物から
なり、二川宿で
商家を営むかた
わら、問屋役や
名主などを勤め
た田村家の遺構
です。

E-04
東三河（豊橋市）



意外と知られていませんが、日本一、寺社が多いのは愛知県。
三種の神器のひとつ「草薙剣」を祀る熱田神宮をはじめ、
日本新四国のひとつである「知多四国」、
撮影スポットやパワースポットとして人気のところなど、多彩。
人気の御朱印巡りもおすすめです。



企画・
商品内容

善光寺東海別院は、明治43年に信州善光寺より善光寺
如来様を歓請して創立され、祖父江善光寺とも呼ばれて
います。
御本尊の足元の暗闇を回り、如来像の前の錠前に触れ
ることで御本尊と縁を結べる戒壇めぐりでは、極楽をこの
世で拝む体験ができます。
また、団体ツアーのお客様には「ご法話」と「お茶のサー
ビス」を提供いたします。

所要時間 40分～60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少20名～最大200名

開催日時 毎日9：00～17：00

価格
戒壇めぐり拝観料 （団体割引）

大人：270円 小人：135円

販売手数料 なし

予約締切日 前日

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 12台

注意事項 団体割引は、20名以上の一括精算に限る。

問い合わせ先

善光寺東海別院
（愛知県稲沢市祖父江町祖父江南川原57-2）
フリーダイヤル：0120-41-3591
TEL：0587-97-0043 FAX：0587-97-6043
メール：info@zenkoji.com
HP：https://www.shiroishi.biz/

【善光寺東海別院】団体ツアー限定！法話と戒壇巡り

大型バス
駐車場完備
（12台）

岐阜羽島ICから
岐阜羽島駅から 車で15分!

本堂

極楽をこの世で拝める「戒壇巡り」

2021年は７年に一度の御開帳
（4/4～5/30）

無料法話

F-01
尾張（稲沢市）



企画・
商品内容

５４０年、欽明（きんめい）天皇元年の鎮座と伝えられ、１４５０余年もの
歴史を誇る津島神社。御祭神は建速須佐之男命（たけはやすさのおの
みこと）。京都の八坂神社と並ぶ天王社として崇められ、全国に３０００
以上も点在する津島神社の総本社でもあります。
長い歴史の間には、織田・豊臣・徳川から格別の崇敬を受けたことが
あります。
津島神社の神職による説明後、徳川家康の四男の松平忠吉の妻政子
が寄進した「本殿」、豊臣秀吉の寄進と伝えられる「楼門」（いずれも国
指定重要文化財）、豊臣秀頼が寄進した「南門」（県指定文化財）をガイ
ドボランティアが解説しながら見学します。
また、津島神社の「尾張津島天王祭の車楽舟行事」（ユネスコ無形文
化遺産）についても通常、未公開の祭船のレプリカを見学しながらガイ
ドボランティアが解説します。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少20名～最大40名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 開催日時は応相談

価格 ガイド料：お客さま１人につき500円

販売手数料 なし

予約締切日 14日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・本殿は、塀越しからの見学となります。
・津島神社の神職による説明は祭事による繁忙期以外
の日程で要予約となります。

問い合わせ先
津島市建設産業部産業振興課観光グループ
愛知県津島市立込町２－２１
TEL 0567-55-9663（直通） FAX 0567-24-1791

【津島神社】織田・豊臣・徳川の崇敬を受けた津島神社と信⾧も見た天王祭の解説

左 神社東鳥居、右上から本殿、楼門（国指定重要文化財）

尾張津島天王祭の車楽舟行事、左上から宵祭、朝祭（ユネスコ無形文化遺産）
右 南門（県指定文化財）

F-02
海部（津島市）



企画・
商品内容

お寺の境内で50店舗出店するマルシェ。 本堂前では
パーフォーマンス（和太鼓、大道芸人、チンドン屋など月
替わり）が行われる。１月は初もうで、2月は節分祭、３月
は涅槃会とお寺の行事と同時開催で賑わいをみせる。

所要時間 ６０分～

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少催行人員：設定なし

開催日時
2020年12月6日（日）、2021年1月10日（日）、1月31日
（日）、3月7日（日）

価格 無料（ただし、祈祷、絵解きなどは有料）

販売手数料 なし

予約締切日 予約不要

キャンセル規程 キャンセル料なし（ただし雨天中止）

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（10台）

注意事項
・雨天中止
・2021年の楽市＆節分祭はカレンダーの関係で1月31日
に開催されます。

問い合わせ先
野間大坊
愛知県知多郡美浜町大字野間字東畠50
TEL 0569-87-0050 FAX 0569-87-2327

【野間大坊】大坊の楽市（2月節分祭、3月涅槃会同時開催）F-03
知多（美浜町）



企画・
商品内容

港町として栄えた大浜には、歴史あるお寺がいっぱい。
三英傑とのゆかりもあり、散策だけでも大満足。十カ寺
全て回るスタンプラリーのほか、御朱印は７寺、古民家カ
フェや味淋蔵等が点在しています。

この地に詳しいガイドが、ご要望に合わせて案内いた
します。

所要時間 ６０分～１日

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大６０名
＊１５名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 毎日可能、応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
大浜てらまち案内人の会 事務局 碧南市商工課
愛知県碧南市松本町28
TEL 0566-95-9894

【大浜てらまち】大浜てらまち案内人によるガイドツアーF-04
西三河（碧南市）



企画・
商品内容

・東照宮は徳川家康と松平氏の始祖・松平親氏を祀る神社。
2015年に家康公400年祭を機に108枚の漆絵の天井画を施しま
した。108枚の漆絵は松平で見られる季節の草花が描かれ、観
る者を魅了いたします。本企画では、正式参拝と神職さんによる
ご案内をセットにしました。
・竹千代（のちの徳川家康）が8歳の時に書いたと伝えられてい
る「花月一窓」の掛け軸を公開。ご希望により座禅会、写経など
も受付可。

所要時間 １２０分(６０分から対応可能)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大８０名
※４０名１グループとし、交互に案内

開催日時

定休日以外は毎日可能
午前、午後各 1回 10：00/13：00
・所要時間、見学内容、開始時刻は変更できますので、相談して
ください。

価格
１，５００円東照宮正式参拝料（代表者1名の玉串奉典）や天井
画拝観料を含む、「産湯の井戸」のご神水、松平家の家系図特
製チラシ、おふだのプレゼント付き

販売手数料 なし

予約締切日 催行日の７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 フリー

大型バス駐車場 有（要予約）

注意事項
・お祭りや七五三、結婚式等のイベントにより催行できない場合
もございます。

問い合わせ先
松平郷ふるさとづくり委員会
電話080-5166-1629（加藤）
ＦＡＸ0565-58-1629

【松平郷（松平東照宮＆高月院）】
松平東照宮正式参拝と天井画拝観＆高月院「花月一窓」特別公開

F-05
西三河（豊田市）



企画・
商品内容

豊川稲荷本殿でのご祈祷に、ご要望に応じて、精進料理の
接待や座禅、写経の体験をセット。

所要時間
２時間
※団体ご祈祷のみの場合は、待機時間含め45分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大８０名（８０名を超える場合は要相談）
※豊川稲荷スタッフ可能であれば、240名まで受入れ可能
例：80名×3班

開催日時 要相談

価格

❖ご祈祷・お札・精進料理 1人4,000円
+写経・座禅体験 1人1,000円
※一人ひとり氏名とそれぞれの願い事3つよばれます。

❖団体ご祈祷（20名以上）の場合は、1人1,000円（お守り付）
※団体名と1回願い事3つよばれます。
※精進料理、お札は、つきません。
＋写経・座禅体験 １人1,000円

販売手数料 ５％

予約締切日 ２週間前まで

キャンセル規程
ございませんが、オールキャンセルは、ご遠慮ください。当日
の多少の増減も対応可能

添乗員
フリー（食事は、精進料理）
※ご祈祷、座禅、写経体験は有料

大型バス駐車場 豊川駅東駐車場（大型バス・マイクロバスは無料。要予約）

注意事項

問い合わせ先
株式会社トラベル東海
TEL.0533-84-7115

【豊川稲荷】日本三大稲荷豊川稲荷で体験！ご祈祷と精進料理・座禅・写経体験F-06
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

ボランティアガイドが奥の院までご案内。霊狐塚に祀ら
れている約1,000体以上の狐の像は、見ごたえがありま
す！日本三大稲荷の1つ、あますことなくボランティアガ
イドが広い境内の見どころを紹介。

所要時間
２５分～９０分
（奥の院までのご案内の場合は、最低４５分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少数名～最大バス２台

開催日時 毎日

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １か月前から１４日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場
豊川駅東駐車場（大型バス・マイクロバスは無料。要予
約）

注意事項

問い合わせ先
豊川市観光案内所
TEL 0533-89-2411

【豊川稲荷】願いが叶う！豊川稲荷奥の院までご案内F-07
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

豊川いなり寿司2個200円と豊川銘菓宝珠まんじゅう1個
100円の食べ歩き付！観光案内所にていなりんポケット
ティッシュプレゼント。

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

３０名以上（要相談）

開催日時 毎日

価格 ガイド無料、食べ歩き300円（税込）

販売手数料 なし

予約締切日 １週間前まで

キャンセル規程 前日13時から100％

添乗員 食べ歩きされる場合は有料

大型バス駐車場
豊川駅東駐車場（大型バス・マイクロバスは無料。要予
約）

注意事項
バス2台以上の場合は、時間差をつけていただければ対
応できる場合もあります。要相談。

問い合わせ先
豊川市観光協会（秋山・伊藤）
TEL.0533-89-2206

【豊川稲荷門前まち】豊川いなり寿司と豊川銘菓食べ歩き

※カステラ生地にご祈祷した米を麹にして餡にしたものが入っています。

F-08
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

1200年前から、三河国の神社では筆頭格の神社です。
大国様と慕われる大己貴命（おおなむちのみこと）を祀り、
福徳の神・国土開拓の神・縁結びの神として御神徳高く、
東海の総鎮守の社を体感。
神楽付ご祈祷を受け、御守をいただきます。

所要時間 待機時間含め３０分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少数名～最大１００名（ご祈祷の場合）

開催日時 毎日

価格
1団体20,000円（神楽付ご祈祷、御守付き、御神酒付き）
※100名まで

販売手数料 なし

予約締切日 不要

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（無料、要予約）

注意事項
ボランティアガイド無料あり
（日本一のさざれ石もあります）

問い合わせ先
豊川市観光協会（秋山・伊藤）
TEL.0533-89-2206

【三河國一之宮砥鹿神社】心願成就！正式参拝F-09
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

境内にある「大きさ日本一のさざれ石」、「健康と長寿の
神亀石」のパワーストーン等、見どころが多くあります。
ボランティアガイドと巡り、境内の見どころを紹介。

所要時間 ５分/１５分/３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～バス１台まで

開催日時 毎週日曜

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １か月前から１４日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（無料、要予約）

注意事項

問い合わせ先
豊川市観光案内所
TEL 0533-89-2411

【三河國一宮砥鹿神社】三河國一之宮砥鹿神社をボランティアガイドと巡る

さざれ石

F-10
東三河（豊川市）



【鳳来寺山】鳳来寺山特別拝観ツアーF-11
東三河（新城市）

企画・
商品内容

徳川家康ゆかりの鳳来寺山で、紅葉を楽しみながら歴史
のお話を聞きませんか。その後で、道の駅でお買い物と
足湯をお楽しみいただけます。

【内容】
・東照宮、鳳来寺特別拝観ガイド付き
・もっくるでお買い物+足湯

所要時間
２ 時 間 ( 鳳 来 山 東 照 宮 1 . 5 + 鳳 来 寺 0 . 5 ｈ )
※御宮殿へ入るのお祓い等を行います。

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大５０名

開催日時
2020年11月 １２月
開始時間は応相談

価格

実費
ガイド料：3,000円/１団体
鳳来寺拝観料：300円/人
東照宮拝観料：500円/人
駐車場料金(大型バス)：1,050円/台

販売手数料 なし

予約締切日 催行日の３０日前まで

キャンセル規程 ７日前より２０％、当日及び無連絡の場合１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり：鳳来寺パークウェイ駐車場 大型１０５０円

注意事項 紅葉最盛期には平日でも混雑しています。

問い合わせ先

ガイド申込先
新城市観光協会
TEL0536－29－0829
メールinfo@shinshirokankou.com 

駐
車
場

鳳

来

寺

鳳
来
山
東
照
宮

新
城
IC

も
っ
く
る
新
城

約１０分約2５分約１分

十二神将真達羅大将
Junishinsho Shindaradaisho
真達羅大将は、寺の本尊である薬師如来
を守る十二神将のうち寅の方角にある守
り神。家康の誕生とともに消え、死去と
ともに元の場所に現れたため、家康はこ
の真達羅大将の生まれ変わりであると伝
えられている。

鳳来山東照宮御宮殿
（国指定重要文化財）
Horaisan Toshogu Gokuden 
三大東照宮のひとつ鳳来山東照宮の本
殿「御宮殿」は、徳川家光により江戸
城内の紅葉山東照宮から移封されたも
ので御神体が安置されている場所。参
拝前には宮司による御祓いが必要。

鳳来寺山特別拝観ツアー



企画・
商品内容

開山から1300年。源頼朝公や徳川幕府の庇護を受けた
歴史もあり、国重要文化財の仏像など市内最多の文化
財を所蔵し、秋にはもみじが大変美しいお寺です。
※１年で５日間のみ公開される文化財を特別拝観（解説
付き）

貸し切りバスによるツアーで参加の場合は住職等の解
説付きで国重要文化財特別拝観ができます。（下記価格
が必要）

御朱印を収集している方にも必見。幅広い世代が訪れる
ことができるスポットです。

所要時間 40～60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少催行人数10人/最大受入れ可能人数45人

開催日時 要相談

価格 拝観料1人500円（御朱印料は含まれていません。）

販売手数料 なし

予約締切日 1週間前まで

キャンセル規程 お問い合わせください。

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 秋の紅葉シーズンは大変混雑します。

問い合わせ先
普門寺
愛知県豊橋市雲谷町ナベ山下7番地
電話＆FAX 0532-41-4500

【普門寺】豊橋のもみじ寺・文化財特別拝観

▲国重要文化財の仏像6躰､頼朝公
と等身大の不動明王像など貴重
な文化財を所蔵しています｡

▲もみじ寺として紅葉の季節も
見ごたえがあります。

▲御朱印もございます。従来の
御朱印や切り絵の御朱印もご
ざいます。

▲連続ドラマ小説エール
の御朱印もございます。

F-12
東三河（豊橋市）



日本遺産「日本六古窯」にも含まれる、瀬戸と常滑は愛知県。
陶芸体験はもちろん、
それぞれにノスタルジックな町並みを歩くガイドツアーも人気。
また、日本三大瓦のひとつ「三州瓦」関連スポットもあります。
各地で開催される大規模なやきものイベントもファン必見です。



企画・
商品内容

館長または学芸員により、60分かけて館内をじっくりとご
案内させていただきます。やきもの好きな方向けの特別
ツアーです！

所要時間 60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少15名～最大40名
＊20名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時

瀬戸蔵休館日（10/26、11/24、12/21、12/28～1/4、
1/25、2/22、3/22）、
瀬戸蔵ロボット博2021（3/24～28）開催日以外
開始時間は応相談

価格 無料（入館料は別途要）

販売手数料 なし

予約締切日 一か月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 入館無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
入館料（一般520円、高校・大学・65歳以上310円、中学
生以下無料）は別途必要となります。※20名以上はさら
に２割引

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【瀬戸蔵ミュージアム】60分じっくりガイドツアー

3階では1,000年以上の歴史がある瀬戸焼の歴史を紹介しています。

2階では昭和の瀬戸の町がひろがり、昔の尾張瀬戸駅や当時走っていた
電車、やきもの工場（モロ）、石炭窯、煙突などがみなさまをお迎えします。
なつかしい町並みを歩きながら瀬戸のやきものづくりを体感できます。

G-01
尾張（瀬戸市）



企画・
商品内容

瀬戸蔵ミュージアムを見学後、やきもの工場の原型と
なった一里塚本業窯を巡る特別ガイドツアーを実施しま
す。
ガイド後は、併設のギャラリーにてお買い物もお楽しみ
いただけます。

所要時間 20分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少15名～最大40名
＊20名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
応相談（ご用命いただき次第、一里塚本業窯の当主に
確認いたします）

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 一か月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場
なし（近くまでバスで行き、お客様に乗降いただいた後、
バスを瀬戸蔵まで回送していただきます。）

注意事項 お越しいただいたバスにガイドが乗らせていただきます。

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【一里塚本業窯】特別ガイドツアー

当主によるろくろの実演

瀬戸蔵ミュージアム館長による出張ガイド

ギャラリーでお買い物もできます

G-02
尾張（瀬戸市）



企画・
商品内容

日本で初めて招き猫の量産を始めた瀬戸市だが、そのことを知る人は少ない。そんな瀬戸市
において、招き猫ファンの聖地とも言われる場所が、日本最大の招き猫博物館「招き猫ミュー
ジアム」です。博物館にはおよそ5,000体の招き猫が展示され、ミュージアムショップでは数百点
のキャットアーティストの作品を展示販売しています。圧巻数の招き猫に出迎えられる驚きで
きっと盛り上がります。本格的なやきものでオリジナル招き猫が作れる染付け体験は思い出づ
くりに人気の商品です。

所要時間
30分（ミュージアム入館のみ）
1時間~1時間30分程度（ミュージアム入館+体験）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少20名～最大35名
※30名を超える場合は班分けをする場合があります。（2会場に分ける）

開催日時 開館日（年末、年始は除く）

価格
招き猫ミュージアム入館+招き猫染付体験：1,120円（送料別途必要）
招き猫ミュージアム入館+招き猫お絵描き体験：790円
招き猫ミュージアム入館のみ：240円

販売手数料 13％

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 なし。前日までにご連絡ください。

添乗員 招き猫ミュージアム入館無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

※染付体験は焼成後のお渡しとなるため、約1か月後の発送になります。送付先をお伺いし、別途
送料が必要です。（送り先が同一の場合は、最大24個を一梱包で発送できます。）

※お絵描き体験は当日お持ち帰りができます。

※35名を超える場合は、班分けをして班ごとに時間をずらしての受け入れであれば可能です。

※招き猫ミュージアムの館内説明（無料）をご希望の場合は、ご予約の時にお申し込みください。
※団体様のお絵描き体験と販売手数料は、この企画カードだけの特典です。ご予約時に「愛知
県の企画カード」と伝えてお申し込みください。

問い合わせ先
招き猫ミュージアム
愛知県瀬戸市薬師町2番地
TEL 0561-21-0345 FAX 0561-21-0346

【招き猫ミュージアム】入館＋招き猫染付体験

招き猫ミュージアムに
隣接する「おもだか
屋」には、お土産に
ぴったりな招き猫や、
季節の縁起和雑貨がた
くさんございます！

染付体験

G-03
尾張（瀬戸市）



企画・
商品内容

窯元組合のアンテナショップ 瀬戸蔵セラミックプラザにて、
店長の伊藤幸生氏による“瀬戸焼の豆知識” 講座を開
催いたします。お買い物の前に知っておきたいやきもの
のエトセトラや、意外と知らないお手入れ方法などを、モ
ニターを使用しながらご紹介いたします。
また、企画カードを見てご予約をただいたツアーのお客
様のみ、店内の商品を税込み価格より5％引きさせてい
ただきます。

所要時間 10分（講座のみ）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

～最大40名

開催日時

瀬戸蔵休館日（10/26、11/24、12/21、12/28～1/4、
1/25、2/22、3/22）、せともの祭（9/12～13）、招き猫まつ
り（9/26～27）、瀬戸蔵ロボット博2021（3/24～28）開催
日以外

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
お買い物5％には、割引券（ツアー当日のみ有効）
の提示が必要となります。バス到着の際に、観光協会ス
タッフより、割引券をお渡しさせていただきます。

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【瀬戸蔵セラミックプラザ】 “瀬戸焼の豆知識”講座G-04
尾張（瀬戸市）

リニューアルオープン
されたばかりのショッ
プでお得にお買い物
をお楽しみいただけ
ます！

店内イメージ



企画・
商品内容

①洞町・窯垣の小径コース
②陶祖・藤四郎のゆかりの地を巡るコース
③磁祖・加藤民吉のゆかりの地を巡るコース

所要時間 1時間～2時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少15名～最大40名

開催日時 応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 一か月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場
なし（近くまでバスで行き、お客様に乗降いただいた後、
バスを瀬戸蔵まで回送していただきます。）

注意事項
・ボランティアさんが手配できない場合は、観光協会のス
タッフが対応させていただきます。
・一時間未満のツアーは対応できかねます。

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【日本遺産のまち・瀬戸】とっておきの話が聞ける！ボランティアガイドツアー

瀬戸を知り尽くしたボランティアさんによる
ガイドツアー

G-05
尾張（瀬戸市）



企画・
商品内容

瀬戸市の秋の一大イベント・せともの祭は毎年数十万人
のお客様で賑わいます。おまつりに合わせてツアーを造
成いただいた場合、会場に最も近い大型バス駐車場を
無料でご用意いたします！（先着順）
さらに、記念品をプレゼント！（陶製招き猫or来年の干支
のつまようじ入れ）
瀬戸川沿いに約200軒ものせともの店が立ち並ぶ「せと
もの大廉売市」では、普段使いの器から陶芸作品まで豊
富に並びます。
9月12日（土）の夜には、花火打ち上げが行われ、約
1,000発の花火が秋の夜空を美しく彩ります。

所要時間 3時間～5時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少15名～最大40名

開催日時 9月12日（土）・13日（日）

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 一か月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（無料）

注意事項
会場に最も近い大型バス駐車場は先着順で14台。
会場まで徒歩約15分の「瀬戸市文化センター」の駐車場
もあり。

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【日本遺産のまち・瀬戸】日本最大級の陶器市！第89回せともの祭

瀬戸川沿いの国道を通行止めにして
約200軒ものせともの店が立ち並びます。

国の伝統的工芸品「瀬戸染付焼」を見る・買う・体験
するの3つを堪能できる“青の広場”や、 “秋の陶
フェスタ”など瀬戸焼の魅力を存分に楽しめます！

瀬戸市文化センター

G-06
尾張（瀬戸市）



企画・
商品内容

明治30年代に日本で最初に磁器による招き猫の量産を
始め、100年以上に及ぶ招き猫の歴史があり、平成8年
からこのおまつりを開催しています。
おまつりの2日間は街もヒトもモノも、招き猫でいっぱいに
なる、猫好きにはたまらないおまつりです。
おまつりに合わせてツアーを造成いただいた場合、会場
に最も近い大型バス駐車場を無料でご用意いたしま
す！
さらに、陶製招き猫のストラップもプレゼント！

所要時間 3時間～5時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少15名～最大40名

開催日時 9月26日（土）・27日（日）

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 一か月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（無料）

注意事項

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【日本遺産のまち・瀬戸】街中が招き猫でいっぱい！第25回来る福招き猫まつりin瀬戸

国内外のアーティスト100人による「にっ
ぽん招き猫100人展」は見ごたえ満点！

毎年大人気の招き猫メイク（無料）

G-07
尾張（瀬戸市）



【瀬戸蔵】団体様限定特別プレゼント！

企画・
商品内容

瀬戸蔵ミュージアムの有料入館or窯場㋖食茶房蔵所の
ご利用で、もれなく皆様に招き猫のねつけをプレゼントい
たします。

所要時間 －

最少催行人数
最大受入れ可能人数

－

開催日時 －

価格 －

販売手数料 －

予約締切日 一か月前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（無料）

注意事項 ご予約の際に、「企画カードを見た」とお伝えください。

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

G-08
尾張（瀬戸市）



企画・
商品内容

犬山焼は、江戸時代の初めごろ、犬山市東部に窯を
築いたのが始まりとされています。一度廃窯してしまい
ましたが、当時の犬山城主成瀬正寿が開窯、犬山藩お
庭焼として発展し現在に至ります。
作風は「雲錦手」とよばれる、桜と紅葉が特徴です。
① 陶芸ろくろ体験コース
② 陶芸手びねり体験コース
③ ①②体験後、自分の作品に絵付けができます。

（約１か月後に再訪ください。無料。）

所要時間 ①約９０分 ②約６０分 ③約６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大１５名
※30名以上も対応可能。詳細はご相談ください。

開催日時 開催日時は要相談

価格
２，５００円（体験料・作品１点・焼成費込）
作品２点目からは、１点につき１，２５０円（追加は任意）

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 １台あり （要予約）

注意事項
完成は、１～２か月後となります。
発送をご希望の場合、別途送料が必要です。

問い合わせ先
後藤陶逸陶苑
愛知県犬山市犬山相生１４
TEL 0568-61-0578

【犬山焼窯元 後藤陶逸陶苑】陶芸体験

電動ろくろを使い、ご飯茶わん、皿、
小鉢、湯のみなど、お作りいただけま
す。
いくつか作品を作り、その中から気に
入ったものを選び焼き上げます。
（料金は選んだ個数で決まります。）

一年中使える、桜と紅葉の絵が
特徴です。

自分の作品に、色や絵をつける
ことが無料で出来ます。
記念品や贈り物に喜ばれています。

G-09
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

やきものの街「常滑」で、緑と木に囲まれた自然豊かな
施設で、タイルをつかった体験教室を開催しています。
一部を除いて作品は当日お持ち帰りできます。また、体
験教室終了後は、みどころたっぷりの6施設を見学でき
ます。四季折々の植栽も魅力のひとつです。

所要時間 30分～90分（メニューによります）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少1名～最大40名
＊1日3回 10:00～、13:00～、15:00～
＊41名を超える場合一旦当館へご相談ください。

開催日時
休館日を除く10:00～、13:00～、15:00～
休館日：水曜日（祝日の場合は開館）、年末年始
貸切（30名以上）の場合開始時間は応相談

価格

■体験：900円～/1セット
■ミュージアム入館料
一般700（600)円、高・大学生500(400)円、
小・中学生250（200）円
（ ）内は20名以上の団体割引料金

販売手数料 なし

予約締切日 体験教室は希望日の2週間前まで

キャンセル規程 6日前から30％、3日前から50%、前日から100%

添乗員 体験付添の場合は無料、入館無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

詳しくはINAXライブミュージアムWEBページを参照下さい
https://www.livingculture.lixil/ilm/
体験教室の詳細はこちら
https://www.livingculture.lixil/ilm/tougaku/

問い合わせ先
INAXライブミュージアム
愛知県常滑市奥栄町1-130
TEL 0569-34-8282 FAX 0569-34-8283

【INAXライブミュージアム】モザイクタイルで気軽に体験教室

タイルのおうち ￥1,230円 所要時間30～60分

自由時間 ￥900 所要時間30～60分

オプションでかわいいタイル
ご用意しています！

自由時間 のアイテムのひとつです
小物入れとしても最適

素敵な空間での体験教室です

G-10
知多（常滑市）



企画・
商品内容

常滑焼陶芸体験（タタラ成法）
・体験内容は板状の粘土を石膏型を使い型取り、器の周
りにスタンプや粘土のパーツで装飾していただくものにな
ります。
・石膏型の形や大きさは様々で、２０種類ほどある中から
お好きなものを選んでいただけます。

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３２名
＊３２名を超える場合は班分けをして実施

開催日時

定休日以外は毎日全４回開催
１回目 11：00～12：30
２回目 13：00～14：30
３回目 15：00～16：30
４回目 17：00～18：30

価格

（各10名様以上グループ料金適応）
大人：2,800円（税別）
小学生以下：1,600円（税別）
送料：一括で2,800円

販売手数料 体験料10％（非課税）※送料別

予約締切日 お席に空きがあれば当日OK

キャンセル規程 基本なし（前日までに連絡が必要）

添乗員

大型バス駐車場 １台分あり（要予約）

注意事項 作品の焼き上げまで約１ヶ月程かかります。

問い合わせ先

TOKONAME STORE
運営：有限会社 山源陶苑
営業時間：11：00～18：00 定休日：水曜
〒479-0832 愛知県常滑市原松町6-70-2
TEL：0569-36-0655 FAX:0569-36-0601
Email：info@tokonamestore.com

【TOKONAME STORE】常滑焼陶芸体験（タタラ成法）G-11
知多（常滑市）



企画・
商品内容

創業大正３年
日本遺産日本六古窯の常滑焼の展示即売、招き猫の絵
付け体験ができる施設です。常滑焼の代名詞でもある急
須や招き猫などの陶磁器を約1万種類取り揃えています。
常滑焼ロクロ実演映像を見ながら、無料のコーヒー・お
茶でごゆっくりおくつろぎ下さい。入口にある高さ３ｍの
招き猫が目印です！

所要時間 ３０分～１時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

１名～３０名
＊３０名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時 年中無休（但し元旦、８月14日のみ休業）

価格
■施設入場料：無料
■招き猫絵付け体験：４００円～

販売手数料 送客手数料：応相談

予約締切日
■団体での体験は希望日の２週間前まで
■個人：随時可能

キャンセル規程 キャンセルは１週間前まで

添乗員

大型バス駐車場 あり

注意事項 特になし

問い合わせ先
有限会社ヤマタネ
愛知県常滑市奥条７－５６
TEL ０５６９-３５-３２３３ FAX ０５６９-３４-７８３３

【常滑焼ヤマタネ】招き猫絵付け体験G-12
知多（常滑市）



企画・
商品内容

全国の寺社仏閣や大手メーカーに使われる三州瓦の工
程を見学できます。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３０名

開催日時 月曜～金曜／9：00～15：00

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし。ただし、前日までにキャンセルください。

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
•設備保全の為、工場の製造ラインが稼働していない場
合あり。

問い合わせ先
栄四郎株式会社 営業管理室（外山）
愛知県碧南市白沢町1-38
TEL 0566-48-5115

【栄四郎瓦】地域ブランド三州瓦の工場見学G-13
西三河（碧南市）



企画・
商品内容

愛知県高浜市は、日本最大の生産量を誇る「三州瓦」の
中心的産地です。

常設展示では、3000年以上前の瓦から現代の瓦まで、国
内外の瓦を年代順に展示。瓦の文様に込められた意味や
、意匠の変遷を紹介します。また、普段は屋根の上にあり
、間近で見る機会の少ない鬼瓦の、古来より伝わる意匠
や、造形とやきものの技術を必要とする鬼師（鬼瓦職人）
の技をご覧ください。

学芸員が瓦の歴史や面白さについて、解説・案内いたしま
す。

所要時間 ４５分（解説・案内が無い自由鑑賞の場合は３０分程度）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大２０名（案内付きの場合）

開催日時
常設展示入替え期間（2020年11月14日～12月13日）を除
く開館日の全日
開始時間は応相談

価格 無料（観覧および案内は無料）

販売手数料 なし

予約締切日 解説・案内をご希望の場合は14日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）：無料

注意事項
案内の時間は、ご希望に合わせることができます。

案内担当者の都合がつかない場合はご対応できません
ので、ご了承ください。

問い合わせ先
高浜市やきものの里かわら美術館
愛知県高浜市青木町九丁目6-18
TEL 0566-52-3366 FAX 0566-52-8100

【高浜市やきものの里かわら美術館】知らなかった瓦の魅力をご案内

高浜港駅から徒歩約10分。飾り瓦や鬼瓦がいろどる
「鬼みち」散策をお楽しみください。

G-14
西三河（高浜市）



企画・
商品内容

陶芸創作体験
土に触れてリフレッシュし、自分だけの作品を作ります。皿、
茶碗、花瓶などを自由に創作できます。
絵付体験
絵を描く要領で、小さいお子さんから楽しめます。皿・カップ・
茶碗から選べます。（専用のパステルを使用します）

所要時間
陶芸創作体験：約90～120分
絵付体験：約60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大20名
※20名を超える場合は応相談

開催日時
開館日の木・金・土・日曜日
【午前の部】10:15～12:45（受付時間10:00～10:45分）
【午後の部】14:00～16:30（受付時間13:45～14:30）

価格

陶芸創作体験
大人（高校生以上）：1,500円（＊7月1日より1,600円）
※20名様以上の団体は1,200円（＊7月1日より1,280円）
小人（中学生以下）：800円
絵付体験
大人（高校生以上）：800円、小人（中学生以下）：500円

販売手数料 なし

予約締切日 団体受付は、ご利用日の１ヵ月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 体験する場合は有料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・作品完成までには、陶芸創作の場合約2ヶ月半、絵付体験
の場合約1ヶ月かかります。

・作品完成通知のため、別途ハガキを購入いただきます。遠
方の方は、別途料金で発送も可能です。

・体験当日に限り、開催中の展覧会を無料または半額でご覧
いただけます。（展示入替え期間を除く）

問い合わせ先
高浜市やきものの里かわら美術館
愛知県高浜市青木町九丁目6-18
TEL 0566-52-3366 FAX 0566-52-8100

【高浜市やきものの里かわら美術館】自分だけの作品づくり！陶芸体験G-15
西三河（高浜市）



ふるくからものづくりが盛んで、豊かでもあった愛知県には、
伝統工芸やお祭りなど、伝統文化が息づいています。
県内に５つのユネスコ無形文化遺産がある山車・祭や、
山深い地に伝わる神楽など、見どころ満載。
絞りや和紙、七宝焼など、伝統工芸の体験メニューも必見です。



企画・
商品内容

紅葉と同時に、年に二度花を咲かせる『四季桜』を楽しむ
ことができる豊田市小原地区。
室町時代から伝わる美術工芸『小原和紙』を使い、世界
に一つだけのオリジナルの御朱印帳を作ることができま
す。

所要時間 ６０分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大４０名

開催日時

火～日曜日
（祝日及び１１月の月曜日は受入可能）
午前、午後 各１回（要相談）
１０：００／１４：００

価格 お手軽コース ２，０００円（税込）

販売手数料 なし

予約締切日 ３０日前まで（要相談）

キャンセル規程 ３日前まで無料、２日前と当日は５０％

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 ・お電話での予約が必須となります。

問い合わせ先
豊田市和紙のふるさと工芸館
電話：0565-65-2953 FAX：0565-65-2953

【和紙のふるさと】
美術工芸 小原和紙で作る！世界に一つだけの御朱印帳づくり

H-01
西三河（豊田市）



企画・
商品内容

渥美半島で昔から伝わる、田原凧の手作り体験です。ま
ず、最初に白紙の和紙にお好きな絵を書いて、色付けを
してもらいます。凧作りの達人と共に、竹ひご等を使い、
田原市で昔から伝わる田原凧に仕上げて下さい。

所要時間 約2時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大１００名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 毎日可能 開始時間は応相談

価格
１凧につき１，５００円（絵具や資材は全て用意してありま
す）

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料（凧作り体験は無料）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

凧作り体験は、道の駅田原めっくんはうす2階で行いま
す。作った凧は、お持ち帰り頂きます。絵具等で色付け
する為、衣服等に絵の具が付着する可能性があります。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【道の駅田原めっくんはうす】渥美半島伝統の田原凧作り体験H-02
東三河（田原市）



企画・
商品内容

奥三河に伝わる「栃もち、草もち、あわもち、きびもち」を
昔ながらの石臼でつき上げ、出来立てのお餅を手づくり
のあんこ、きなこ、えごまだれで召し上がって頂きます。
奥三河の食文化を皆さんでどうぞ。

所要時間 ４５分～６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大３０名

開催日時
定休日（水曜日）以外は毎日可能 期間（1月～3月）
開始時間は応相談

価格 ２０名まで１万円 ２０名以上～３０名まで１万５千円

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ５日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
きな粉、栃、えごま等のアレルギーに対しての対応は出
来ません。

問い合わせ先
道の駅豊根グリーンポート宮嶋
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋２９－３
TEL 0536-87-2009 FAX 00536-87-2525

【道の駅豊根グリーンポート宮嶋】ふるさとの餅つき

豊根村ならではの景色を四季折々に楽しめます。

H-03
東三河（豊根村）



あいちには、のりもの好きにたまならいスポットがたくさん。
自動車や鉄道、航空機に関連したミュージアムはもちろん、
日本で唯一営業運転しているリニア、
鉄道とバスのデュアル・モード・ビークル、
日本で唯一の地下鉄環状線など、見どころが目白押しです。



企画・
商品内容

キハ11形車両1両編成を貸切っていただく企画。車内ラ
イブや、誕生日会等にご利用できます。全線高架で見晴
しも良く、異次元体験ができます！！

所要時間 最大90分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

1名～46名（全員着座可能数）
＊46名に満たない場合でも、運賃は46名でカウントさせ
ていただいております。
＊46名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時
通年 基本土休日
（年末年始は不可）

価格 基本41,400円 （例）勝川～枇杷島～勝川）

販売手数料 なし

予約締切日 2か月前

キャンセル規程

6日前から：20％
前日：30％
当日：運行時間前50％
時間後又は無連絡：100％

添乗員 －

大型バス駐車場
勝川駅、または枇杷島駅周辺で、バスの乗降取扱いを
お願いします。駐車場はありません。

注意事項
・天候、車両不具合等による中止あり。
・車両検査等により実施できない日もあります。

問い合わせ先
株式会社東海交通事業 鉄道部
052-504-3002

【株式会社東海交通事業（城北線）】貸切列車J-01
尾張（複数市）



企画・
商品内容

当館のクルマ好き!!学芸スタッフより、「ガソリン自動車誕生
からの歴史」などを楽しく♪分かりやすく♪館内を解説
しながらご案内!
一般個人向けには実施していないプログラムです。
世界の代表的な車両約140台を、ぜひご覧ください!!

所要時間

・クルマ館 約1時間

※上記に加え、自由見学＆お買い物等で1時間確保することを
おすすめします。当館には、クルマ館のほか、クルマ文化資料室、
図書室、ショップ、カフェ、レストランなどがございます。

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少20名～最大45名まで

開催日時
2021年1月～3月の毎週土日
（※1/30,31、２/27,28、３/27,28を除く）

価格 各入場料＋５００円

販売手数料 クーポン契約のある会社のみ有り。

予約締切日 来館日の１４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 入場料無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
入場料金（大人1,200円、シルバー700円、中高生600円、
小学生400円、未就学児は無料）は別途必要となります。
※２０名以上は団体料金

問い合わせ先

トヨタ博物館
０５６１－６３－５１５５
e-mail : xk-ukeire@mail.toyota.co.jp
（受付期間:火～日 9:30－17:00）

【トヨタ博物館】学芸スタッフと巡るクルマ館ガイドツアー！！J-02
尾張（⾧久手市）



【あいち航空ミュージアム】ボランティアガイドツアー

企画・
商品内容

ボランティアガイドが「あいち航空ミュージアム」の見どこ
ろや展示機体にまつわるエピソードを分かりやすく解説
するガイドツアーを団体様用に実施します。また平日の
ガイドツアーでは、展示機の機内にもご案内致します。
事前予約制で、下記の時間に実施します。

所要時間 45分

最少催行人数
最小ロット

10名

1回あたりの
受入可能人数

20名

1日あたりの
催行可能回数

２回（最大４０名）
●開催時間（1回目・10：30～、2回目・14：30～）※注意１
●開催場所（2階、「ダ・ヴィンチヘリコプター」前）

受入可能日程
（20年10～21年3月）

毎日（休館日を除く）※注意１

価格 参加料無料（※注意２：入館料別途要）

販売手数料 ※入館料の手数料は10％（但し、契約済み観光券のみ）

予約締切日 14日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 入館無料（添乗員、バスガイドのみ）※要連絡

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
※注意１（但し、ボランティアスタッフの都合により実施出
来ない場合があります）
※注意２：入館料別途要

実施・製造会社
あいち航空ミュージアム
（指定管理者：名古屋空港ビルディング株式会社）

問い合わせ先 あいち航空ミュージアム0568-39-0285（団体予約窓口）

県営名古屋空港内にある航空機をテーマとしたミュージアム。名古
屋空港で初飛行した戦後初の国産旅客機 YS-11のほか、警視庁で使
用された大型ヘリEH101や映画「永遠の0（2013年公開）」で撮影
に使用されたゼロ戦（実物大模型）などが展示されています。また
航空機産業の歴史や航空機の仕組みを、見て、学んで、楽しめるコ
ンテンツが盛りだくさんです。更に展望デッキからは実際に離着陸
する航空機を間近で見ることができます。

▲外観 ▲内観

●電話 / 0568-39-0283 ●住所 / 豊山町大字豊場
●時間 / 9:30～17：00（最終入館は閉館30分前まで）
●休み /  毎週火曜日（祝日の場合は翌日）●ＨＰ / https://aichi-mof.com/
●入館料（お一人様）
（個人） 大人 1,000円、高・大学生800円、小・中学生500円
（団体:20名様以上）大人 800円、高・大学生640円、小・中学生400円
（小・中学生及び学校行事でご来館の引率者） 一律300円

● ボランティアガイドツアー

✈見どころや展示機体にまつわるエピソードを、約45分間
で、わかりやすく解説します。

✈平日のガイドツアーでは、展示機のＹＳｰ１１または、Ｍ
Ｕ-３００のいずれかの機内にもご案内致します。

●開催時間（１回目・10：30～、２回目・14：30～）※注意１
●開催場所（２階、「ダ・ヴィンチヘリコプター」前）

J-03
尾張（豊山町）



企画・
商品内容

トヨタのクルマづくり出発の地に残存するトヨタ創業期の
試作工場を見学して、ゼロからクルマづくりにチャレンジ
した先人たちの努力に思いを寄せてみよう。ガイドが詳し
く案内します！

所要時間 ４０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

１０名

開催日時

平日（祝日も開館している場合あり）
４回／日（9時30分、11時00分、14時00分、16時00
分）
（詳しくはホームページカレンダーをご覧ください）

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ９０日前から３営業日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 ―

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・見学は全て事前申込制となります。
・集合場所・駐車場は予約確認書にて連絡いたします。
・当日の時間変更は申し込み状況によっては対応いたし
かねます。
・工場敷地内ですので、説明者の案内に従い、車両の往
来に注意願います。
・施設内には会議室・休憩室はありません。また、お手洗
いは数に限りがあります。

問い合わせ先

トヨタ創業期試作工場 受入グループ
（愛知製鋼株式会社 刈谷工場内）
TEL. 0566-29-4151、FAX. 0566-29-4152
※受付時間は開館日の9時～16時

【トヨタ創業期試作工場】クルマづくりの出発地をご案内
クルマづくり出発の地
“トヨタ創業期試作工場”
１９３３年、現在の愛知

製鋼株式会社刈谷工場の所

在地に自動車部が立ち上が

り、翌１９３４年、板金・

組立工場や材料試験室等で

構成される試作工場が設立

されました。

この度、このトヨタのク

ルマづくり出発の地に残存

する建物を修復し、見学い

ただけるようにしました。
（東棟見学室内。ガラス越しに試作工場の中を

見学できます。）

「自分たちの手でクルマをつくり、日本に自動車事業を興し、人々

の生活を豊かにしたい」という志のもと、試行錯誤の末、Ａ１型試作

乗用車、Ｇ１型トラックを完成させました。ゼロからクルマづくりに

チャレンジした先人たちの努力に思いを寄せていただければ幸いです。

※トヨタ産業技術記念館（名古屋市西区）と併せて見学すると、理解

を深めることができます。

（創業期試作工場で生まれたＡＡ型乗用車。
※見学施設に車両の展示はありません）

J-04
西三河（刈谷市）



企画・
商品内容

豊田市の未来の暮らしに向けた先進技術や取組の情報
発信拠点です。人間のように腕立てや腹筋ができる
ヒューマノイドロボットの展示や様々な未来型モビリティ
への試乗など、ここでしかできない体験が目白押しのツ
アーです。

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大４０名

開催日時

火～日曜日（祝日の月曜日は受入可能）
※１２月２８日～１２月３１日までは受入不可
３回（要相談）
①１０：３０－１２：００
②１３：３０－１５：００
③１５：３０－１７：００

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 フリー

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・ガイドツアーは、事前予約が必要です。
・貸し切りバスをご利用の方は、ご来場1週間前までの

事前連絡が必要です。

問い合わせ先
とよたエコフルタウン
電話：0565-77-5669 FAX：0565-77-5322

【豊田市・とよたエコフルタウン】
豊田市の『ミライのフツー』が体験できるガイドツアー

J-05
西三河（豊田市）



企画・
商品内容

水面から名古屋駅のビルを一望できる「ささしまライブ」、
日帰り温泉施設がある「キャナルリゾート」、ららぽーとが
ある「みなとアクルス」、名古屋港水族館がある「ガーデ
ンふ頭」、レゴランド ・ジャパンがある「金城ふ頭」などを
結ぶクルーズ名古屋の旅。ゆったりと非日常的な風景や
時間をお楽しみください。

所要時間 ２５分～９５分（片道）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１人～最大５４人

開催日時
土日祝を中心に運航
※運休日や時間は運航カレンダーによる

価格

運賃が必要
※運賃は、300円～1500円（小学生は半額。未就学児は、
大人1人につき1人無料。2人目から小人運賃）。運賃の
詳細はウェブサイトを参照してください。
※１５人以上は１割引、障害者及びその介護者は半額。

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 なし

大型バス駐車場
要確認
※近隣の大型バス駐車場をご使用いただくか、乗船場
周辺で、バスの乗降の取り扱いをお願いします。

注意事項 音声ガイドの案内があります。

問い合わせ先
東山ガーデン株式会社
TEL 052-659-6777 FAX 052-659-6779
http://cruise-nagoya.jp/

【クルーズ名古屋】名古屋の街中や名古屋港を巡るクルーズ観光

®

J-06
名古屋



企画・
商品内容

第９回企画展「東海道新幹線 技術の進化」は、初代
新幹線電車の０系から現在主力のN700Aタイプ、そして、
2020年7月より走行を開始するN700Sまでの車両開発及
び技術を中心とした東海道新幹線の進化について貴重
な資料やパネル等を用いて紹介しています。

特別展「ヘッドマーク特集」は、特急や急行列車などの
先頭部に取り付けられた列車の愛称名を示すヘッドマー
クを展示しています。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

休館日を除く毎日

開催日時
企画展：２０２１年１月２５日までの休館日除く毎日
特別展：２０２０年９月７日までの休館日除く毎日

価格 無料 （入館料は別途要）

販売手数料 なし

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 なし （近隣の金城ふ頭大型駐車場）

注意事項
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休館する場
合があります。

問い合わせ先
リニア・鉄道館
愛知県名古屋市港区金城ふ頭３－２－２
TEL 052-389-6112 FAX 052-389-6115

【リニア・鉄道館】第９回企画展 東海道新幹線 技術の進化

第９回企画展 東海道新幹線 技術の進化

特別展 ヘッドマーク特集

鉄道模型

J-07
名古屋



愛知県が実施し首都圏・関西圏在住者へのアンケートで、
あいちへの観光で最も満足度が高かったのがグルメ。
なごやめしや豊橋カレーうどん、豊川いなり寿司などの
ご当地グルメを召し上がっていただくのはもちろんですが、
体験や見学、お買い物ができるスポットにも注目です。



企画・
商品内容

一宮モーニング協議会加盟店舗が、食べ歩きのできる
「一宮テイクアウトモーニング」のNo1を賭けて競う、一宮
テイクアウトモーニンググランプリを開催致します。参加
者の皆様には、各店自慢のテイクアウトモーニングをご
賞味頂き、投票を行って頂けます。

【会場】国営木曽三川公園１３８タワーパーク
一宮市光明寺字浦崎21-3

所要時間 -分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少1名～最大50名
大規模なイベントなのでバス1台分程度の乗客受入れ可

開催日時 令和2年10月24日（土）9時～13時（予定）

価格 モーニング代の実費負担

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 0%

添乗員 無料

大型バス駐車場 バス19台（要予約）

注意事項
駐車場については、国営木曽三川公園１３８タワーパー
ク（0586-51-7105）にご確認をお願いします。

問い合わせ先
一宮商工会議所
愛知県一宮市栄4-6-8
TEL 0586-72-4611 FAX 0586-72-4411

【一宮モーニング協議会主催】テイクアウトモーニンググランプリ

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

喫茶店の激戦地、愛知県一宮市の
テイクアウトモーニングを食い尽くせ！

K-01
尾張（一宮市）



企画・
商品内容

和菓子づくり体験教室
日本の四季折々を、本格的な和菓子で表現
～お店で販売している和菓子のレシピと材料で自宅で
も作れる和菓子作りを行います～
一流の茶席菓子職人が教える究極の和菓子作りを楽
しみながら学びませんか！

所要時間 約４０分～約９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大４０名

開催日時 定休日 日曜日

価格
８００円（３0分・２個製作・３０名以上） 講師代（1万円）
１５００円（５0分・４個製作・２５名以上）
２０００円（９0分・６個製作・・20名以上）

販売手数料 １０％

予約締切日 ７ 日前まで

キャンセル規程 前々日より100％

添乗員 無料

大型バス駐車場 1 台（要予約）

注意事項

※ご予約は7日前までにお電話にてご予約ください。
※「2種2個（約30分コース）」は、表示代金のほかに講師
代（1万円）と交通費（実費）が1名分必要となります。
※会場はお客様のほうでご用意をお願いします（要相
談）。12名以下であれば当店工場内で行うことが可能で
す。 （会場費無料）
※上記のプラン以外でもお受けできますので、お気軽に
ご相談ください。

問い合わせ先
若松屋阡壱
愛知県犬山市大字犬山字南古券１８６番地
TEL 0568-61-1001 FAX 0568-61-0970

【若松屋阡壱】和菓子づくり体験教室K-02
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

【楽しみながらオリジナル無添加ウィンナーを作ってみま
せんか】 犬山で大人気の「サイトウハム」がウインナー
作り教室を開催いたします。みんなで楽しく作る手作りウ
インナーは、美味しさも格別です。
※工場併設の直売店で無添加ハム・ソーセージのお買
い物が出来ます。

所要時間 ① ２時間 ② ２．５時間 ③ １時間（観光会社向）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大５０名 （小学生以上対象）

開催日時
金・土・日曜日 （１２／１～１/５除く）
１０:００ ～ （午後は応相談）

価格
①１．２００円
②１．５００円（ドイツパンと飲み物付）
③１．４００円（箱有りお持ち帰り用）

販売手数料 なし

予約締切日 ７ 日前まで

キャンセル規程 ３ 日前から１００％

添乗員 同額

大型バス駐車場 あり １台（要予約） ※２台の場合は要相談

注意事項

①羊腸に詰めてボイルします。
② ①＋ドイツパンと飲み物付
③羊腸に詰める行程まで（非加熱）各人にお持ち帰り用
箱付。
・①と②は三角巾とエプロンを持参下さい。
※お支払は当日現金支払でお願いします。

問い合わせ先
サイトウハム
愛知県犬山市松本町１―１６２
TEL ０５６８-６１-５７１１ FAX ０５６８-６１-５７８８

【サイトウハム】手作りウィンナー教室

① ② ③

K-03
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

・愛知の伝統野菜に指定されている「守口大根」の産地に
唯一の工房を構えています。
・趣のある犬山城城下本町通り直営店舗でお買い物
・工房見学・直売店舗でもお買い物
・漬け込み体験やきざみ奈良漬づくり体験
・守口大根ほり体験ができるのは、全国でここだけ
（収穫期間限定）

所要時間

①工房見学・お買い物 約４５分
②まぜまぜ゛きざみ奈良漬体験・・・約３０
③漬け込み仕上げ体験・・・約３０分
④守口大根ほりほり体験（お土産付き）・・・約６０分（移動含
む）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少 ２名～最大４８名

開催日時

①②③は通年
（土日祝は工房見学は休み） ※団体体験は可
④は１月中旬～２月上旬
工房 休館日 土日祝

価格
①無料 ②５００円税別 ③１５００円～税別
④1,000円税別

販売手数料 なし

予約締切日 1週間前まで

キャンセル規程 体験工房は２営業日前から１００％

添乗員 体験料無料

大型バス駐車場 １台（要予約）

注意事項
犬山城下町に2店舗 本社見学工房へは車で約１０分
本社工房見学・お買い物は無料です。
収穫体験は1月中旬～２月初旬まで

問い合わせ先
株式会社扶桑守口食品 総務部 鈴木
愛知県丹羽郡扶桑町山那屋敷地７５７
TEL 0587-93-8670 FAX 0587-93-5313

【扶桑守口食品 壽俵屋】城下町でお漬物のお買い物
工房見学・お買い物 守口漬漬込み体験

K-04
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

日本でも唯一、愛知県・岐阜両県境、木曽川畔でしか栽
培されず、一切市場には出回らない長さ１ｍ以上にも及
ぶ大変珍しい漬物専用品種、扶桑町名産「守口だいこ
ん」の産地唯一の守口漬漬込み工房の見学と社員によ
るご説明とご試食、工房併設の直売処で蔵出しのお漬
漬のお買い物が出来る企画。

所要時間 漬込み工房の見学お買い物併せてトータル約６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大４８名

開催日時
工房稼働日の平日（土日祝はDVD説明とお買い物）
年末年始は休み。

価格
社員によるご説明・工房見学とお買い物は無料。
※お買い物代は別途各自ご負担

販売手数料 直売店誘客、１人当たり１００円

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 要事前連絡 ３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 1台 店舗前に駐車可

注意事項
土日祝、お歳暮繁忙期は漬込み工房は休みの為、工房
見学は口頭でのご説明とDVD鑑賞のご対応となります。
直売店舗は無休。

問い合わせ先
株式会社扶桑守口食品
愛知県丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地757
総務部 TEL 0587-93-8670 FAX 0587-93-5313

【漬処 壽俵屋】産地唯一の守口漬工房の見学とお買い物

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

K-05
尾張（扶桑町）



企画・
商品内容

明太子の親魚であるスケソウダラについてガイド付き
でご紹介。また工場ではガラス越しに製造風景を見るこ
ともできます。店内には明太子の試食やここでしか買え
ない限定品が数多くご用意してあります。団体様には
ちょっぴりプレゼントがあります。

所要時間 ３０～４０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

■団体様でご予約頂ければ少人数でも可（要相談）
■２５０～３００名

開催日時 毎日

価格 無料

販売手数料
送客手数料
大人人数×１００円
宿泊日程の場合最終日のみお支払い

予約締切日 飛び込みでもＯＫ

キャンセル規程 なし

添乗員

大型バス駐車場 あり

注意事項

■工場内が休憩に入った場合、実際に働いているところ
が見られない可能性があります。
■１６時３０分頃工場の稼働が終わります。パネル展示
は見ることができます。

問い合わせ先
株式会社かねふくめんたいパーク
めんたいパークとこなめ（安部）
ＴＥＬ ０５６９-３５-９９００

【かねふくめんたいパークとこなめ】工場見学K-06
知多（常滑市）



企画・
商品内容

地元の新鮮な三河産豚肉を使ったソーセージ作りが体
験できます。
作り方はとっても簡単！できたてあつあつのソーセージ
の試食もできます。また、作ったソーセージはお土産とな
ります。

肉を練る→羊腸に肉を詰める→茹でてできあがり！

所要時間 120分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少1組（2～3人）～最大18組（約90人）

開催日時
平日
2回（午前の部10：00～、午後の部13：00～）

価格
1㎏コース（2～3人）3,400円
2㎏コース（4～5人）6,300円
※デンパークへの入園料は別途必要

販売手数料 要問合せ

予約締切日 1週間前

キャンセル規程
体験日4～2日前・・・体験料の50％
体験日前日・当日・・・体験料の全額

添乗員
有料
添乗員様も体験する場合、お客様と同額。
デンパーク入園料は無料。

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
デンパーク（クラブハウス）
愛知県安城市赤松町梶１
TEL 0566-92-7112 FAX 0566-92-7116

【デンパーク】手作りソーセージ体験K-07
西三河（安城市）



企画・
商品内容

うずら缶の全国シェア６４％を上回る日本一の生産量を
誇る天狗缶詰㈱の工場見学

所要時間 ６０分前後

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３０名

開催日時 休業日以外で応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程
キャンセルの場合は、前日までにご連絡ください。
当日キャンセルは、要相談。

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（無料）

注意事項 ※物販はございません。業務中の見学となります。

問い合わせ先
豊川市観光協会（秋山・伊藤）
TEL.0533-89-2206

【天狗缶詰株式会社】～とよかわブランド～日本一の生産量とよかわうずら缶工場見学K-08
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

学ぶ：豊川いなり寿司の歴史や創作豊川いなり寿司の
種類・作り方などを座って学びます！
握る：実際に豊川いなり寿司を握ってみよう！

所要時間 ６０分前後

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少３名～最大４０名

開催日時
月曜日定休日以外は対応可能
※土・日はイベント出展などで臨時休業あり
①１５時～ ②１６時～

価格
お一人様 1,100円税込（お子様も同額）
ランチ付き大人2,500円税込 子供1,500円税込

販売手数料 なし

予約締切日 前日まで

キャンセル規程
キャンセルの場合は、前日までにご連絡ください。
当日キャンセルは、要相談。

添乗員 添乗員も有料

大型バス駐車場
豊川駅東駐車場（大型バス・マイクロバスは無料。要予
約）

注意事項

問い合わせ先
創作豊川いなり寿司 松屋
TEL 0533-86-2825

【創作豊川いなり寿司 松屋】～とよかわブランド～学んで体験！豊川いなり寿司教室K-09
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

ヤマサちくわの直営店。海工房、ほの国市場、ちくわ茶
屋の3つのゾーンでお買い物を。練り物つめ放題も好評
開催中！

所要時間
立ち寄り時間：お買い物20分以上

体験を含む場合30分以上

最少催行人数
最大受入れ可能人数

練り物つめ放題は、最少１０名～最大５０名
＊５０名を超える場合でも対応可。ご相談ください。

開催日時
毎日
＊練り物つめ放題：11：00～14：00以外で応相談

価格
お買い物：入場無料
練り物つめ放題：260～515円

販売手数料 団体の場合あり（個人の場合は要相談）

予約締切日 立ち寄りは当日でも可。体験は５日以上前までに要予約

キャンセル規程
キャンセルの場合は、前日までにご連絡ください。
当日キャンセルは、要相談。

添乗員 練り物つめ放題は有料

大型バス駐車場 あり

注意事項

・練り物つめ放題は予約制（5日以上前までに）。
立ち寄りの場合も事前連絡大歓迎！
・つめ放題は、ちくわチップスつめ放題、3本の串に刺し
放題等4種類がございます。

問い合わせ先
ヤマサ ちくわの里
TEL 0533-85-3451

【ヤマサちくわの里】お買い物と練り物つめ放題！K-10
東三河（豊川市）



味噌や醤油、たまりをはじめ、酢、みりん、白だしなど、
豊富な醸造食品があいちのご当地グルメを支えています。
県内には、見学できる「醸造・うまみ」関連スポットも多いので、
食べることはもちろん、
その奥深い歴史やこだわりにも触れてください。



【半田市観光協会＆MIZKAN MUSEUM】（平日のみ）
MIZKAN MUSEUM館内90分ガイドツアーと

写真映えスポットたくさんの半田運河自由散策

企画・
商品内容

通常、募集ツアーの受入れを行なっていないMIZKAN 
MUSEUM。大人気の90分コースを平日のみ30名までの団体様
限定となります。90分コースは伝統を感じさせる醸造設備や全
長20ｍの弁財船など見どころたくさん。オリジナル味ぽんラベ
ル(有料)を作ったり、簡単なエクササイズで鍋を作るゲームな
ど体験コンテンツも充実している光の庭までご案内です。半田
運河にはミツカンの醸造蔵が建ち並び、写真映えスポットもたく
さんあります。ぜひ30分ほどの自由散策時間を設けていただく
ことをおすすめします。

所要時間 120分（MIZKAN MUSEUM館内ガイドツアー90分+半田運河散
策30分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小10名～最大30名
※30名以上の場合はご相談ください

開催日時 平日のみ ※休館日（木曜日）以外 ※時間は要相談

価格

MIM入館料のみ
【館内ガイドツアー】
大人300円、中高生200円、小学生100円
（障がい者手帳保有者と同行者1名半額）

販売手数料 なし

予約締切日 2ヶ月前

キャンセル規程 あり（不催行の場合は、１週間前までにご連絡ください。）

添乗員 無料（お客様のお世話をお願いします。要事前連絡）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・MIZKAN MUSEUMの館内ガイドツアーは、他のお客様と一緒
のご案内となります。

問い合わせ先 半田市観光協会 0569-32-3264

酢のトップメーカーミツカンの企業ミュージアム。平成27年
（2015年）のオープン以来、建物や展示センスの良さで絶大
な人気を誇っています。コンセプトは、ミツカンの酢づくり
の歴史や食文化の魅力にふれ、楽しみながら学べる体験型
ミュージアム。伝統を感じさせる醸造設備や全⾧20ｍの弁才
船などの展示のほか、オリジナル味ぽんラベルを作ったり、
簡単なエクササイズで鍋を創るゲームなど、体験コンテンツ
も充実しています。見学は、ガイド引率によるツアースタイ
ルで9：30から30分おきに出発（所要時間90分）。定員30名、
事前予約制。
☎0569-24-5111 住所：半田市中村町2-6 時間：9：30～17：
00（最終案内15：30）定休日：木曜、年末年始、その他臨時
休館あり 料金：大人300円、中・高生200円、小学生100円
交通：知多半島道路半田IC、または半田中央ICから約15分

L-01
知多（半田市）



企画・
商品内容

通常、募集ツアーの受入れを行なっていないMIZKAN 
MUSEUM。江戸時代から受け継がれてきた「ものづくり」の精
神にふれる「大地の蔵ゾーン」の自由見学です。
半田運河にはミツカンの醸造蔵が建ち並び、写真映えスポット
もたくさんあります。ぜひ30分ほどの自由散策時間を設けてい
ただくことをおすすめします。

所要時間
60分（MIZKAN MUSEUM自由見学30分＋半田運河自由散策
30分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少15名～最大50名
※1日2回

開催日時 平日のみ ※休館日（木曜日）以外

価格
MIM入館料のみ【自由見学】
大人100円、小中高生50円
（障がい者手帳保有者と同行者1名無料）

販売手数料 なし

予約締切日 ２ヶ月前

キャンセル規程 あり（不催行の場合は、１週間前までにご連絡ください。）

添乗員 無料（お客様のお世話をお願いします。要事前連絡）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・館内の見学には、ガイドはつきません。自由見学となります。
・MIMホールでの企画展も入場できます。
・こちらのコースは「大地の蔵ゾーン」のみの見学なので、風の
回廊、時の蔵、弁財船、水のシアター、光の庭の見学やマイ味
ぽんの作成はできません。

問い合わせ先 半田市観光協会 0569-32-3264

【半田市観光協会＆MIZKAN MUSEUM 】（平日のみ）
MIZKAN MUSEUM自由見学「大地の蔵」コースと
写真映えスポットたくさんの半田運河自由散策

酢のトップメーカーミツカンの企業ミュージアム。平成27年（2015
年）のオープン以来、建物や展示センスの良さで絶大な人気を誇っ
ています。コンセプトは、ミツカンの酢づくりの歴史や食文化の魅
力にふれ、楽しみながら学べる体験型ミュージアム。酒粕を原料に、
桶や樽を使った江戸時代の酢づくりの工程や、今も受け継がれてい
る昔ながらの酢酸発酵の様子を間近で見ることができます。見学は
自由スタイルで、9：30より30分おきにコースが設定されています。
（所要時間約30分）。定員50名、事前予約制。
☎0569-24-5111 住所：半田市中村町2-6 時間：9：30～17：00
（最終案内15：30）定休日：木曜、年末年始、その他臨時休館あり
料金：大人300円、中・高生200円、小学生100円 交通：知多半島
道路半田IC、または半田中央ICから約15分

L-02
知多（半田市）



企画・
商品内容

盛田 味の館は江戸時代から醸造業を営んでいる盛田
株式会社小鈴谷工場内にあります。隣接するみそ工場
をご見学いただき、見学後は清酒ねのひ試飲やお買物、
みそを使ったグルメも楽しめます。
ソニーの創業者‣盛田昭夫氏は盛田家15代当主であり、
館内にある常設展をご覧いただけます。

所要時間 30分～

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少5名～最大40名

開催日時
※要予約
休館日（毎週火・水曜日、年末年始、盆休み）以外の
10：00～14：30見学開始

価格 見学無料

販売手数料 食事代の10％

予約締切日 1か月前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

団体のお客様の御食事は
・味の館菜めし田楽定食(1,100円）
・割子弁当(1,900円）
から選んで頂いています。

問い合わせ先
盛田 味の館（畑中）
愛知県常滑市小鈴谷字脇浜10番地
TEL 0569-37-0733 FAX 0569-37-0176

【盛田 味の館】味噌蔵ガイドツアーL-03
知多（常滑市）



企画・
商品内容

【碧南発祥の白しょうゆ・白だし】
醸造タンクや瓶詰め設備などの見学に加え、工場でし

か味わえない生引き醤油の味見ができます。売店では
白だしを使った料理のご試食も。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大１５０名
＊人数に応じて、班分けをして実施

開催日時
年末を除き毎日可能
（開始時間は応相談）

価格 無料

販売手数料 旅行会社様のみ 大人１名につき１００円

予約締切日 当日も可

キャンセル規程 なし

添乗員 なし

大型バス駐車場 あり

注意事項
・土日祝や生産スケジュールによってラインが稼働して
いないときもあります。

問い合わせ先
七福醸造㈱工場見学施設ありがとうの里
愛知県碧南市山神町２－７
TEL 0566-41-1508

【七福醸造株式会社 ありがとうの里】白しょうゆ・白だしの工場見学・試食L-04
西三河（碧南市）



企画・
商品内容

【蔵見学】
何気なく使っているみりんについて、詳しく学ぶことがで
きます。
【レストラン】
ランチは、「みりん角煮御膳」、「季節の魚もろみ漬け御
膳」から当日セレクトできます。写真参照。

所要時間
【蔵見学】４０分
【レストラン】６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３６名
＊２０名程度を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
水・木・金
【蔵見学】要相談（１０：００～がおすすめ）
【レストラン】１１：００～１２：００

価格
【蔵見学】無料
【レストラン】１６５０円（２種のランチから当日セレクト）

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 ７日前まで

添乗員 実費

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・直売所でお土産売り場あり
・蔵見学、レストランの片方だけでも予約可
・みりんや甘酒の試飲あり
・毎年３月、１０月に蔵開き有り

問い合わせ先
九重味淋㈱
愛知県碧南市浜寺町2-11
TEL 0566--41-0708

【九重味淋】日本最古のみりん蔵見学＆併設カフェレストランL-05
西三河（碧南市）



企画・
商品内容

スーパーなどで見たことがある人も多い「クルルマー
ク」のお砂糖。実は愛知県碧南市で作って皆様にお届け
でしている。

見学では製造工程のほか、見学者にはうれしいお土産
つき。原料糖倉庫の迫力は、なかなかのもの！

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大５０名
＊人数に応じて、班分けをして実施

開催日時 月曜～金曜 8：30～17：00

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
伊藤忠製糖
愛知県碧南市玉津浦町3
TEL 0566-46-0627

【伊藤忠製糖株式会社】クルルマークでおなじみの砂糖工場の見学L-06
西三河（碧南市）



濃尾平野と木曽川、岡崎平野と矢作川、豊川平野と豊川…。
コメと水に恵まれた愛知県は、実は酒どころでもあります。
県内には40を超える酒蔵があり、見学できるところも。
また、戦前、大手メーカーと伍していたビールの復刻商品など、
ビール党にも注目のスポットがあります。



企画・
商品内容

20名様以上の観光バスのオプションとして、常設展示室
のガイドとご希望があればカブトビール試飲の提供を行
います。(事前予約制)
※19歳以下、及び、ソフトドリンク希望の方は

カフェメニューのソフトドリンクを提供

所要時間 30分(試飲をご希望の場合は45分)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

20名以上～
※最大受入人数については要相談

開催日時
休館日以外は毎日
※開始時間は要相談
※12/29～1/3は休館

価格
2,000円/ガイド1名（常設展示室への入場料は別途要）
試飲を希望される場合は、別途340円/おひとり
※試飲のご希望は団体一括

販売手数料 なし

予約締切日 1か月前まで(予約開始は6ヶ月前から)

キャンセル規程 前日から５０％、当日から１００％

添乗員 常設展示室への入場が無料

大型バス駐車場 ４台（無料、先着順)

注意事項
※半田赤レンガ建物ホームページ専用サイトより

申込用紙ダウンロードの上、FAX等で事前申込
※予約受付状況によりお受けできない場合有

問い合わせ先
半田赤レンガ建物
愛知県半田市榎下町8番地
TEL 0569-24-7031 FAX 0569-24-7033

【半田赤レンガ建物】団体向けガイドツアー＆カブトビール試飲

国の登録有形文化財、近代化産業遺産に認
定されている半田赤レンガ建物。明治31年
にカブトビール製造工場として建てられ、
120年を超える歴史があります。カブトビー
ルは日本のビール黎明期の明治33年にパリ
万博で金賞を受賞するほどの品質でした。
現在は、当時のレシピを基に復刻した「カ
ブトビール（明治・大正）」が味わえます。
現代に至るまでの半田赤レンガ建物の歩み
を是非、ご覧ください。

住所 半田市榎下町8
営業時間 9時～22時(常設展示室9時～17時、ショップ10時～17時、カフェ＆ビアホール10時～21時)
常設展示室入場料 大人200円(20名以上は160円)、中学生以下無料
アクセス 知多半島道路半田中央インターより東へ車で10分

M-01
知多（半田市）



【國盛 酒の文化館】酒造史の語り部 國盛 酒の文化館で試飲・利き酒体験

企画・
商品内容

約200年に渡り実際に酒造りが行なわれていた酒蔵に、
酒造りの道具が展示してあり、館内のガイドが説明しま
す。試飲コーナもあり、新酒の時期にはしぼりたての新
酒の試飲ができます。

所要時間 約４５分

最少催行人数
最大受入可能人数

最小10名～最大30名
＊30名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時
休館日以外は毎日可能（１日につき１回～３回を想定）
開始時間は要相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 1週間前

キャンセル規程 なし

添乗員 ―

大型バス駐車場 要確認

注意事項

・要予約
・半田運河周辺には「MIZKAN MUSEUM」や「半六庭園」
など観光スポットや写真映えスポットもありますので散策
の時間を組み込むことをおすすめします。

問い合わせ先
國盛 酒の文化館（浜館長）
0569-23-1499

中埜酒造株式会社により創設された日本酒の博物館。昭和47年(1972年)ま
で約200年に渡って実際に酒造りが行われていた酒蔵を改装しており、建
物自体が酒造史の語り部と言えます。館内には、酒造りの道具が往来の姿
で展示されているほか、なぜ知多の地で酒造りが盛んになったかなど、興
味深い歴史を知ることができます。見学後は、日本酒や梅酒などの試飲が
できます。
☎0569-23-1499 住所：半田市東本町2-24 時間：10：00～16：00
定休日：木曜、年末年始、お盆 料金：無料 交通：知多半島道路IC、ま
たは半田中央ICから約15分

M-02
知多（半田市）



企画・
商品内容

古式伝承の常滑の地酒「白老」の酒蔵を、パネルや実際
の蔵を説明しながらご案内いたします。見学後は、季節
のお酒の試飲やお買いものをお楽しみいただけます。

所要時間 60分～

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少5名～最大40名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
平日・土日・祝日（こちらの予定が空いていれば対応可
能 開始時間等は応相談）

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ３０日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 -

大型バス駐車場 乗降時一旦止める場所はあります

注意事項

酒造期とそれ以外の時期ではご案内できる内容が変更
になります。香水・香料などの香りの強いものは見学の
妨げになりますのでお控え下さい。観光客専用のルート
はなく、蔵の中には道具などがおかれていますので、ご
注意下さい。予定は断りなく変更することがございます。
予めご了承ください。

問い合わせ先

澤田酒造株式会社（澤田薫）
愛知県常滑市古場町4-10
TEL0569-35-4003 FAX0569-35-6953
＊土日祝および、年末年始の受付は休止いたします。

【常滑の地酒「白老」 】酒蔵ガイドツアーM-03
知多（常滑市）



企画・
商品内容

江戸時代から「知多木綿」の特産地として栄えた岡田地
区。当時の姿を色濃く残した土蔵や黒板塀が立ち並び、
伝統的な手織り木綿を体験できる施設や、趣のある風景
が今も残っています。岡田街並保存会のボランティアガ
イドによるガイドと街並みの中にある小規模ブルワリー
『OKD KOMINKA BREWING』にてクラフトビール醸造家自
らが説明する工場見学ツアー（お土産付き）のセットです。

所要時間 １２０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少2名～最大30名
＊１０名を超える場合は、班分けをして実施
＊30名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時
営業／9：00～10：00・14:30～17:00

定休／月・火・水 年末・年始

価格 １名につき５，０００円

販売手数料 ２０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・ガイドの内容はご希望に合わせてアレンジできます。
また、人数によっては複数班で対応することになります
のでお問合せください。
・お土産はクラフトビール３種類３本＋知多木綿のバッグ
になります。

問い合わせ先

知多市観光協会
愛知県知多市岡田字段戸坊５番地
TEL 0562-51-5637 FAX 0562-51-7456
知多市商工振興課
愛知県知多市緑町１番地
TEL 0562-36-2664 FAX 0562-32-1010

【岡田の古い街並み】知多木綿のふるさと街並みガイド&
ビール好きにはたまらない？！クラフトビール工場見学ツアー（お土産付き）

▲街並みボランティアガイドがお客様の
要望に合わせて案内します。 ▲瓦の目地に漆喰が塗られた「なまこ壁」

▲土蔵や板塀の間を縫うような細道
▲醸造家自らこだわりを語ります。

▲OKD KOMINKA BREWING醸造家
新美泰樹さん

お土産
３種類
３本セット
（知多木綿
のバッグ付）

M-04
知多（知多市）



企画・
商品内容

団体様限定で、一般の方には見せていない「酒蔵見学」、
試飲、直売を実施します。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

要相談（人数に応じて、スタッフを増員して対応）

開催日時 要相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日
７日前（対応可能な日であれば）
通常は公開していないため、早めに相談いただければ、
なるべく調整いたします。

キャンセル規程 ７日前まで

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項 ・試飲、直売あり

問い合わせ先
相生ユニビオ㈱碧南事業所 担当：東海営業所 岩月
愛知県碧南市弥生町4丁目3番地
TEL 0566--41-2000

【相生ユニビオ】団体様限定酒蔵見学M-05
西三河（碧南市）



企画・
商品内容

創業以来、幡豆の地を舞台に酒造り一筋に歩んできた
造り酒屋です。
普段見ることのできない酒蔵を感じ、看板商品「尊皇」を
はじめ、様々な種類のお酒を味わってみてはいかがで
しょうか。

所要時間 約３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大３５名
＊３５名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 要お問合せ

価格 無料（即売会は商品価格に応じる）

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 無し

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（１台） 無料

注意事項

問い合わせ先
山崎合資会社
愛知県西尾市西幡豆町柿田５７番地
TEL 0563-62-2005 FAX 0563-62-4374

【山崎合資会社】酒蔵見学・試飲即売会M-06
西三河（西尾市）



愛知県が臨む伊勢湾・三河湾には、
木曽川・矢作川・豊川から豊富な栄養がもたらされ、
豊かな漁場が形成されています。
アカムツ（ノドグロ）やアカザエビなどの高級食材から、
アサリ、クルマエビまでバラエティ豊か。養鰻業も盛んです。



企画・
商品内容

新鮮な魚介をはじめとする、各種海産物が勢ぞろいの
ショッピング通りや、レストランが揃う一色さかな広場。
自然の恵み豊かな「三河湾」でとれる海産物は鮮度抜
群・安さピカイチで大満足いただけること間違いなし！

所要時間 お買い物時間に準ずる

最少催行人数
最大受入れ可能人数

無し

開催日時
朝市広場５：００～８：００（土日１２：００まで）月・水定休
さかな広場９：００～１７：００（水定休・水曜が祝日の場合
は翌日定休）

価格 商品価格に準ずる

販売手数料 なし

予約締切日 不要 ※要営業確認

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（３０台） 無料

注意事項
※予約締切日はありませんが、団体様の場合はバス駐
車場確保の為に出来れば事前連絡を希望します。

問い合わせ先
一色さかな広場
愛知県西尾市一色町小藪船江東１７６番地
TEL 0563-72-3700 FAX 0563-73-6600

【一色さかなセンター株式会社】一色さかな広場 鮮魚水産加工品販売と朝市N-01
西三河（西尾市）



企画・
商品内容

年間250日魚市場に通う店長による
箸と皿を持って学びながら試食。
蒲郡市民オススメの魚“どうめー魚10選”や
旨み成分が多い魚に与えられる“がまごおり撰魚”
の魚介類を実食！

所要時間 40分（ショッピング時間含む）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少10名～最大80名
＊２０名を超える場合は、バス車内で説明

開催日時
毎日可能
開始時間は応相談

価格 1人あたり510円（税込み）

販売手数料 なし（ショッピングコミッション有り）

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 3日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項
買い物の時間を入れて40分下さい。
最終日の立ち寄りが条件となります。
店長不在時は、ベテラン社員が案内させて頂きます。

問い合わせ先
味のヤマスイ山本水産
愛知県蒲郡市形原町港町151
TEL 0533-57-1155 FAX 0533-57-1160

【味のヤマスイ山本水産】特別企画 蒲郡で魚を“学び”“食べて”“好きになる”

蒲郡市民による人気投票
“どうめー魚10選”

旨み成分が認められた魚に与えられる称号“がまごおり撰魚”
画像は、旨み成分、健康成分が共に多い“蒲郡メヒカリ”

蒲郡の魚を楽しく学び、美味しさを知る（実際の様子）

年間250日魚市場へ通う
店⾧による蒲郡の旨い
魚をわかりやすく説明！
「いっぺん食ってみん」

N-02
東三河（蒲郡市）



企画・
商品内容

蒲郡は今、注目の深海魚の水揚げされる街です、
全国的にも珍し深海魚の骨を取り身だけにして
パン粉をつけ
深海魚のフライを店頭で揚げてあつあつが食べられる体
験イベントです。（にぎす・白むつ・銀目隊）金目題ではあ
りません。

所要時間
お買い物時間含めて約40分 2台以上は多めに時間を
見てください

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少5名～最大90名
＊２０名を超える場合は順次

開催日時
毎日可能
開始時間 来店時 （込み合うときは応相談）

価格 1人￥180（税別）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 休憩室あり

大型バス駐車場 あり 無料

注意事項
おひとり様づつお渡しします
店内は狭いので店頭の炉端コーナーで召し
上がりください

問い合わせ先
蒲郡海鮮市場
愛知県蒲郡市拾石町浅岡47-1
TEL 0533-68-7879 FAX 0533-68-7397

【蒲郡海鮮市場】ここでしか食べれない深海魚のあつあつフライ食べ歩き

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

N-03
東三河（蒲郡市）



企画・
商品内容

蒲郡は今、注目の深海魚の水揚げされる街です、
全国的にも珍し深海魚の骨を取り身だけにして

深海魚の干物を店頭で焼き立てあつあつが
食べられる体験イベントです。（にぎす・銀目鯛）

所要時間
お買い物時間含めて約40分 2台以上は多めに時間を
見てください

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少5名～最大90名
＊２０名を超える場合は順次

開催日時
毎日可能
開始時間 来店時 （込み合うときは応相談）

価格 1人￥80（税別）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員

大型バス駐車場 あり 無料

注意事項
おひとり様づつお渡しします
店内は狭いので店頭の炉端コーナーで召し
上がりください

問い合わせ先
蒲郡海鮮市場
愛知県蒲郡市拾石町浅岡47-1
TEL 0533-68-7879 FAX 0533-68-7397

【蒲郡海鮮市場】ここでしか食べられない蒲郡深海魚干物を食べよう

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

N-04
東三河（蒲郡市）



企画・
商品内容

渥美半島田原市の赤羽根漁港ではしらすが水揚げされ
ます。水揚げされたしらすは漁港の横の長栄しらす工場
に運ばれ、加工されます。ダイナミックに加工されるしら
す工場を是非、ご見学下さい。

所要時間 1時間（見学３０分+買い物30分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大５０名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
完全予約制 しらすの水揚げ状況により対応できません
開始時間は応相談（しらす禁漁期間 1月15日～2月14日）

価格 １人 １０００円 （お土産付）

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
しらす工場見学、しらすの加工工程の説明等を行います。
しらすの水揚げ量によっては、しらすに混ざる海の生物
を探す体験も可能です。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす 0531-23-2525
（長神・金子・中神）
道の駅内長栄 0531-45-5025

【有限会社 ⾧栄】本場、赤羽根しらす工場見学N-05
東三河（田原市）



企画・
商品内容

渥美半島の太平洋を一望しながら、地引網体験はいか
がでしょうか。広大な太平洋で自然にふれあい、昔から
ある漁法を是非体験してください。

所要時間 ２～３時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５０名～最大１５０名
＊少人数の場合は重機で引き揚げます

開催日時
毎日可能 開始時間は応相談 （冬期は寒いです）
天候による中止がございます。前々日に連絡します

価格 １網 １８０，０００円（漁獲量、魚種の保証は出来ません）

販売手数料 １網 １５，０００円

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から３０％、前日から５０％

添乗員 無料

大型バス駐車場
あり（大型バス3台可能、それ以上の場合は道の駅あか
ばねロコステーションに駐車）

注意事項

必要品として、クーラー、氷、タオル等が必要です。（当
日、販売もしてます。）
濡れる可能性がございます。
捕れた魚は、道の駅あかばねロコステーションより発送
可能です。送料、梱包費用は別途かかります。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【オーシャンサービスかもめ】太平洋を一望、地引網体験！！N-06
東三河（田原市）



製造品出荷額等が40年以上に渡り全国1位の愛知県は、
実は、農業産出高全国8位の農業県でもあります。
特に田原市は、市町村別で全国第1位。
田原市をはじめ、県内各地で体験プログラムが提供されています。



企画・
商品内容

2019年11月にオープンした「あい農パーク春日井（ふれ
あい農業公園）」は、旬の野菜を収穫できるビギナー
ファーム、植付から収穫まで体験できるアクティブファー
ムや自由に作物を栽培できるフリーファーム、遊具が設
置された芝生広場、カフェなど幅広い年代の方にお楽し
み頂ける施設です。団体のお客様には、新鮮野菜の収
穫体験、手ぶらで楽しんで頂けるバーベキュースペース
をご利用いただけます。

所要時間 収穫体験60分、バーベキュー180分or1日

最少催行人数
最大受入れ可能人数

25名
72名。大型バスはツアー募集開始前に要連絡

開催日時
通年。
ただし収穫体験は収穫する野菜が無い場合は休止。

価格
・収穫体験300円/1人
・バーベキュー（区画貸し）150円or300円/1人

※食材費、器材費は別途

販売手数料 なし

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 要連絡

添乗員 応相談

大型バス駐車場 あり。ツアー募集開始前に要連絡

注意事項
・汚れても良い服装（収穫体験）
・スニーカーや長靴が便利（収穫体験）
・軍手必要（収穫体験）

問い合わせ先
Ｔ・Ｉ・Ｔふれあい農園共同体
愛知県春日井市西尾町字西番場6-50
TEL 0568-37-1831

【あい農パーク春日井】新鮮野菜の収穫体験と手ぶらでバーベキューP-01
尾張（春日井市）



企画・
商品内容

「守口大根ほりほり収穫体験」
日本でも唯一、愛知県北部木曽川畔でしか栽培されず、
一切市場には出回らない長さ１ｍ以上にも及ぶ大変珍し
い漬物の専用品種、扶桑町名産品「守口だいこん」の収
穫時期（1月中旬～2月初旬）限定の収穫体験」と「守口
だいこん」のお土産、そして漬込み工房見学と工房併設
の直売処で名産漬物の「お買い物」企画。

所要時間
収穫時間約３０分
工房見学お買い物併せてトータル約８０～９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大４８名

開催日時 収穫時期（1月中旬～2月初旬）限定

価格 １人当たり（５本まで大根のお持帰り）含め１０００円

販売手数料 直売店誘客、１人当たり１００円

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 1台 店舗前に駐車可

注意事項

雨天・降雪の場合は圃場（畑）に入れないため、他の体
験（きざみ奈良漬造り）等の屋内型体験へ変更にて対応
予定。土日祝は工房は休みの為、口頭での説明とDVD
鑑賞のご対応となります。

問い合わせ先
株式会社扶桑守口食品
愛知県丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地757
総務部 TEL 0587-93-8670 FAX 0587-93-5313

【漬処 壽俵屋】1月中旬～2月初旬限定「守口だいこん収穫体験」

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

P-02
尾張（扶桑町）



企画・
商品内容

愛知県第一号国家戦略特区の農家レストランに隣接し
たイチゴ狩り園です。１１種類のトッピングや無料のコー
ヒーサービスもあり、周りはワイナリー用の葡萄畑なので
散策もできます。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大５０名

開催日時
定休日以外は毎日可能
開始時間は応相談

価格 ２２００円（１時間）

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（送迎後レストランに駐車していただきます）

注意事項 特になし

問い合わせ先
オレゴンファーム＆ワイナリー
愛知県常滑市榎戸午新田2２１３
TEL 0569-89-2613 FAX 0569-89-9518

【オレゴンファーム＆ワイナリー】いちご狩り園P-03
知多（常滑市）



企画・
商品内容

太陽がサンサンと降り注ぎ、開放感にあふれた西本ファームでいち
ご狩り体験をお楽しみください。
当園では、いちごの品種として「章姫」、「紅ほっぺ」、「おいCベリー」、
「かおり野」の4品種を栽培しています。時期や生育状況によっては
複数の品種をお楽しみいただけます。
農薬は最小限に抑え、有機質肥料を使用し、安心して美味しいいち
ごをお楽しみいただけるような栽培に努めております。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最大８０名 ＊生育状況による

開催日時

2019年12月～2020年5月期間
平日10:00～12:15
土日祝9:00～12:15
2月～4月5日までの土日祝9:00～13:15
定休日：火曜日及び臨時休業

価格

2019年12月～2020年5月期間
12月中旬～4月6日：大人2,100円、小学生1,700円、幼児1,300円
4月7日～5月10日：大人1,600円、小学生1,300円、幼児1,000円
5月11日～5月下旬：大人1,200円、小学生900円、幼児800円
＊幼児は2歳以上
25名様以上のご来園で、100円割引（割引・特典の併用は致しかね
ます）

販売手数料 なし

予約締切日 前日

キャンセル規程 キャンセル料は頂戴しておりませんが、必ずご連絡ください。

添乗員 いちご狩り利用は有料

大型バス駐車場 ２台まで対応可

注意事項
いちごの品種指定によるご予約はできません。
いちご狩りは要予約。

問い合わせ先
西本ファーム
愛知県東海市加木屋町御林101
TEL 0562-22-1739 https://nishimoto-farm.jp/

西本ファーム

〒477-0032 
愛知県東海市加木屋町御林101
TEL0562-22-1739
https://nishimoto-farm.jp/

アクセス

電車：名鉄「太田川駅」下車、タクシー約11分
お車：知多半島道路「大府東海IC」出口、約5分

知多半島独特の温暖な気候の中
酵素などの有機質肥料をふんだんに使い
コクのある奥深い甘さを作っております
太陽の光をたっぷり浴びた
西本ファームのいちごを是非ご堪能くだ
さい

【西本ファーム】いちご狩り・直売P-04
知多（東海市）



企画・
商品内容

食べて、体験できる、あおいパーク。
碧南には、ブランドにんじん「へきなん美人」、生で食べ
れる「サラダたまねぎ」、いちじくや落花生など、様々な特
産品があります。

産直の採れたて野菜の購入もでき、もぎとり農園で自
分で収穫もできます。

所要時間 ３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大４０名
＊人数に応じて、班分けをして実施
（作物の生育状況などにより異なる）

開催日時 開園日の9:00～16:00

価格 時価（作物の生育状況などにより変動します）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 キャンセル費用なし。前日までに連絡ください。

添乗員 無料（参加される場合は有料）

大型バス駐車場 あり

注意事項
・作物の育成状況により価格変動します。
・予定数に達した作物は受付終了します。
・天候等により収穫時期が変動します。

問い合わせ先
あおいパーク
愛知県碧南市江口町３丁目１５−３
TEL 0566-43-0511

【あおいパーク】野菜もぎとり体験P-05
西三河（碧南市）



【ブルーベリーのこみち】
絶品『ブルーベリーフィナンシェ』『ブルーベリーゼリー』プレゼント

企画・
商品内容

１０名以上（添乗員除く）のグループで立ち寄りの際に、
おひとり様に1つずつ『ブルーベリーフィナンシェ』『ブルー
ベリーゼリー』をプレゼント。

所要時間 お買い物でのお立ち寄り２０分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大４０名程度

開催日時
定休日（木曜日）を除く毎日
9：00～17：00

価格 －

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 添乗員様にもプレゼント（ただし、お客様10名以上）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・必ずお買い物の時間を確保してください。
・店外にテーブルがあり、休憩をしていただけます。
・店舗が小さいため、人数によっては全員が一度に入る
ことができません。

問い合わせ先

ブルーベリーのこみち
ブルーベリー事業部 杉田
電話：0565-82-3365
info@komichi-inabu.jp

P-06
西三河（豊田市）



【大橋園芸】
最先端技術で育てた奇跡のトマトもぎ取り＆しぼりたてジュース試飲体験！
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企画・
商品内容

美容にいい！と話題のトマト「桃太郎ゴールド」は、赤い
トマトの５倍のシスリコピンを含み、フルーティーな味わい
が特徴です。
全国でも生産量が少なく、この貴重なトマトのもぎ取り体
験を楽しめるのはここだけ！桃太郎ゴールド１００％のト
マトジュースも味わっていただけます。最先端の環境制
御を備えたハウス栽培はトマトが好きな方、最新の農業
に興味のある方には必見です。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少６名～最大３０名程度

開催日時
１１～１２月の日曜
時間は応相談

価格 １，０００円／人

販売手数料 なし

予約締切日 ３０日前まで

キャンセル規程
７日前から全額
数人の減員は前日は無料、当日は全額

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・事前予約必須
・大型バスの駐車は１台のみ

問い合わせ先
大橋園芸
TEL：0565-29-0365（090-1755-7590)
住所：豊田市鴛鴨町畑林280

P-07
西三河（豊田市）



企画・
商品内容

千両さつま芋掘り体験（芋3～4つ付き）。20名以上は、蒸
し芋体験の無料サービス。別途料金でみかん狩り（みか
ん1袋付き）も可。

所要時間
３０分程度
みかん狩りも追加の場合は、合計１時間程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大バス２台

開催日時 10月～11月の毎日（除外日あり）

価格 ３００円 （みかん狩りは別途必要。価格は応相談）

販売手数料 なし

予約締切日 １か月前まで

キャンセル規程 前日からキャンセル料発生

添乗員 無料

大型バス駐車場 空き地利用のため無料

注意事項
トイレがないため、事前に赤塚山公園立ち寄りください。
汚れてもよい服装、軍手は準備ください。

問い合わせ先
豊川市観光協会（秋山・伊藤）
TEL 0533-89-2206

【豊川市千両地区】大地の恵み！甘みと香りが強い千両さつま芋掘り体験

千両さつま芋掘り 300円

P-08
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

【期間】 → 10月～12月
みかん狩りと選べる釜飯御膳が楽しめるプラン！
みかん狩りは時間無制限！＋蒲郡オレンジパークの名
物御膳のあさり釜飯(小人・幼児はカレー釜)が食べられ
る釜飯のセットプラン！
バランスの考えられた御膳料理で心も体も大満足です！
この他に「みかん1kgお土産」「大福作り体験」「選べるみ
かんの特典」も付いてくる！５つのお楽しみが入ったスペ
シャルプランを是非この機会にご体験下さい★

みかん狩り＋釜飯御膳＋みかん１㎏お土産＋みかん大
福作り（１個）＋選べる特典（１個）

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大８００名

開催日時 【午前の部】11:10～／【午後の部】13:00～

価格
★すべて税込み価格★
大人 2,400円 小人 2,200円 幼児 1,800円
※大人…中学生以上 小人…小学生 幼児…３才以上

販売手数料 なし

予約締切日 前日の17時まで

キャンセル規程 前日の17時まで それ以降はキャンセル料１００％

添乗員 選べるメニュー 550円

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
●飲食のお持ち込みは出来ません。
●当日ご来店後のご予約の場合、釜飯準備に３０分お
時間を頂いております。

問い合わせ先
蒲郡オレンジパーク
愛知県蒲郡市清田町小栗見1-93
TEL 0533-68-2321 FAX 0533-68-2120

【蒲郡オレンジパーク】みかん狩りの休日(釜飯)プラン
↓
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P-09
東三河（蒲郡市）



企画・
商品内容

【期間】 → 1月～３月
いちご狩りと選べる釜飯御膳が楽しめるプラン！
いちご狩りは時間無制限で練乳のおかわり自由！＋蒲
郡オレンジパークの名物御膳のあさり釜飯(小人・幼児は
カレー釜)が食べられる釜飯のセットプラン！
この他に「いちごソフトクリーム」も付いてくる！！
スペシャルプランを是非この機会にご体験下さい★

いちご狩り＋釜飯御膳＋いちごソフトクリーム（１個）＋
※土日祝の場合「売店で使える２００円割引券」もプレゼ
ント！

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大８００名

開催日時 【午前の部】11:30～／【午後の部】13:00～

価格

★すべて税込み価格★
【平日】大人 3,000円 小人 2,800円 幼児 2,300円
【土日祝】大人 3,200円 小人 3,000円 幼児 2,500円
※大人…中学生以上 小人…小学生 幼児…３才以上

販売手数料 なし

予約締切日 前日の17時まで

キャンセル規程 前日の17時まで それ以降はキャンセル料１００％

添乗員 選べるメニュー 550円

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

●いちご狩りは食後にご案内致します。
●飲食のお持ち込みは出来ません。
●当日ご来店後のご予約の場合、釜飯準備に３０分お
時間を頂いております。

問い合わせ先
蒲郡オレンジパーク
愛知県蒲郡市清田町小栗見1-93
TEL 0533-68-2321 FAX 0533-68-2120

【蒲郡オレンジパーク】いちご狩りの休日(釜飯)プラン
↓
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P-10
東三河（蒲郡市）



企画・
商品内容

マンゴーやライチなど、約５０種類のトロピカルフルーツ
の木々に囲まれた迷路のような温室内を探検します。イ
ンドネシア、バリ島の森をイメージしています。

所要時間 約３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大４０名

開催日時 毎日

価格

【入園のみ】大人：700円、19歳以下：500円
【トロピカルコース】大人：1,000円、19歳以下：800円
【スペシャリティコース】1,000円
【コピルアックコース】3,000円
※ガイド付きは１グループにつき別途2,000円
※コースにより、入場できるエリアが異なります。トロピカ
ルコース以下は無料ドリンク付き

販売手数料 体験プログラムの５％

予約締切日 ３日前

キャンセル規程 ２日前から100％

添乗員 有料（お客様と同額）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 ヒール靴での入場は不可。貸し靴あります。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす ０５３１－２３－２５２５
（長神・金子・中神）

【小川農園】トロピカルフルーツのジャングル探検ツアー

案内人：小川政行

P-11
東三河（田原市）



企画・
商品内容

イタリアでは、古くから愛され３０００年もの歴史を持つ、
エアルームトマトの栽培に渥美半島田原市で成功しまし
た。案内人からトマトの説明を聞きながら、トマトの味を
お楽しみください。実際に３玉収穫して頂き、お土産とし
てお持ち帰りください。

所要時間 約1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大１００名
＊１ハウス５０名まで可能。それ以上は班分けをします。

開催日時
1月～５月の期間可能
開始時間は応相談

価格 １人 ６００円 （５玉お土産、試食付）

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
駐車場に関しては、トマトハウスにてお客様に降りて頂き、
バスは、近隣の駐車スペースに移動して頂きます。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【石井芳典】エアルームトマト収穫体験

案内人：石井芳典

P-12
東三河（田原市）



企画・
商品内容

渥美半島田原市で宮じいと呼ばれ、カラフルトマトを生産
する喜美農園。案内人からの解説を聞きながら、お好き
な色のトマト収穫体験をお楽しみください。試食も用意し
てありますので、お楽しみください。

所要時間 約1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大２００名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施する場合が
ございます。

開催日時
1月～5月の期間可能
開始時間は応相談

価格 １人 ５００円（カップ一杯分のおみやげ付き）

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
駐車場に関しては、ミニトマトハウスにてお客様に降りて
頂き、バスは、近隣の駐車スペースに移動して頂きます。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【喜美農園】カラフルトマト収穫体験P-13
東三河（田原市）



企画・
商品内容

温暖な気候の渥美半島で、「露地みかん」と「ハウスみか
ん」を育てています。太陽の光をいっぱい浴びて大きく
なったもぎたてみかんのおいしさをお楽しみください。は
とても糖度の高いみかんも収穫されています。お土産み
かんを１Ｋｇ４００円にて販売しております。

所要時間 時間無制限

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大１００名

開催日時
1１月～１２月初旬の期間可能 ９：３０～１６：００
開始時間は応相談

価格 大人 ７００円 小学生 ５００円 ３才以上 ３００円

販売手数料 ５％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 近くの広い農道

注意事項
ハウス前の農道に駐車していただく事になります。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【八木みかん園】みかん狩りP-14
東三河（田原市）



企画・
商品内容

鈴木農園のトマトは糖度が高く、「のりさんトマト」と呼ば
れています。案内人からこだわりのトマトの説明を受けな
がら、収穫体験をお楽しみください。実際に収穫したトマ
ト５玉をお持ち帰り頂きます。当日は、カットしたトマトの
試食もご用意してあります。

所要時間 約1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大１００名
＊１ハウス５０名まで可能。それ以上は班分けをします。

開催日時
1１月～３月の期間可能
開始時間は応相談

価格 １人 ６００円 （５玉お土産、試食付）

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

駐車場に関しては、トマトハウスにてお客様に降りて頂き、
バスは、近隣の駐車スペース（道の駅あかばねロコス
テーション）に移動して頂きます。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす（長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【鈴木農園】のりさんトマト収穫体験

鈴木さん（案内人）

P-15
東三河（田原市）



企画・
商品内容

渥美半島田原市の春の訪れを感じるいちご狩りです。品
種は紅ほっぺをはじめ他の品種もございます。是非、渥
美半島田原市のイチゴをご賞味下さい。

所要時間 1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１５名～最大２００名

開催日時
定休日 12月31日、1月１，２，３日
開始時間は応相談

注意事項
品種は紅ほっぺ、かおり野、星のきらめきですが指定は
できません。

販売手数料 イチゴ狩りは無、売店販売売上の１０％

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 無

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

料金表

期間 小学生以上 幼児
1/4～1/31 1600円 １１００円
2/1～3/31 1450円 1000円
4/1～5月初旬 1100円 800円

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす 0531-23-2525
（長神・金子・中神）
マルカベジフル (株) 0120-453-167

【マルカベジフル株式会社】イチゴ狩り体験ツアーP-16
東三河（田原市）



企画・
商品内容

渥美半島田原市の春の訪れを感じるいちご狩りです。品
種は紅ほっぺをはじめ他の品種もございます。是非、渥
美半島田原市のイチゴをご賞味下さい。

所要時間 ５０分 （イチゴ狩り30分+お買物20分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１５名～最大１５０名

開催日時
定休日 12月31日、1月１日
開始時間は応相談

価格 次ページ料金表参照

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 無

添乗員 同一料金（但し、別途お土産付）

大型バス駐車場 あり

注意事項

イチゴ1パック試食や野菜、みかん詰め放題企画等もご
ざいます。右料金表をご参照ください。

注）道の駅田原めっくんはうすにて他のいちご狩りもご紹
介できます。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす 0531-23-2525
（長神・中神・金子）
ニュー渥美観光(株) 0531-32-0636

【ニュー渥美観光】イチゴ狩り体験ツアーP-17
東三河（田原市）





企画・
商品内容

【自然薯ほり体験】 犬山の特産自然薯「夢とろろ」を
畑で育てています。 収穫期を迎える１月に自然薯ほり
体験を行います。自然薯を２本収穫して頂きます。
お土産はパック入りのものとムカゴをお渡しします。磯辺
上げなどの試食、販売もあります。
自然薯は古くから漢方薬としても用いられ、滋養強壮を
はじめ疲労回復、や食欲増進、などに優れた効果がある
とされています。

所要時間 約 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少1０名～最大３０名

開催日時
１月
11:００ ～ 14:００ ～ （別時間はご相談）

価格 ３,０００円

販売手数料 10％

予約締切日 １５ 日前まで

キャンセル規程 ３ 日前から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 なし （下車後回送・場所相談）

注意事項

犬山市内の菜園で収穫します。
収穫した自然薯はそのままお持ち帰りいただくことは出
来ません。お土産はパック入りのものとムカゴをお渡しし
ます。
※お支払は当日現金支払でお願いします。

問い合わせ先
犬山東部じねんじょ部会 （担当：宮島）
愛知県犬山市高根45
TEL ０９０-２６８９－７４６８ FAX ０５６８-６７－０５８３

【自然薯菜園】「夢とろろ」自然薯ほり体験P-18
尾張（犬山市）



実は、全国有数のお茶どころである愛知県。
てん茶（抹茶の原料）生産量は全国トップクラスで、
「西尾の抹茶」は有名です。
また、生産だけでなく、海部地域を中心に広がる「野良茶」など、
お茶を飲む文化も根付き、現在の喫茶店文化につながります。



企画・
商品内容

昭和30年創業。日比野製茶は、犬山の土壌や気
候と、こだわりの農法で、まろやかで豊かな香りの美
味しいお茶、安心安全のお茶を作り続けています。
畑の土づくりから茶葉の育成、製茶・製造、販売まで
行っているこだわりのお茶農家です。
①お茶作りを学ぶ座学と抹茶作り

・お茶の作り方と、日本茶と紅茶と烏龍茶の違い
を学ぶ。

・てん茶を石臼でひいて、抹茶を作る。
②お茶摘みと製茶（手もみ）体験＋工場見学

・茶畑で茶葉を摘み、工程を学びながら、手もみ
をし、お茶を作る。

＊お茶摘みは、収穫時のみとなり、期間限定。
①②日比野製茶のジェラート、お茶のサービス。

作ったお茶はお土産となります。

所要時間 ①②約６０分（人数による）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名から最大１５名（１５名以上は要相談）
※30名以上も対応可能。詳細はご相談ください。

開催日時
開催日時は要相談
①通年 ②6/20頃～６月末、９月中旬～10月中旬

価格 ①②１，０００円

販売手数料 １０％

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 １台あり（要予約）

注意事項
②は天候で茶葉の生育が変わり、時期が変わったり、
受け入れが出来ない場合があります。要相談。

問い合わせ先
日比野製茶
愛知県犬山市善師野中屋敷１５
TEL 0568-61-4189

【日比野製茶】お抹茶作り・茶摘み体験・製茶体験・工場見学

敷き藁や籾殻などの資材で土の状態
を整え、肥料は有機肥料をベースとし、
消毒は使用回数を限界まで減らす減農
薬農法でお茶を栽培しています。

地域の子どもたちと、お茶摘み体験・製茶体験。お茶について少しで
も関心を持ってもらえるようにと、工夫をしています。

人気のお茶屋のジェラートを、
お召し上がりください。

Q-01
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

国内唯一の紅茶関連業者団体日本紅茶協会から「おい
しい紅茶の店」の認定店の店舗数が人口比で一番多い
尾張旭市が日本最大級の紅茶の祭典「第９回紅茶フェ
スティバルin尾張旭」を開催します。

世界の紅茶、日本の紅茶がバザールでは試飲をして
いただき納得の紅茶をお買い求め頂くことが可能です。
＜特典＞世界中から集めた珍しい紅茶の試飲

所要時間 60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

なし

開催日時 １１月２２日（日）

価格 なし

販売手数料 なし（内容によって応調整）

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 （要予約）

注意事項 なし

問い合わせ先
一般社団法人尾張旭市観光協会
愛知県尾張旭市東大道町原田34-1
TEL0561-52-6500 FAX0561-57-1833

【スカイワードあさひ】第9回紅茶フェスティバルin尾張旭

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

Q-02
尾張（尾張旭市）



企画・
商品内容

抹茶の品質・価格の差を知ることができる「原料茶葉の等級決め」
体験や、昔ながらの茶臼で碾いた抹茶をお召し上がり頂くなど、思
い出に残る体験が盛りだくさんのスペシャルな工場見学です。

所要時間 75分(有料)・45分(無料)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少21名～最大40名
※2班に分けて実施

開催日時
各月第一木曜日(５月、７月、１２月は無休)、年始
※メンテナンスによる臨時休業をする場合がございます。
見学開始時間 ①10：00～ ・②13：00～ ・③15：00～

価格 有料75分コースの場合 お1人様500円 (45分コースは無料)

販売手数料 なし

予約締切日 2ヵ月前まで

キャンセル規程 30日前まで

添乗員 有料コースの場合は入館料500円を頂戴しております。

大型バス駐車場 あり（１台） 無料

注意事項

●館内は、スリッパに履き替えてのご入館となります。スリッパは
ご用意いたします。※お子様用スリッパのご用意はございません。
●75分有料コースでは、熱湯を使用する場面がございます。
小さいお子様がご参加される場合、ご注意が必要ですので、その
旨をお客様へお伝え願います。
●乗務員、運転手の方へ待ち合いをご用意してございます。終了
時刻まで、本店店舗内にてお待ちいただけます。 ※同行される場
合は、お客様と同様に入館料が必要となります。
●食品会社の為、館内・敷地内でのお煙草はご遠慮いただいてお
ります。
●開始時間15分前から入館可能となります。
館内準備の都合により、開始時間15分前よりお早く到着された場
合はご案内いたしかねますのでご注意ください。

問い合わせ先
株式会社あいや
愛知県西尾市上町横町屋敷１５番地
TEL 0563-77-6572（専用ダイアル） FAX 0563-77-6572

【株式会社あいや】抹茶ミュージアム「西条園 和く和く」Q-03
西三河（西尾市）



企画・
商品内容

全国でも有数の抹茶の生産地である西尾市で、抹茶工
場での製造過程をガイドの解説と共にお楽しみいただけ
ます。
工場見学後は併設された店内にて抹茶製品のお買い物
や飲食スペースでの食事や甘味をお楽しみいただけま
す。

所要時間 ４５分（石臼挽き体験＋１５分）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大４５名 ４５名を超える場合は2組に分
かれて実施
（石臼挽き体験は最小１０名～最大３０名 入替不可）

開催日時
９：００～１６：００ 水曜定休
（お買い物スペースは１９：００まで）

価格 無料（石臼挽き体験＋１，５００円税込）

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 前日１７：００までに連絡

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（５台）

注意事項

※工場見学場、店舗2階は全て階段になっております。
エレベーター等の設備はございませんのでご了承くださ
い。
※予約状況やイベント等によって日時ご希望に添えない
場合がございます。

問い合わせ先
株式会社松鶴園
愛知県西尾市上町南荒子５０番地２
TEL 0563-54-3360 FAX 0563-54-3332

【株式会社松鶴園】抹茶工場見学Q-04
西三河（西尾市）



実は、愛知県は花き生産量全国1位という、
「花の王国」でもあります。
産出額全国1位の菊やバラなどは、見学・体験できるスポットも。
また、豊明市にある「愛知豊明花き地方卸売市場」は、
世界でも有数の花き専門市場で、ここも見学可能です。



企画・
商品内容

愛知豊明花き地方卸売市場は、世界有数の花き専門市
場です。鉢花・蘭・観葉植物などの取引きではアジア最
大級を誇り、他では見られないスケールで花の流れをご
覧になれます。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最大８０名

開催日時

毎週月曜～金曜（セリ見学は月・木曜のみ）
９時～１５時
※セリについて
４月～５月中旬・１１月上旬～１２月上旬は１２時頃まで。
その他は１０時３０分頃まで。
入荷量によって終了時間は変わります。

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり

注意事項
プラン内容については、その都度打ち合わせの上、対応
いたします。

問い合わせ先
愛知豊明花き流通協同組合
愛知県豊明市阿野町三本木１２１番地
TEL 0562-96-1199 FAX 0562-96-1198

【愛知豊明花き地方卸売市場】世界有数の花き専門市場見学

毎週月曜と木曜に８時からセリ取引が行われ、１年の中でも４月下旬から５月上旬、
１２月上旬は、特に入荷量が多くなります。

春季にスカイウォーク（２F見学通路）から見渡す場内は、まるでお花畑にいるようで
感動的です。

また、場内各所に桜、牡丹、芍薬、古典菊、椿など約2,000品種の植物が植えられ
ており、季節ごとに楽しんでいただけます。

R-01
尾張（豊明市）



企画・
商品内容

愛知豊明花き地方卸売市場は、世界有数の花き専門市
場です。鉢花・蘭・観葉植物などの取引きではアジア最
大級を誇り、他では見られないスケールで花の流れをご
覧になれます。
季節の新鮮な鉢花のお土産つきです。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最大８０名

開催日時

毎週月曜～金曜（セリ見学は月・木曜のみ）
９時～１５時
※セリについて
４月～５月中旬・１１月上旬～１２月上旬は１２時頃まで。
その他は１０時３０分頃まで。
入荷量によって終了時間は変わります。

価格 ５００円

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前まで

添乗員 －

大型バス駐車場 あり

注意事項
プラン内容については、その都度打ち合わせの上、対応
いたします。

問い合わせ先
愛知豊明花き流通協同組合
愛知県豊明市阿野町三本木１２１番地

TEL 0562-96-1199 FAX 0562-96-1198

【愛知豊明花き地方卸売市場】世界有数の花き専門市場見学
（お土産付きプラン）

毎週月曜と木曜に８時からセリ取引が行われ、１年の中でも４月下旬から５月上旬、
１２月上旬は、特に入荷量が多くなります。

春季にスカイウォーク（２F見学通路）から見渡す場内は、まるでお花畑にいるようで
感動的です。

また、場内各所に桜、牡丹、芍薬、古典菊、椿など約2,000品種の植物が植えられ
ており、季節ごとに楽しんでいただけます。

お土産に、季節の新鮮な鉢花がつきます。

R-02
尾張（豊明市）



企画・
商品内容

愛知豊明花き地方卸売市場は、世界有数の花き専門市
場です。鉢花・蘭・観葉植物などの取引きではアジア最
大級を誇り、他では見られないスケールで花の流れをご
覧になれます。
エディブルフラワーを使ったオリジナル弁当つきです。
（お弁当は１，０００円、１，５００円の２種類からお選びい
ただけます。）

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大４０名

開催日時

毎週月曜～金曜（セリ見学は月・木曜のみ）
９時～１５時
※セリについて
４月～５月中旬・１１月上旬～１２月上旬は１２時頃まで。
その他は１０時３０分頃まで。
入荷量によって終了時間は変わります。

価格 １，０００円～１，５００円

販売手数料 なし

予約締切日 ２０日前まで

キャンセル規程 １０日前まで

添乗員 別メニューなし

大型バス駐車場 あり

注意事項
プラン内容については、その都度打ち合わせの上、対応
いたします。

問い合わせ先
愛知豊明花き流通協同組合
愛知県豊明市阿野町三本木１２１番地

TEL 0562-96-1199 FAX 0562-96-1198

【愛知豊明花き地方卸売市場】世界有数の花き専門市場見学
（お花のお弁当付きプラン）

毎週月曜と木曜に８時からセリ
取引が行われ、１年の中でも４
月下旬から５月上旬、１２月上旬
は、特に入荷量が多くなります。

春季にスカイウォーク（２F見学
通路）から見渡す場内は、まるで
お花畑にいるようで感動的です。

また、場内各所に桜、牡丹、芍
薬、古典菊、椿など約2,000品種
の植物が植えられており、季節
ごとに楽しんでいただけます。

エディブルフラワーを
使ったオリジナル弁当

２種類からお選びいただくことがで
きます。

※写真は１，５００円のお弁当です。

市内農家で作られた、無農薬の
食べられるお花を使っています。

R-03
尾張（豊明市）



企画・
商品内容

愛知豊明花き地方卸売市場は、世界有数の花き専門市
場です。鉢花・蘭・観葉植物などの取引きではアジア最
大級を誇り、他では見られないスケールで花の流れをご
覧になれます。
フラワーアレンジメントまたは寄せ植えの体験つきです。

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大４０名

開催日時

毎週月曜～金曜（セリ見学は月・木曜のみ）
９時～１５時
※セリについて
４月～５月中旬・１１月上旬～１２月上旬は１２時頃まで。
その他は１０時３０分頃まで。
入荷量によって終了時間は変わります。

価格 １，５００円

販売手数料 なし

予約締切日 ２０日前まで

キャンセル規程 １０日前まで

添乗員 －

大型バス駐車場 あり

注意事項
プラン内容については、その都度打ち合わせの上、対応
いたします。

問い合わせ先
愛知豊明花き流通協同組合
愛知県豊明市阿野町三本木１２１番地

TEL 0562-96-1199 FAX 0562-96-1198

【愛知豊明花き地方卸売市場】世界有数の花き専門市場見学
（体験付きプラン）

毎週月曜と木曜に８時からセリ
取引が行われ、１年の中でも４
月下旬から５月上旬、１２月上旬
は、特に入荷量が多くなります。

春季にスカイウォーク（２F見学
通路）から見渡す場内は、まるで
お花畑にいるようで感動的です。

また、場内各所に桜、牡丹、芍
薬、古典菊、椿など約2,000品種
の植物が植えられており、季節
ごとに楽しんでいただけます。

フラワーアレンジ
または寄せ植えの
体験つき

※写真はフラワーアレンジです。

R-04
尾張（豊明市）



企画・
商品内容

愛知豊明花き地方卸売市場は、世界有数の花き専門市
場です。鉢花・蘭・観葉植物などの取引きではアジア最
大級を誇り、他では見られないスケールで花の流れをご
覧になれます。
フラワーアレンジメントまたは寄せ植えの体験、エディブ
ルフラワーを使ったオリジナル弁当つきです。
（お弁当は１，０００円、１，５００円の２種類からお選びい
ただけます。）

所要時間 １２０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大４０名

開催日時

毎週月曜～金曜（セリ見学は月・木曜のみ）
９時～１５時
※セリについて
４月～５月中旬・１１月上旬～１２月上旬は１２時頃まで。
その他は１０時３０分頃まで。
入荷量によって終了時間は変わります。

価格 ２，５００円～３，０００円

販売手数料 なし

予約締切日 ２０日前まで

キャンセル規程 １０日前まで

添乗員 別メニューなし

大型バス駐車場 あり

注意事項
プラン内容については、その都度打ち合わせの上、対応
いたします。

問い合わせ先
愛知豊明花き流通協同組合
愛知県豊明市阿野町三本木１２１番地

TEL 0562-96-1199 FAX 0562-96-1198

【愛知豊明花き地方卸売市場】世界有数の花き専門市場見学
（体験＋お花のお弁当付きプラン）

毎週月曜と木曜に８時からセリ
取引が行われ、１年の中でも４
月下旬から５月上旬、１２月上旬
は、特に入荷量が多くなります。

春季にスカイウォーク（２F見学
通路）から見渡す場内は、まるで
お花畑にいるようで感動的です。

また、場内各所に桜、牡丹、芍
薬、古典菊、椿など約2,000品種
の植物が植えられており、季節
ごとに楽しんでいただけます。

フラワーアレンジ
または寄せ植えの体験

※写真はフラワーアレンジです。

エディブルフラワーを
使ったオリジナル弁当
２種類からお選びいただけます。

※写真は１，５００円のお弁当です。

市内農家で作ら
れた、無農薬の
食べられるお花
を使っています。

R-05
尾張（豊明市）



企画・
商品内容

とよかわブランド「とよかわのバラ」園見学とフラワーアレ
ンジメント作り体験を行ないます。五感すべてを刺激しな
がらとよかわバラの魅力を堪能いただきます。

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大２０名程度
＊２０名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時
木曜日 13：30～
日曜日 11：00～、13：30～ それ以外は応相談

価格 1,500円（税別）【通常2,000円のところ特別価格】

販売手数料 なし

予約締切日 ２週間前まで

キャンセル規程
キャンセルの場合は、前日までにご連絡ください。
当日キャンセルは、要相談。

添乗員 添乗員も有料

大型バス駐車場 あり（無料）

注意事項

問い合わせ先
豊川市観光協会（秋山・伊藤）
TEL.0533-89-2206

【天野バラ園】～とよかわブランド～とよかわバラ・魅力発見の旅R-06
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

日本夜景遺産にも選ばれている田原市の夜景。ここにし
かない夜景の正体は、田原市が誇る日本一の電照菊温
室です。ツアーでは、普段外からしかみることができない
温室内を花名人が心を込めてご案内・解説します。
※花名人：田原市で活躍する若手花生産者グループ

所要時間 約９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大２０名
※２０名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時 開花状況により実施できる日程を決定

価格
大人：3,500円
高校生以下：無料

販売手数料 体験プログラムの５％

予約締切日 ３日前

キャンセル規程 ２日前から100％

添乗員
有料
（お客様と同額）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
温室内は足元が汚れることがあるため、スニーカーなど
歩きやすい靴でお越しください。鉢物や切り花、野菜など
のお土産付き。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす （０５３１）２３－２５２５
（長神・金子・中神）

【渡会理史】花名人が案内する電照菊ナイトツアー

案内人：渡会理史

R-07
東三河（田原市）



東栄町は、ファンデーションの原料である、
セリサイトの日本唯一の産地で、
現地では、ファンデーション作り体験や鉱山見学が可能です。
他にもある「美」関連するスポットで、
より美しくなってください。



企画・
商品内容

①日本酒を使った美肌石鹸、カラフル石鹸を作ろう！
②日本酒を入れたバスボム作りで、楽しもう！
③自作の日本酒化粧品で、素肌美人を目指そう！

所要時間 1つなら30分、3つなら1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小3名から30名まで
＊30名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時 開催日、開催時間は応相談

価格
石鹸作り800円、バスボム作り800円、クリーム化粧水
800円、3点セット2200円

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 前日50%、当日100%

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり 弊社前に停めていただきます

注意事項
アルコールアレルギーのある方の参加はご遠慮願いま
す。

問い合わせ先

金銀花酒造株式会社
愛知県一宮市今伊勢町馬寄山之小路19
0586-73-3282
080-5152-1187 担当 佐藤

【金銀花酒造株式会社】日本酒でアメニティーグッズを作っちゃおう！

フリースペース
（

S-01
尾張（一宮市）



企画・
商品内容

【犬山日和、犬山日和 弐番館】着物・浴衣レンタル
国宝犬山城をはじめとする四季折々に美しい犬山の観
光名所や、歴史情緒あふれる町並みを、着物や浴衣を
着て散策しませんか？
着物・浴衣レンタルと着付けをセットで提供します。

所要時間 来店からお出かけまで約４０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大１０名
※30名以上も対応可能。詳細はご相談ください。

開催日時
2020年3月10日～2021年3月31日
定休日：火 ※祝祭日は営業

価格 お一人様につき３，８５０円（税込み・着付け込み）

販売手数料
なし ※但し、着物レンタルのお客様にプチギフトをプレ
ゼントします

予約締切日 ２日前まで

キャンセル規程 前日から１００％

添乗員 着物レンタルの場合有料

大型バス駐車場 なし

注意事項

・要予約
・妊婦のお客様はお断りいたしております
・サイズによってはご用意できない場合がございます
・夏季は浴衣をご用意しています（6月～9月）

問い合わせ先
犬山日和 弐番館（いぬやまびより にばんかん）
愛知県犬山市大字犬山字西古券２４
TEL 0568-48-7871 FAX 0568-62-6543

【犬山日和、犬山日和 弐番館】着物・浴衣レンタルS-02
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

ブローチやペンダントなどアクセサリーを中心とした七宝
焼の制作体験が気軽に楽しんでいただけます。メニュー
は30種類以上。予算と時間にあわせてお好みのものを
選んでいただけます。講師は現役の七宝職人、作品を
当日持ち帰ることができるのも魅力です。

所要時間 60分～180分 （団体の場合は＋30分程度）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大１２０名

開催日時
定休日以外は毎日可能
開始時間は10時～15時30分（詳細は問合せ）

価格 １，０００円～５，０００円

販売手数料 なし

予約締切日
７日前まで（１０名以上の団体の場合） 個人、少人数グ
ループは当日可

キャンセル規程 なし

添乗員 ―

大型バス駐車場 あり

注意事項
メニューにより締め切り時間が異なります。
団体の場合は、事前にメニューの希望を取り、連絡いた
だくことをおススメします。

問い合わせ先
あま市七宝焼アートヴィレッジ
愛知県あま市七宝町遠島十三割2000番地
TEL 052-443-7588 FAX 052-443-7122

【あま市七宝焼アートヴィレッジ】七宝焼体験教室S-03
海部（あま市）



企画・
商品内容

メイカーズ ピアのものづくり体験教室
「日帰りステンドグラス教室」の団体対応

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大３０名

開催日時 開催日時は応相談

価格 一人２，７５０円～ ※作品により異なります

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 前日から１００％

添乗員 問い合わせ

大型バス駐車場 金城ふ頭大型車駐車場をご利用ください

注意事項
予約は下記問い合わせ先にお電話でお願いします。
講師日程を確認後の予約確定となります。

問い合わせ先
メイカーズ ピアマネジメントセンター
愛知県名古屋市港区金城ふ頭２－７－１
TEL 052-304-8722 FAX 052-304-8702

【メイカーズ ピア】日帰りステンドグラス教室S-04
名古屋



博物館・博物館相当施設数が全国8位の愛知県。
尾張徳川家の遺愛品などを収蔵する美術館や、
画家・作家にフィーチャーした美術館など、
特色ある施設がたくさんあります。
テーマパークも見逃せません。



企画・
商品内容

東京・五島美術館所蔵 「国宝 紫式部日記絵巻」を、
徳川美術館で特別公開致します。
「源氏物語」作者 紫式部による、平安時代の宮中の
様子を記した日記を基に、絵巻にした国宝の作品。
五島美術館では、毎年秋に1週間程度しか見ることが
できない貴重な作品を、じっくりとご鑑賞できます。

所要時間 約 1時間 （美術館全体観覧時間）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

－

開催日時 2020年11月8日（日）～12月13日（日）

価格 一般1,400円、高大生700円、小中生500円

販売手数料 クーポン10％、現金5％

予約締切日 －

キャンセル規程 －

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり （事前予約不可）

注意事項

・毎週土曜日は小・中・高生無料
・20名以上の団体は、一般200円引き、その他100円引き
・現金をご利用の場合、事前に申請書をFAXして頂ければ、

送客手数料（5％）をお支払い致します。
※添乗員同行の場合に限る

問い合わせ先
徳川美術館
愛知県名古屋市東区徳川町1017番地
TEL：052-935-6262 FAX：052-935-6261

【徳川美術館】特別公開 国宝 紫式部日記絵巻

国宝 紫式部日記絵巻
特別公開

「紫式部日記」とは？
平安時代の1008年秋から1010年正月までの
約1年半の間、紫式部が宮中での様子を中心
に書いた日記「紫式部日記」を、約250年後の
鎌倉時代前期に絵巻にした作品。
現存する作品は、いずれもが国の重要文化財
や国宝に指定されています。

毎年、期間限定公開の作品が、
名古屋で見れる！

ふき ぬき や たい

平安時代に発達した技法・・斜め上から屋根のない室内を
捉える「吹抜屋台」の構図 に注目！

現代も読み継がれる人気！
平安時代の日記を読みたい好奇心は、現代語訳
や漫画などを通して、現代も読み継がれています。

ご本人（紫式部）が
描かれています！

「五島美術館本第一段」

「五島美術館本第三段」

藤原斉信と藤原実成が、紫式部のいる
「宮の大夫の局」を訪れる。
蔀戸越しに顔をのぞかせる紫式部。

敦成親王の五十日の
祝儀の夜、祝宴後の宴会
にて、酔って女房たちに
たわむれる貴人たち。

現代ではありえない
平安時代の宴会・・・

女房の扇子を取り上げ、
冗談を言う

女房の装束
（衣服）の裾の
両端や、
袖口の色の
様子を見る

T-01
名古屋



女性洋画家・三岸節子の生家跡に1998年に開館。かつて敷地内にあった織物
工場を思わせる鋸屋根や、節子が住んでいた頃から残る土蔵を改修してアト
リエを再現した土蔵展示室、風景画のモチーフとなったヴェネチアの運河を
イメージした水路、生前好んだ白い花の咲く木々など、節子の思い出と深く
かかわったユニークなデザインとなっています。
節子の生涯にわたる作品や関連資料を収集・展示するとともに、特別展、講
演会、コンサートなどを随時開催しています。

電 0586-63-2892
所 一宮市小信中島字郷南3147-1
時 9:00～17:00（入館は16:30まで）
休 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
料 コレクション展（常設展） 一般320円、高大生210円

特別展・企画展 その都度定めます
※中学生以下無料
※20名以上の団体は2割引

交 大阪方面から：名神高速道路 岐阜羽島I.Cより約15分
東京方面から：名神高速道路経由 東海北陸自動車道 一宮西I.C

より約10分
北陸方面から：東海北陸自動車道 尾西I.Cより約10分

企画・
商品内容

学芸員によるコレクション展（三岸節子作品）や特別展・
企画展のガイドツアーを開催します。
9/1(火)-10/11(日)特別展「生誕100年 回顧展 石本正」
1/30(土)-3/14(日)企画展「自画像展」
上記期間外はコレクション展のみとなります。

所要時間 45～60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

10名～45名
＊20名以上は団体割引（2割引）適用

開催日時
閉館日以外は毎日可能
（開催日時は応相談）

価格
特別展・企画展開催期間 一般1,000円、高大生500円
上記期間外 一般320円、高大生210円
※中学生以下無料

販売手数料 なし

予約締切日 1週間前

キャンセル規程 なし（前日までに電話連絡）

添乗員 展示室内に入場の場合、有料（お客様と同額）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・内容は人数やご希望に合わせてアレンジ可。
・館内への飲食の持込みはご遠慮ください。
・喫茶コーナー併設（食事メニューはありません）。
・日程・価格等、変更となる場合があります。

問い合わせ先

一宮市三岸節子記念美術館（担当：長岡）
〒494-0007 一宮市小信中島字郷南3147-1
TEL 0586-63-2892 FAX 0586-63-2893
MAIL migishi@city.ichinomiya.lg.jp
WEB http://s-migishi.com

【一宮市三岸節子記念美術館】展覧会ガイドツアーT-02
尾張（一宮市）



企画・
商品内容

平安時代から鎌倉時代までの歌切・物語切の古筆を展
示。優雅な王朝文化の魅力を紹介します。

所要時間 ３０分～６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大１００名

開催日時 ９月４日（金）～１０月１８日（日）

価格
一般５００円（４００円） 高校・大学生３００円（２４０円）
中学生以下無料 ※（ ）内は２０名以上の団体料金。

販売手数料 なし

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場
要相談。（中型は駐車可。大型は待機可能な場所をご案
内します。）

注意事項
障がい者手帳の提示で、本人と付添１名は無料。
春日井市内在住の６０歳以上は身分証の提示で無料。

問い合わせ先
春日井市道風記念館
愛知県春日井市松河戸町５-９-３
TEL ０５６８-８２-６１１０ FAX ０５６８-８２-６１１０

【春日井市道風記念館】特別展「王朝文学と古筆切」

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

全国的にも数少ない書専門の美術館です。古筆から現代書、中国の
碑拓本など書全般を扱い、さまざまな展覧会を開催します。

◀
１
階

展
示
室

▶
２
階

図
書
閲
覧

コ
ー
ナ
ー

T-03
尾張（春日井市）



企画・
商品内容

松下芝堂（１９２６～２００９）は、愛知県豊橋市で生ま
れ、鈴木翠軒に師事した書家です。日本的な叙情美の
書を確立した翠軒の書風のうえに、時間、空間という間
や、そこから響き出る音を感じさせる独自の書風を切り
拓きました。

日展参事、読売書法会常任総務などの要職につき、中
部書壇では中部日本書道会副会長などを務めた郷土の
かな書家、松下芝堂の代表作を紹介します。

所要時間 ３０分～６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大１００名

開催日時 １０月２３日（金）～１１月２３日（月・祝）

価格
一般１００円（８０円） 高校・大学生５０円（４０円）
中学生以下無料 ※（ ）内は２０名以上の団体料金

販売手数料 なし

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場
要相談。（中型は駐車可。大型は待機可能な場所をご案
内します。）

注意事項
障がい者手帳の提示で、本人と付添１名は無料。
春日井市内在住の６０歳以上は身分証の提示で無料。

問い合わせ先
春日井市道風記念館
愛知県春日井市松河戸町５-９-３
TEL ０５６８-８２-６１１０ FAX ０５６８-８２-６１１０

【春日井市道風記念館】企画展「松下芝堂の書」

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

全国的にも数少ない書専門の美術館です。古筆から現代書、中国の
碑拓本など書全般を扱い、さまざまな展覧会を開催します。

◀
１
階

展
示
室

▶
２
階

図
書
閲
覧

コ
ー
ナ
ー

T-04
尾張（春日井市）



企画・
商品内容

～明治偉人隊貸切公演プラン～
偉人物語

所要時間 １公演３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最大２００名

開催日時 明治村開村日の平日

価格
１公演３０，０００円（～５０名様、会場：彩の間）
１公演７０，０００円（～２００名様、会場：呉服座）
※貸切会場代含む、別途入村料必要

販売手数料 なし

予約締切日 １か月前まで

キャンセル規程 不要

添乗員 入村料無料（幹事様や通訳は入村料有料）

大型バス駐車場 あり（予約不要）駐車料金１台１，５００円

注意事項

・明治偉人隊のメンバーの指定はできません
・偉人１名の出演です
・平日限定
・別途入村料必要
・団体人数５０名未満の場合は公演会場が三重県庁舎
「彩の間」になります

問い合わせ先
博物館 明治村（販売促進担当）
愛知県犬山市内山１
TEL 0568-67-0314 FAX 0568-67-0538

【博物館 明治村】明治偉人隊貸切公演プラン

明治偉人隊
野口英世・福澤諭吉・樋口一葉・夏目漱石・松井須磨子

公演会場：呉服座（重要文化財）

T-05
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

稲沢出身の画家で主にパリの街角を描いた荻須高徳の
美術学校時代から晩年までの作品を展示しています。館
内にあるパリのアトリエを復元した施設では、荻須が作
品を制作した当時の雰囲気を味わっていただくことがで
きます。
10月24日（土）～12月６日（日）には、特別展「牛島憲之
展 府中市美術館コレクション」が開催されます。団体ツ
アーのお客様には、この特別展を学芸員によるガイド付
きで特別にご覧いただけます。
ぜひこの機会に当館へお越しください。

所要時間 40分～60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少20名～最大40名

開催日時
会期：10月24日（土）～12月6日（日）
【休館日：毎週月曜日（ただし、11月23日は開館）、11月
24日（火）】

価格 一般560円、高校・大学生320円、小・中学生80円

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 2台（要予約）

注意事項

問い合わせ先

稲沢市荻須記念美術館
（愛知県稲沢市稲沢町前田365番地8）
TEL：0587-23-3300 FAX：0587-23-3302
HP：https://www.shiroishi.biz/

【稲沢市荻須記念美術館】団体ツアー限定！特別展ガイド付き観覧

美術館外観

復元されたパリのアトリエ

特別展
「牛島憲之展 府中市美術館コレクション

会期：10月24日（土）～12月6日（日）

東京美術学校で荻須高徳と同級生であった牛
島憲之（1900～1997）の個展を開催します。
東京都府中市美術館の油彩画・水彩画・デッ
サンなどコレクション47点を展示し、日本の
風景を見つめ続け、流行に流されることなく
一途に制作に取り組んで近代洋画界の一端を
担った牛島憲之の静謐な世界を紹介します。

展示室

T-06
尾張（稲沢市）



企画・
商品内容

文明開化前後を描いた浮世絵（錦絵）と陶磁器のコレク
ションを所蔵する美術館です。
東京の区ごとに展示された開化絵を通じ、明治時代の東
京の疑似観光をお楽しみください。
見学前に、館スタッフによるガイダンスを実施します。

所要時間 ガイダンス５～１０分＋自由見学６０分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

制限なし

開催日時
閉館日以外は毎日
＊閉館日：土・日・祝（ただし、第2・第4日曜は開館）

価格 一般５００円、小・中・高・大学生２５０円

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
ガイダンスは、ご見学前に当館の見どころなどを紹介す
るものです。

問い合わせ先
マスプロ美術館 （担当：高橋）
愛知県日進市浅田町上納80
TEL 052-804-6666 FAX 052-802-2200

【マスプロ美術館】開化絵で明治時代の東京を観光

東京銀座通電気燈建設之図（重清）

東
京
開
化
絵

横浜が開港し、横浜開化絵が最初に出版されたのは万延元年（1860）２月
のことでした。文久３年（1863）頃には最盛期が終わり、明治になると横浜
絵は下火になっていきました。

いよいよ東京開化絵の出番です。明治２年（1869）、築地ホテル館の始ま
りが東京開化絵の幕開けといえます。以後、写真が普及するまでの約20年間、
無数の東京開化絵たちが、文明の利器や生活を変える品々の出現を伝えたの
です。

こちらでは東京の区ごとに開化絵を展示しております。今もなお残る観光
名所の今昔を思い浮かべながら、当時の東京を観光する感覚でご覧ください。

T-07
尾張（日進市）



企画・
商品内容

愛知県を代表する伝統的工芸品「尾張七宝」の歴史や製
作工程を学んだり、名品の鑑賞が楽しんでいただける展
示室や現役の職人による実演をボランティアガイドの解
説付きで見学できるツアーです。

所要時間 ６０分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大４０名
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

４０名以上の場合は応相談

開催日時
定休日以外は毎日可能
開始時間は応相談

価格
高校生以上３１０円（２５０円） 小中学生１００円（５０円）
（ ）内は２０名以上の団体 ガイド料は無料

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
あま市七宝焼アートヴィレッジ
愛知県あま市七宝町遠島十三割2000番地
TEL 052-443-7588 FAX 052-443-7122

【あま市七宝焼アートヴィレッジ】展示室見学ツアー

時間：60分程度
人数：5名～40名程度（20名以上の場合はグループに分けます）

費用：展示観覧料大人310円（250円）小中学生100円（50円）
※（）は20名以上の団体
14日前までに要予約

あま市七宝焼アートヴィレッジ
Tel052-443-7588       Fax 052-443-7122        
https://www.shippoyaki.jp/

T-08
海部（あま市）



企画・
商品内容

「旧中埜家住宅は、明治４４（１９１１）年に第１０代
中埜半六によって建てられた洋風住宅です。明治
後期の洋風建築の様子がよく残されていることなど
から、国の重要文化財に指定されています。この歴
史的価値の高い貴重な建物は、ふだんは非公開で
すが、団体向けに特別に解説付きで見学すること
ができます。

所要時間 ３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

１０名～３０名程度
＊３０名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時 １０月～１２月（要相談）

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 募集開始前に要相談

キャンセル規程 なし

添乗員 ―

大型バス駐車場
名鉄知多半田駅前（旧中埜家住宅から徒歩4分）で
降車後、バスはMIM第2駐車場へ回送してください。

注意事項

・お手洗い、空調設備はありません。
・現在、常時公開しておりません。見学については、
事前にお問い合わせください。

問い合わせ先
半田市立博物館
０５６９－２３－７１７３

【重要文化財 旧中埜家住宅】ふだんは非公開！特別見学（解説付き）

重要文化財に指定されている明治時代の貴重な洋風住宅

旧中埜家住宅は、明治４４（１９１１）年に第１０代中埜（なかの）半六（はん
ろく）によって建てられた洋風住宅です。設計は、名古屋高等工業学校（現
在の名古屋工業大学）教授の鈴木禎次によるものです。平成２５年から大
規模な保存修理工事を行い、平成２８年９月に完了しました。

旧中埜家住宅は建築当時から改変がほとんどなく、明治後期の洋風建築
の様子がとてもよく残されていることなどが評価され、昭和５１（１９７６）年に
国の重要文化財に指定されています。また、床材や壁紙など、今日では非
常に希少なものがまとまった状態で残っていることも、この建物の価値を高
めています。

建物内外の見学では、博物館職員による建物の歴史解説とともに、天然
スレートや天然リノリウム、ガス灯など希少な材料・当時の設備を見ること
ができます。

電 ０５６９－２３－７１７３(半田市立博物館） 所 半田市天王町１丁目３０番地の２
時 見学日・時間は要相談 料 無料 交 名鉄河和線「知多半田」駅から北へ徒
歩５分、ＪＲ武豊線「半田」駅から西へ徒歩１０分

T-09
知多（半田市）



企画・
商品内容

知多市歴史民俗博物館では、江戸時代から現代まで
のひな人形を展示する「ひなまつり展」を毎年開催してい
ます。約２００㎡の展示室内に、20組前後300体以上の
人形が並ぶ、愛知県内でも有数の規模のひなまつり展
です。また、愛知県内ひなまつりスタンプラリーにも参加
しています。

博物館学芸員が、日本の伝統行事であるひなまつりと
郷土のひな人形を解説します。

所要時間 ３０分～１時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大５０名

開催日時
令和３年１月１６日（土）～３月７日（日） の開館時間内
で応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

オプションとして、オリジナルポストカードひなまつり３枚
セット（１２０円）を販売します。また、昭和30年代に漁船
として使われていた打瀬船「藤井丸」をはじめとする常設
展示をあわせて案内することもできます。

問い合わせ先
知多市歴史民俗博物館
愛知県知多市緑町１２-２
TEL 0562-33-1571 FAX 0562-33-3424

【知多市歴史民俗博物館】ひなまつり展を学芸員が解説
◀展示会場内にずらりと

並ぶひな人形

▼この地方でかつて主流
だった、「御殿飾り」

▼江戸時代のひな人形も
展示されます

▼常設展示の打瀬船

T-10
知多（知多市）



企画・
商品内容

【団体割引入館】
２０名以上で大人１００円引き（こども５０円引き）

【バックヤードツアー】
通常、土・日・祝祭日にしか実施していないバックヤードツアーを平
日にも開催。普段見ることのできない水族館の裏側をガイド付きで
見学します。

【企画展】
夏の特別展 「妖怪・未確認生物展（仮称）」7月18日～9月22日
冬の特別展 「にょろにょろ展（仮称）」 12月12日～1月31日
春の特別展 「共生・擬態展（仮称）」（R3）3月20日～5月 9日

所要時間 【入館】４５分～９０分 【バックヤード】３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

【入館】制限なし
【バックヤードツアー】１０人～
＊１０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
平日（休館日は除く）
開始時間は応相談

価格
【入館】大人（高校生以上）400円

小人（年中以上中学生以下）150円、年少以下 無料
【バックヤードツアー】１００円／人（年少以下、無料）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
碧南海浜水族館
愛知県碧南市浜町2-3
TEL 0566-48-3761

【碧南海浜水族館】団体割引入館＆バックヤードツアー＆企画展T-11
西三河（碧南市）



企画・
商品内容

２０００年にギネス世界記録に認定された巨大万華鏡「ス
フィア」や全面鏡張りの彫刻鏡「四季」をはじめとするフォ
トジェニックな作品を体感していただけます。
また、ステンドグラス作り等各種ガラス工芸作りの体験を
通して、ガラスの魅力をお伝えします。

所要時間 ６０分から１２０分(体験により異なる)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大４０名
※各体験によって変動

開催日時
１０：００～１７：３０（最終入館１７：００）
毎週月曜及び毎月第１火曜日休館
体験開始受付時間 １０:１５～１５:００まで

価格

入館料 一般７２０円、小人４６０円、幼児３１０円
団体（２０名～）一般６５０円、小人３１０円
※三歳未満は大人１名につき１名無料
※体験は別途費用が必要です。料金は体験により異な
ります。

販売手数料 ５%

予約締切日 ２週間前

キャンセル規程 体験料は前日７０％、当日１００％

添乗員 無料（展望階への入館も無料）

大型バス駐車場 あり（2台） 無料

注意事項

体験（金具・器具は別途費用を頂きます）
ステンドグラス 定員１～３２名 ２，３５０～３，０６０円
バーナーワーク 定員２～１６名 ２，５５０円
フュージング 定員１～４０名 １，５３０/２，５５０円
万華鏡 定員１～４０名２，０４０円

問い合わせ先
三河工芸ガラス美術館
愛知県西尾市富山町東郷５番地
TEL 0563-59-3334

【三河工芸ガラス美術館】感性を磨く映えアート、ガラス工芸体験T-12
西三河（西尾市）



企画・
商品内容

瓦や“やきもの”をはじめ、様々なジャンルの展覧会を行
う美術館。2020年度の秋・冬は、写真、浮世絵・日本画
の展覧会を開催します。
●10/3～2021/1/11 「永瀬正敏 写真展」

俳優・写真家として活動の幅を広げている永瀬正敏が
、高浜の街を撮影した新作に加え、写真家としてのこれ
までの代表作をあわせて紹介。
●2021/1/23～3/14 「浮世絵と日本画」

大胆な構図や鮮やかな色彩によって、その時代の様子
が表れている浮世絵や日本画を通して、当時の流行や
生活様式などを探っていきます。

所要時間 ４０分（自由鑑賞）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～
（観覧案内を希望する場合は、最小１０名～最大２０名）

開催日時
展示入替え期間（9月22日～10月2日、2021年1月12日～
1月22日）を除く開館日の全日
10:00～17:00（観覧券の販売は～16:30まで）

価格

「永瀬正敏 写真展」 26歳以上800円（予定）
「浮世絵と日本画」 26歳以上300円（予定）
※20名様以上の団体は2割引き
＊開館25周年記念として、25歳以下は鑑賞無料＊

販売手数料 なし

予約締切日 観覧案内をご希望の場合は14日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）：無料

注意事項
観覧案内を希望する場合はご連絡ください。
案内担当者の都合がつかない場合はご対応できません
ので、ご了承ください。

問い合わせ先
高浜市やきものの里かわら美術館
愛知県高浜市青木町九丁目6-18
TEL 0566-52-3366 FAX 0566-52-8100

【高浜市やきものの里かわら美術館】浮世絵から写真まで 本物に出会うT-13
西三河（高浜市）



企画・
商品内容

園内には、歴史の生き証人である海軍工廠の火薬庫や
信管置場などの戦争遺跡や海軍工廠の歴史などを紹介
する平和交流館があり、過去の歴史を後世に語り継ぐボ
ランティアガイドと学びます。

所要時間
ガイド３０分～４０分＋映像１５分
＋資料館見学を含めると１時間～７５分必要

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１５名～最大２０名程度
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
毎日（火曜日は休園日）午前９時～午後５時
※祝日の場合は開園

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日
１５名を超える団体見学でのガイドを希望される場合は１
か月前までに、３０名を超える団体見学の場合は２か月
前までに電話でご確認ください。

キャンセル規程 キャンセルの場合は事前にご連絡ください。

添乗員 －

大型バス駐車場
無料（バス2台）それ以上の場合は赤塚山公園または
豊川駅東駐車場（無料）をご利用ください。

注意事項
個人の場合は１名から対応可。以下の開催時間から選
択。
定期開催１０：００～、１１：００～、１３：３０～、１４：３０～

問い合わせ先
豊川海軍工廠平和公園 豊川市平和交流会館
TEL 0533-95-3069

【豊川海軍工廠平和公園】豊川海軍工廠語り継ぎボランティアガイドと学ぶ

豊川海軍工廠平和公園

豊川市平和交流館

T-14
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

世界110か所から集めた、大小５５００万個の貝で創られ
た、全国唯一の貝のテーマパーク。新登場でいきなり大
好評を博しているのが「鯉の恋占い」です。ハート柄の鯉
たちが恋愛を占ってくれます。
当施設は、同感キャラクター、ミシェルとガマゴーと一緒
に４か所のミニシアターを見ながら海底冒険をする「歩く
映画館」です。最新のLEDイルミネーションが放つ美しい
光と音・映像から創り出す、貝の国ならではのファンタ
ジックな世界でお持て成しします。

所要時間 ４０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

１０名～最大３０名

開催日時
定休日以外は毎日可能
開始時間９時〜１５時

価格
「鯉の恋占い」は無料。
＊入館料が別途必要です。
１０名以上（１名９００円） ３０名以上（１名８００円）

販売手数料 １０％

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（入館も無料）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 館内は禁煙です。貝や物に触れない様お願いします。

問い合わせ先
竹島ファンタジー館
愛知県蒲郡市竹島町28-14
TEL 0533-66-3888 FAX 0533-66-6766

【竹島ファンタジー館】貝で創られたテーマパークで「鯉の恋占い」T-15
東三河（蒲郡市）



企画・
商品内容

江戸時代末期に尾張藩家老を務め、茶道にもゆかりの
深い渡辺規綱（のりつな）が天保3（1832）年に別邸内に
建てた建物を昭和初期に移築した「南山寿荘」。この建
物内部にある趣向に富んだ茶室「捻駕籠（ねじかご）の
席」を学芸員の説明付きでご見学いただきます。芸術、
文化、建築、歴史に興味ある方にとって、数々の趣向が
こらされた江戸時代の茶室と本館での展示は必見です。

所要時間 50分（8～20名の場合：展示と茶室見学あわせて）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少8名～最大40名
＊10名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
展示期間中（10/3～12/6、1/9～2/4、3/13～）の開館日
・開始時間は応相談

価格
茶室見学１人500円（美術館入館料：一般 600円・高校生
以下無料が別途必要）※20名以上は入館料が100円引

販売手数料 なし

予約締切日 30日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（美術館への入館も無料）

大型バス駐車場 あり（正門のサイズなど問合せが必要）

注意事項

ご希望により「捻駕籠の席」ご見学時間や展示見学時間
の短縮（各5～10分程度）も承りますのでご相談ください。
お車で高速道路をご利用の場合

・名古屋高速2号東山線から春岡出口より15分
・名古屋高速2号東山線から四谷出口より20分
・名古屋高速3号大高線から高辻出口より15分

問い合わせ先
昭和美術館 〒466-0837 名古屋市昭和区汐見町4-1
Tel&Fax 052-832-5851
E-Mail：shouwa-museum@spice.or.jp

【昭和美術館】尾張藩家老の茶席「捻駕籠の席」

尾張藩家老の別邸内に作られた茶室の
見どころを分かりやすくご案内します風情ある茶庭も楽しめます

歴史的な風情あふれる「南山寿荘」

年3回、テーマを設けて開催する茶道に
関する展示も併せてご鑑賞頂けます

Aグループ（7～10名） Bグループ（7～10名） Cグループ（7～10名）
①「捻駕籠の席」ご見学25分 ①庭園・展示見学 20分 ①本館展示見学30分

②庭園・展示見学 20分
移動 ②庭園ご散策10分

②「捻駕籠の席」ご見学25分 移動

③本館展示見学30分 ③「捻駕籠の席」ご見学25分
④庭園ご散策など10分

■所用時間目安：1時間30分（21～30名の場合）30名以上の場合+20分見込み

T-16
名古屋



企画・
商品内容

①古川美術館所蔵の「ブシコー派の画家の時禱書」を展
示いたします。非常に貴重なこの作品は、1412年頃にフ
ランス・パリで制作された装飾写本の完本で、このような
作品が、日本で一般に公開されることは希です。この作
品に着想を得た藤森兼明氏の作品も展示いたします。
②来館者アンケートで上位となった作品をコレクションの
中から展示いたします。横山大観や上村松園などの古
川美術館を代表する近代日本画の巨匠の作品が並ぶ
可能性もございます。

所要時間 1時間半

最少催行人数
最大受入れ可能人数

一人から60名 グループに分かれてご覧になっていただ
く可能性がございます。

開催日時

①10月24日（土）～12月20日（日）（仮）古川美術館特別
展藤森兼明 時禱書展②1月7日（木）～3月7日（日）
（仮）所蔵品リクエスト展
※開館時間10：00～17：00入館は16：30まで。※爲三郎
記念館は季節の設えで上記①・②の期間とも開館いたし
ます。※月曜は休館、月曜日が祝日の場合は火曜日が
休館。

価格
一般・1,000円 高大生500円 団体（8名以上）200円引き
※お食事セットの料金・内容はお問合せ下さい。

販売手数料 なし

予約締切日
団体様・お食事セットのご利用は２営業日前までにご予
約ください。

キャンセル規程
お食事セットについては古川美術館の２営業日前から、
お一人につき表示価格から500円引いた金額をいただだ
いております。

添乗員 無料（展望階への入館も無料）

大型バス駐車場 お問合せ下さい。

注意事項

問い合わせ先
古川美術館 名古屋市千種区池下町2-50
ＴＥＬ052-763-1991 Ｆａｘ052-763-1992

【古川美術館分館爲三郎記念館】館が誇る名品コレクション鑑賞＆数寄屋建築見学

ブシコー派の画家の時禱書「マギの礼拝」
1412年頃 フランス 古川美術館蔵

分館 爲三郎記念館

近隣お食事処とのお食事セット一例
写真は松楓閣松花堂弁当

上村松園「初秋」1943年頃 古川美術館蔵

T-17
名古屋



企画・
商品内容

LEGOLANDRは、2歳から12歳までのお子さまを持つご家族をターゲッ
トとした世界中で人気の屋外型キッズテーマパークです。LEGOLANDR
は、世界中で人気のレゴRブロックを使用し、ご家族の皆さまに想像力
を自由に働かせる機会を提供し、ユニークな子ども向けの乗り物やビ
ルディングチャレンジ、レゴRブロックで作られた壮観な模型、またイン
タラクティブなアトラクション、ご家族一緒にお楽しみいただけるロー
ラーコースターや参加型のショーなどを通してレゴRブロック
の世界にたっぷり浸っていただけるアトラクション施設です。そして、
2017年4月1日に名古屋市金城ふ頭にオープンの『LEGOLANDR

Japan』は、日本初上陸、世界7カ国8ヵ所目の展開となる、“家族で一
日楽しめる屋外型キッズテーマパーク”です。テーマの異なる８つのエ
リアからなり、40種類を超えるアトラクションやショー、シアター、飲食施
設、ショップなどで楽しめる時間と、想像力を自由に働かせる機会をご

提供します。パーク内には約10,000体のレゴRモデルがあり、約1,700
万個のレゴRブロックを使用しています。

所要時間 （パーク）6時間 （シーライフ）1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少2名～最大 特に設定なし
＊２０名を超える場合は、別途連絡必要（団体予約）

開催日時
閉園日以外は毎日可能
開始時間は応相談

価格
パークやシーライフ、レゴホテル価格については、以下のお問い合わ
せ先までお願い致します。

販売手数料 あり

予約締切日 2日前まで

キャンセル規程 個人 前日まで０％、当日から１００％ 団体 2週間以降100％

添乗員 有料

大型バス駐車場 近隣あり（別企業、要予約）、乗降場所は当リゾート内にあり（要予約）

注意事項

20名以上の団体については、別途、団体予約が必要

契約代理店については観光券発行ならびに、手数料ありにて販売いた
だけます。非契約代理店については、JTBやNTA、KNTと提携販売契
約をしている場合は、そちらの担当者様までご確認をお願いします

問い合わせ先

LEGOLAND Japan株式会社
愛知県名古屋市港区金城ふ頭２－２－１
TEL: 050-5840-0505 FAX: 052-740-8599
担当：櫻田 （直電：090－1417-8479）

【レゴランド®・ジャパン・リゾート】ファミリー企画

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

T-18
名古屋



企画・
商品内容

18世紀から20世紀までのフランス美術をご覧いただくこと
ができます。マリー・アントワネットお抱え画家のルブラン、
印象派を代表するモネなどの絵画作品の他、ガレのガラ
ス作品も展示。11/13～2021/3/14は特別展「富田菜摘
スクラップ・ワールド SCRAP WORLD」を開催。学芸員に
よる展覧会のガイドをご提供できます。

所要時間
1時間30分
(学芸員による展示解説10分～30分含む※応相談)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少5名～最大60名
＊25名を超える場合は複数グループを分けてご案内

開催日時
月曜日以外(祝日の場合は開催、翌日休)かつ学芸員出
勤日に実施可能
※年末年始(12/28～2012/1/3)除く※来館時間は応相談

価格 常設展：団体一般800円 「富田菜摘展」：団体一般1,000円

販売手数料 常設展：1名に付き80円 「富田菜摘展」：1名に付き100円

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 要相談

注意事項

ガイドの内容はご希望に合わせてアレンジ可能です(特
別展を中心に解説してほしい、ロココ絵画を中心に解説
してほしい等)。
自由見学の際に、音声ガイドを無料で貸し出すことがで
きます。ご希望の場合は事前にお申し出ください。

問い合わせ先
ヤマザキマザック美術館
名古屋市東区葵1-19-30
TEL052-937-3737 FAX052-937-3789

【ヤマザキマザック美術館】優美な空間でフランス美術を満喫！11/13～は特別展も
▲絵画展示室 額装からガラスを外して絵画を展示。作者と同じ

目線で作品を鑑賞することができます。

▶ビル外観 アートプラザ1Fには工作機械ギャラリー(無料)も。
マザックアートプラザ

美術館棟

「富田菜摘 スクラップ・ワールドSCRAP WORLD 」 2020.11.13 ↪
2021.3.14

様々な廃材を集めてリサイクルすることによって、ユーモアあふれる動物や人間の姿を作り出す
立体造形作家 富田菜摘(1986-)。その自由奔放な創作世界を約70点の作品でご紹介します。

◀ 《ティラ》(ティラノサウルス)2019年 ミクストメディア・金属廃材 作家蔵

＊ヤマザキマザック美術館はマザックアートプラザ内の施設です。
＊開館時間 平日10：00～17：30 / 土日祝10：00～17：00

T-19
名古屋



科学館マスコットキャラクター
「アサラ」

世界最大級のプラネタリウム
が大人気の名古屋市科学館
詳しくはWebサイトで
http://www.ncsm.city.nagoya.jp/

企画・
商品内容

名古屋市科学館は、4つの大型展示を始め、理工館・生命館・天
文館あわせて約230種類の展示を、大人から子どもまで「みて・
ふれて・たしかめて」科学の不思議を体感できる総合科学館です。
世界最大級の35mドームのプラネタリウムでは、光学式プラネタ
リウムによる限りなく本物に近い星空。デジタル式プラネタリウム
による迫力ある宇宙体験。天文現象や最新研究データの可視化。
そして7名の専門学芸員による生解説をお楽しみいただけます。

所要時間 プラネタリウムの投影時間は50分間、科学館開館時間は9時30
分から17時。入館は16時30分まで

最少催行人数
最小ロット

20名(団体予約可能最少人数)

1回あたりの
受入可能人数

プラネタリウム投影回により、団体受入可能人数が異なるため、
団体予約受付時に要相談。

受入可能日程 プラネタリウム投影回(1日6回が原則、日によって異なる)のうち、
1～4回(日によって団体受入回が異なる。要相談)

価格 一般800円、高大生500円(要学生証)、中学生以下無料
団体予約30人～99人(有料観覧者）1割引
団体予約100人以上（有料観覧者）2割引

販売手数料 なし

予約締切日 観覧日の7営業日前

キャンセル規定 7営業日前までに科学館へ連絡（全キャンセル、人数変更）、団
体予約人数が20人未満となる場合は予約が取り消しとなります。

添乗員 観覧料が必要

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 ・観覧券をお持ちの方は当日に限り再入館可能。
・4才以下のお子様は、プラネタリウムは大人の膝上で観覧。団
体予約人数には含まれません。 ・プラネタリウムは2021年1月
から3月まで機器更新のための休演を予定しています。

問い合わせ先 名古屋市科学館（東條・森下）052-201-4486
団体予約専用電話番号052-231-9771

【名古屋市科学館】世界最大級のプラネタリウムドーム「Brother Earth」で宇宙体験T-20
名古屋



企画・
商品内容

名古屋港を一望できる展望室や名古屋港の歴史や役割、
港や船に関する展示を行う名古屋海洋博物館、南極に
関する博物館として、船を公開している砕氷船「南極観
測船ふじ」の3施設に入館できる共通券です。
20人以上のご送客で入館料が通常料金より割引価格で
入館可能です。

所要時間 約1時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

団体割引の適用は20人以上から

開催日時
休館日以外は受入可（休館日：毎週月曜日（祝日の場合
は翌日）ただし、春・冬休み期間中の月曜日は開館。冬
期にメンテナンス休館あり）

価格

【団体割引入館（3施設共通券）】
＜20人以上＞
大人：590円、高校生490円、小中学生280円、幼児（4歳
以上）無料
＜100人以上＞
大人560円、高校生430円、小中学生250円、幼児（4歳以
上）無料

販売手数料 10％（ただし、契約済み観光券のみ）

予約締切日 1週間前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり （ガーデンふ頭駐車場 1日1回900円）

注意事項

問い合わせ先

公益財団法人名古屋みなと振興財団
（名古屋港ポートビル）
愛知県名古屋市港区港町1-9
TEL 052-652-1111 FAX 052-661-8646

【名古屋港ポートビル（展望室・名古屋海洋博物館）・南極観測船ふじ】3施設団体割引入館

南極観測船ふじ

名古屋海洋博物館展望室
上記3施設と名古屋港水族館を合わせた4施設共通券も取り扱っています。
4施設共通券でのご予約は名古屋港水族館までご連絡ください。
＜20人以上＞
大人：2,140円、高校生、1,870円、小中学生930円、幼児（4歳以上）400円
＜100人以上＞
大人1,940円、高校生1,640円、小中学生820円、幼児（4歳以上）350円

T-21
名古屋



企画・
商品内容

館長が東山スカイタワーをご案内する親子向け企画
展望室から見える名古屋市の眺望や眼下に広がる東山
動植物園の案内のほか、普段は入ることのできない制
振装置室や、非常階段から見えるパラボラアンテナなど
で防災無線中継基地としての役割を知りながらお楽しみ
ください。最後は館長からプレゼントがもらえるクイズな
ども予定されています。
※内容は状況により異なる場合もございます。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名～最大２０組の親子
＊１０組を超える場合は、二部制にて行います。

開催日時
定休日以外可能（繁忙期などの週末・祝日を除く）
開始時間は応相談

価格 入館料のみ（中学生以下は無料）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（展望階への入館も無料）

大型バス駐車場 あり（要予約） ０５２－７８１－１７５１

注意事項
保護者の方は別途入館料が必要となります。
大人300円（中学生以下無料）
※動植物園とのセット券（640円）がおすすめです。

問い合わせ先
東山スカイタワー
愛知県名古屋市千種区田代町瓶杁１－８
TEL０５２ー７８１ー５５８６／FAX０５２ー７８１－９８９８

【東山スカイタワー】館⾧とタワー探検

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

T-22
名古屋



企画・
商品内容

歴史を刻む美しいプロモーションはそのままに、世界
初の耐震工法を経て２０２０年９月安心・安全の
「MIRAI TOWER」へと生まれ変わりました。季節ごとに
照明と映像で栄の夜を彩る新たな光の演出で名古屋
観光に彩りを添えることでしょう。

所要時間 45分～60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

なし
＊混雑時は入場制限あり

開催日時

年中無休
平日・日曜１０時～２１時、土曜・連休時の翌日休日前、
夏休み期間１０時～２１時40分（イベント時は変更する場
合あり。詳細はホームページをご覧ください。

価格
入場料金：大人（高校生以上） 900円

小人（小・中学生） 400円

販売手数料 観光券契約にて10％

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場
久屋大通りパーク 観光バス乗降場
予約に関するお問合せ 0120-31-8924
年中無休24時間対応

注意事項 団体20名様以上で大人800円、小人300円

問い合わせ先

※８月中旬まで仮事務所につきご注意ください。
名古屋テレビ塔株式会社 担当 杉野
TEL052-325-2951 FAX052-325-2952
９月以降TEL052-971-8546 FAX052-961-0561

【名古屋テレビ塔】栄地区の新・人気スポットHisaya-odori Parkがオープン

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

T-23
名古屋



企画・
商品内容

新・名古屋テレビ塔リニューアル企画／
５年後の未来の自分や大切な人に発信の「MIRAIレター」
２０２０年９月１８日グランドオープンで誕生する新キャラ
クター「ウエミーヤ」！
参加者はウエミーヤのポストカード１枚に５年後のメー
セージを添えて設置のオリジナルポストに投函していた
だきます。

所要時間 30分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少1名～最大10名
＊10名を超える場合は、班分けをして実施（混雑回避）

開催日時 2020/10/1～2021/3/31 10：00～20：00まで

価格 ５００円（展望階への入場料は別途購入してください）

販売手数料 なし

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 有料

大型バス駐車場
久屋大通りパーク 観光バス乗降場
予約に関するお問合せ 0120-31-8924
年中無休24時間対応

注意事項

５年後の郵便配達日の指定は不可。概ね２０２６年１～２
月頃の配達予定。
展望料金（大人900円、小人400円）は別途必要となりま
す。※団体２０名以上は大人800円、小人300円

問い合わせ先

※８月中旬まで仮事務所につきご注意ください。
名古屋テレビ塔株式会社 担当 杉野
TEL 052-325-2951 FAX 052-325-2952
９月以降TEL052-971-8546 FAX052-961-0561

【名古屋テレビ塔】MIRAIタワーから未来の自分や大切な人に贈る５年後の手紙T-24
名古屋



人口754万人、全国4位の愛知県は、意外にも自然も豊か。
海・山・川で、いろいろなアクティビティを楽しめます。
豊かな自然をぜひ満喫してください。



企画・
商品内容

親子でラフティング
木曽川日本ラインコース
木曽川ラフティングコースは、一年中楽しめて、名古屋か
らも近いためアクセスの面からも、気楽に行けるラフティ
ングポイント。激流と風光明媚な景色と流れを、ドキドキ
しながら、時にはのんびりと遊びながら楽しんでください。

所要時間 約３時間半

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大30名
※30名以上も対応可能。詳細はご相談ください。

開催日時 年中 ①午前９時～ ②午後１時半～(要予約)

価格 大人9,000円 中・高校生8,000円 小学生7,000円

販売手数料 10%

予約締切日 ３ 日前まで

キャンセル規程 ２日前まで30% 前日40% 当日100%

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり、駐車料金無料

注意事項
・水着とタオル持参
・雨天開催ですが、増水時・大雨警報発令時は中止

問い合わせ先
YHAラフティング
愛知県犬山市栗栖字古屋敷１－１ 桃太郎公園内
TEL 0568-67-3910 Fax 0568-67-3940

【YHAラフティング】親子で木曽川ラフティングU-01
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

団体ツアーのお客様は、通常620円の入浴料を500円。

所要時間 お立ち寄り時間お任せ。

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～

開催日時
休館日以外、毎日
毎週水曜休館（水曜祝日は営業・翌日営業）

価格
入浴料500円／人 （要予約）
＊団体（20名以上）料金適用の場合（通常620円）

販売手数料 なし

予約締切日 当日でも可能（要相談）

キャンセル規程 －

添乗員 有料（お客様と同額）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先
本宮の湯
TEL 0533-92-1880

【天然温泉本宮の湯】森と空の自然のめぐみ 天然温泉本宮の湯の癒しを堪能U-02
東三河（豊川市）



企画・
商品内容

７段状に曲線美を描いて流れ落ち、国指定の名勝天然
近物でもある「阿寺の七滝」、美しい風景を見れる純和風
の喫茶店「峠の茶店紋屋」。ここで時間を忘れてのんびり
と過ごしませんか。道の駅でお買い物や足湯をお楽しみ
いただけます。
【内容】
・阿寺の七滝散策
・峠の茶店 紋屋でお昼ご飯
（秋：サワガニ、冬：大きい栗きんとん）
・もっくるでお買い物+足湯

所要時間 ４時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大２５名
※２６名以上の場合は、ご相談ください。

開催日時
2020年9月、10月、11月、12月
開始時間は応相談

価格
2,500円／人
別途お土産代

販売手数料 未定

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 ３日前から２０％、当日および無連絡の場合１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場
阿寺の七滝駐車場大型1,500円（徒歩15分で滝へ）
阿寺公民館前無料（徒歩10分以内で紋屋へ）

注意事項

【注意事項】
子抱石の持ち出しは厳禁
山間部のため、携帯電話の電波が繋がりにくい
支払いは現金のみ
18歳未満のお子様は、入店をお断りさせていただいてる
毎週月曜、月末火曜は定休日

問い合わせ先
峠の茶店 紋屋
TEL0536－29－9201

【阿寺の七滝】ゆる森林浴

峠
の
茶
店
紋
屋

新
城
IC

阿
寺
の
七
滝

も
っ
く
る
新
城

約２０分 約５分約１分

♦毎週日曜日には阿寺の七滝駐車場にて五平餅が販売されております。

U-04
東三河（新城市）



企画・
商品内容

渥美半島田原市はマリンスポーツも盛んです。その中で
も、サーフィンは世界大会が行われるほど、盛んなス
ポーツです。プロサーファー鈴木 勝大 指導の下、初心
者の方でも、サーフィンを体験できます。

所要時間
約2時間前後（ウェットスーツに着替える時間もふくまれ
てます。）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大３０名

開催日時
定休日以外は毎日可能
開始時間は応相談

価格 １人 ４５００円 （保険料込）

販売手数料 １０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（道の駅あかばねロコステーションに停車）

注意事項 実施時期：通年（12月～2月を除く）

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす ０５３１－２３－２５２５
（長神・金子・中神）
FORWARD SURF ０５３１－４５－４１９０

【 FORWARD SURF 】サーフィン体験U-05
東三河（田原市）



企画・
商品内容

段戸裏谷原生林きららの森に詳しい「奥三河ふるさとガ
イド」の案内で、きららの森を散策します。コース内で
ケーナの演奏会や地元のカエデから採取したメープルシ
ロップの味見など、メニューはご相談に応じます。

所要時間 １時間30分～２時間（食事時間は除く）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大４０名
※多数の場合は、班分けをして実施

開催日時
毎日可（開始時間は応相談）
※ガイドのスケジュールによりお受けできない場合があ
ります。

価格 ガイド１名につき３，０００円（３時間）

販売手数料 なし

予約締切日 ２週間前まで

キャンセル規程 無し

添乗員 ―

大型バス駐車場 ご相談ください

注意事項 雨天時は、コース内容一部変更あり

問い合わせ先
設楽町観光協会（遠山）
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地
TEL 0536-62-1000 FAX 0536-62-1332

【段戸裏谷原生林】きららの森ネイチャーウォッチング（自然観察体験）

【ガイドの充実】
自然、文化など広い知識を持ち、様々なフィールド
で活躍する「奥三河ふるさとガイド」の案内による
散策ができます！

【ブナの原生林】
樹齢300年の巨木が生
い茂り、多くの野鳥や湿
原植物が見られる自然
の宝庫

【ほかにも魅力がたくさん】
森に響き渡る暖かい音色のケーナの演奏会や地元のカエデ
から採取したメープルシロップの味見など、ご相談ください！

U-06
東三河（設楽町）



企画・
商品内容

葦毛湿原散策がボランティアガイドの解説付きで楽しめ
ます。四季折々の自然の魅力をお客様のご要望に応じ
てガイドがご案内します。

所要時間 1～2時間（応相談）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

2名以上 約15名につき1人のガイド

開催日時 応相談

価格 ガイド1人につき1,500円の交通費代要

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程
キャンセル料は発生しませんが、前日の16時までにガイ
ドへご連絡ください。

添乗員 無料

大型バス駐車場 無料

注意事項
・必ずガイドと３日前までに事前確認をしてください。
・ガイドの内容は相談に応じます。

問い合わせ先

（一社）豊橋観光コンベンション協会（今村）
TEL:0532-54-1484
FAX:0532-54-2220

【葦毛湿原】ボランティアガイドと歩く葦毛湿原

▲シラタマホシクサ
（秋の植物）

▲ハルリンドウ（春の植物）

▲葦毛湿原は、愛知県文化財保護条例に基づき、愛知県教育
委員会が指定した「愛知県指定天然記念物」です。湧水湿
地としては国内最大級の広さを誇ります。湿性植物、高山
性植物、食虫植物等、250種類が自生しまた昆虫も約200
種類が生息するいわゆる自然の宝庫です。ガイドの解説付
きで散策が楽しめます。

U-07
東三河（豊橋市）



愛知県の有人離島は、篠島・日間賀島・佐久島の３つ。
それぞれに個性豊かで、島好きにはたまりません。
本土とは異なる、ゆったりした時間をお過ごしください。



企画・
商品内容

佐久島はアートの島！島内に点在する２２個のアートを
巡り撮影すれば、インスタ映え間違いなし。西尾市観光
協会では、蒲郡港及び西尾宮崎港から佐久島へ渡る船
をチャーターし、島内でクイズラリー（謎解き）を行う企画
を致しました。アートスタンプラリーも同時に楽しめます。
※西尾一色港からの定期船が片道＠830円ですので、

本企画は大変お値打ちになっています。
【コース】右記参照

所要時間 約５時間半

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大１２５名（各コース）
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 【日にち限定】 ２０２０年１１月８日（日）・１５日（日）

価格
大人＠１，５００円、小人＠７５０円、幼児＠１００円
※別料金にて佐久島名物「大アサリ丼」など昼食の

アレンジも致します。

販売手数料 １０％

予約締切日 出発日の３日前まで （※船の定員になり次第締切）

キャンセル規程
１０日前から２０％、７日前から３０％、前日から５０％、
出発後１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

※出発は、西尾宮崎港です。定期船発着の西尾一色港
ではございませんのでお間違えにならないようご注意
ください。

※観光協会に直接お申込頂くお客様との同乗です。
※ベビーカー利用は可能（船内では折り畳んで下さい）
※自転車は持ち運びバック利用ならば積込可

問い合わせ先
一社）西尾市観光協会
愛知県西尾市花ノ木町4-64
TEL 0563-57-7882 FAX 0563-57-2261

【西尾市観光協会】佐久島クルーズ＆クイズラリー

【コース１】 蒲郡港➝➝➝➝➝➝➝佐久島西港➝➝➝➝➝➝➝蒲郡港
9：00 10：00 （滞在３時間半） 13：30 14：30

【コース２】 西尾宮崎港 ➝➝➝➝➝佐久島西港➝➝➝➝➝西尾宮崎港
10：30 10：50 （滞在４時間45分） 15：35 15：55

【コース３】 西尾宮崎港 ➝➝➝➝➝佐久島西港➝➝➝➝➝西尾宮崎港
11：25 11：50 （滞在４時間35分） 15：25 16：45

イーストハウス おひるねハウス

クイズラリーカード

アポロ

カモメの駐車場 佐久島航空写真 ｱｰﾄｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰｶｰﾄﾞ

クルーズ船

V-01
西三河（西尾市）



【西尾市観光協会】佐久島アートめぐりとシーグラスクラフト体験V-02
西三河（西尾市）

企画・
商品内容

佐久島に点在する２２個のアートはインスタ映え間違い
なし！スタンプラリー用カードを片手に回ってみて下さい。
また、島内滞在中に、インストラクターの案内で“シーグ
ラスクラフト”を行います。砂浜できれいな貝殻を広い、
カラーグラス（ご用意します）と併せて写真立てに張り付
ければ、貴方だけのオリジナルフォトスタンドの完成！
昼食は、島の幸を活かしたメニューをご用意します。

所要時間 約４時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１５名～最大４０名

開催日時 【通年】※昼食の予約・インストラクターの状況次第。

価格

大人 ＠５，０００円
小人 ＠４，０００円（昼食は小人メニューです）
※上記価格には船代は含まれていません。片道につき

大人（中学生以上）＠830小人＠420で、１５名以上の
団体割引10％です。
佐久島行き船乗り場☎0563-72-8284

販売手数料 １０％

予約締切日 出発日の１４日前まで

キャンセル規程
１０日前から２０％、７日前から３０％、前日から５０％、
出発後１００％

添乗員 ＠１，５００円

大型バス駐車場
※お帰りに西尾一色港目の前の「一色さかな広場」で

お買い物をされる場合は、事前連絡を条件に駐車可
能。（さかな広場営業は17：00まで。水休、要相談）

注意事項

※佐久島には、西港と東港の２つの港があります。
※船は定期便です。予約はできませんが、増便は可能

なようですので、団体の場合は、事前に船乗り場に
連絡する事をお勧めします。（電話番号上記）

問い合わせ先
一社）西尾市観光協会
愛知県西尾市花ノ木町4-64
TEL 0563-57-7882 FAX 0563-57-2261

【コース】 西尾一色港➝➝➝➝➝➝佐久島西港・・・・・
9：30 9：55

10：00～11：00 西港周辺アートめぐり
11：00～12：30 貝殻広いとシーグラスクラフト体験
12：45～13：30 昼食（三河湾の海の幸メニュー）
13：30～14：30 東港周辺アートめぐり

佐久島東港➝➝➝➝➝➝西尾一色港
14：50 15：20

※往路：佐久島西港 11：30出航の定期船も利用可能 ※復路：佐久島東港 17：15出航の定期船も利用可能

（注）左記の代金に、船代は含まれておりません。

イーストハウス

おひるねハウス
シーグラスクラフト

大和屋観音クラインガルテン

カモメの駐車場

クルーズ船
※代金別途

昼食イメージ
（季節によりまた、日々の漁や仕入れの状況で

内容は変わります。）



あいちには、どうぶつ好きにはたまらないスポットも。
ただ見学するだけでなく、
学べたり、ふれあえたりする施設が多く、
一日たっぷり楽しめます。



企画・
商品内容

学芸員による霊長類についてのお話です。200名収容の
ホールでおこないます。
はく製やワークシートなどを使用しながら、霊長類の体の
特徴、食べ物、コミュニケーション、赤ちゃんや子育て、
霊長類と進化、環境、獣医さんの話、などさまざまなテー
マでお話しします。内容は団体の指導者や引率者と事前
相談の上決定するので、上記以外のテーマや、国語や
理科、生活科など学校での学習と絡めることも可能です。
またクイズを交えたり、質問対応の時間を設けることもで
きます。園内見学前にレクチャーを受ければ、その後の
動物の観察に役立つでしょう。

所要時間 15分～60分(応相談)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

～最大200名

開催日時 開園日は基本的に毎日（先着順に予約受付）

価格 無料(別途入園料が必要)

販売手数料 なし

予約締切日 10日前まで

キャンセル規程

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

対象年齢：全年齢対象
レクチャーの内容は引率者、指導者と下見打合せの上
決定する。レクチャーの長さや難易度なども団体の年齢
層などに応じて変更可能。

問い合わせ先
日本モンキーセンター
愛知県犬山市犬山官林26番地
TEL：0568-61-2327 FAX：0568-62-6823

【日本モンキーセンター】団体利用学習プログラム「レクチャー」W-01
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

担当飼育員による動物のガイドです。お好きな動物で実
施することができます。(人数によっては要相談)
動物の特徴や生態についてだけでなく、担当飼育員だか
らこそ語ることができる、とっておきの情報を聞くこともで
きるかも？！レクチャーを受けられる方は、そちらと関連
した話を聞くことも可能です。(例：レクチャー･･･赤ちゃん
の話、スポットガイド･･･赤ちゃんのいる動物でおこなう
レクチャー：食べ物の話、スポットガイド･･･その動物の主
な食べ物について など)

所要時間 約10分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最大約100名（動物種によって異なる） 100名以上の場
合は数回に分けて実施も可能

開催日時 開園日は基本的に毎日（先着順に予約受付）

価格 無料(別途入園料が必要)

販売手数料 なし

予約締切日 10日前まで

キャンセル規程

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

対象年齢：全年齢対象
ガイドの内容は引率者、指導者と下見打合せの上決定
する。動物種は人数によっては応相談。
※雨天時は実施できない場所あり

問い合わせ先
日本モンキーセンター
愛知県犬山市犬山官林26番地
TEL：0568-61-2327 FAX：0568-62-6823

【日本モンキーセンター】団体利用学習プログラム「スポットガイド」W-02
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

霊長類の優れた能力に、体を使って挑戦してみましょ
う！(テナガザルの雲梯・大声、ワオキツネザルのジャン
プ、パタスモンキーのダッシュ など)
このプログラムを通して、それぞれの動物にはその動物
特有の優れた能力があることを体験から実感し、その後
の動物観察で、どうしてそんな能力を持っているのか、そ
の動物がどんなくらしをしているのかを自分たちで話し合
いながら考えます。
最後に学芸員によるまとめをおこなうことも可能です。

所要時間 60分程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

1回最大50名。50名以上の場合は入れ替え制で実施も
可能。

開催日時 開園日は基本的に毎日（先着順に予約受付）

価格 無料(別途入園料が必要)

販売手数料 なし

予約締切日 10日前まで

キャンセル規程

添乗員

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

対象年齢：小学生～
どの能力にチャレンジするかや、指導方法などは事前に
下見打合せにてお伝えする。当日の指導は基本的に団
体の指導者がおこなう。
※雨天時催行不可

問い合わせ先
日本モンキーセンター
愛知県犬山市犬山官林26番地
TEL：0568-61-2327 FAX：0568-62-6823

【日本モンキーセンター】団体利用学習プログラム「モンキーチャレンジ」W-03
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

中京競馬場のバックヤードツアーと初心者を対象とした
ビギナーズセミナーを実施。普段は入れないパドック等
に入れるほか、馬券の購入やレース予想の解説が受け
られます。

所要時間 ４時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

１名～

開催日時 １０/４（日）・１２/１９（土）・２０（日）

価格 室料６０，０００円／回

販売手数料 なし

予約締切日 ２か月前

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり

注意事項
・各日１団体のみ受け入れ可能です。
・昼食は含まれておりません。（場内の飲食売店をご利
用ください。）

問い合わせ先
ＪＲＡ 中京競馬場 総務課
愛知県豊明市間米町敷田１２２５
TEL 052-623-2001

【中京競馬場】女性も楽しめる！バックヤードツアー＆初めての競馬教室

注目企画

女性も楽しめる！
バックヤードツアー＆
初めての競馬教室

中京競馬場では、バックヤードツアーと初心者を対象にしたビギナーズセミ
ナーを開催。パドックや検量室、地下馬道など、競馬ファンなら一度は入って
みたい場所に潜入し、競走馬やジョッキーを間近で見られます。あわせて開催
するビギナーズセミナーでは、レースの予想から馬券の購入、レース観戦まで
わかりやすく解説。無料ドリンクサービスやオリジナルスイーツの販売が行わ
れる女性限定リラックススペース“UMAJO SPOT”も開設されるので、女性も楽し
く参加できます。

行程（案）
11：00～ ビギナーズセミナー
12：00～ 昼食

（施設内飲食店を利用可能）
13：30～ バックヤードツアー
14：30～ レース予想、馬券購入

（しなくても可）
※行程は、他のイベントの都合等
により変更になる場合あり。

実施概要
■実施日（2020年）
10/4（日）・12/19（土）・
20（日）
■定員
1団体30名まで
■申込み方法
ツアー実施日の2か月前まで
に申込み。

W-04
尾張（豊明市）



企画・
商品内容

無料の淡水魚水族館「ぎょぎょランド」や動物広場「アニ
アニまある」で生き物たちとふれあい、２５ヘクタールの
自然に囲まれた園内で１日遊べる総合公園です。

所要時間 プログラムにより異なる

最少催行人数
最大受入れ可能人数

次ページ参照

開催日時 次ページ参照

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 予約はなくすべて当日受付になります。

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要連絡）

注意事項

問い合わせ先
赤塚山公園
TEL 0533-89-8891

【赤塚山公園】自然を満喫！赤塚山公園体験型ツアーW-05
東三河（豊川市）



イベント名 開催日時 内容 受入可能人数

花しょうぶまつり 5月下旬～6月中旬

梅まつり 2月上旬～3月上旬

ポニーのふれあい 毎週月曜日 13:30-14:00 ポニーをさわったり写真を撮ります。 制限は無いが、１００人位

モルモットのだっこ 毎週水曜日 13:30-14:00 モルモットを抱っこします。 制限は無いが、１００人位

ワクワク工房 毎週金曜日 9:00-16:00 ぬり絵など簡単な工作を行ないます。 制限は無いが、１００人位

ウサギモルモットの
ふれあい 毎週土・日・祝日 13:30-14:00 ウサギとモルモットをさわります。 制限は無いが、１００人位

ヤギのエサやり 休館日以外 11:00-11:10 ヤギにエサをあげます。 制限は無いが、１００人位

ミニブタのエサやり 休館日以外 11:20-11:30 ミニブタにエサをあげます。 制限は無いが、１００人位

ぱくぱくタイム 月・水・木・土・日・祝
10:00-11:00

ぎょぎょランドの生き物に飼育員がエサをやり
ながらお話します。 制限は無いが、１００人位

コイのエサやり 月・水・木・土・日・祝
14:00-14:10 コイにエサをあげます。 制限は無いが、１００人位

しぜんとあそぼう 毎週土曜日 14:30-15:00 赤塚山スタッフと園内を散策して自然観察小探
検をいたします。 制限は無いが、１００人位

ぎょぎょットーク 毎週日曜日 14:30-14:40 ぎょぎょランドの生き物に関わる話をします。 制限は無いが、１００人位

【赤塚山公園】体験プログラム一覧



企画・
商品内容

シャチやイルカ、ウミガメ、ペンギン、多様な魚など、500
種50,000点の海の生き物に会える日本最大級の水族館
20人以上のご送客で入館料が通常料金より割引価格で
入館可能です。

所要時間 約2～3時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

団体割引の適用は20人以上から

開催日時
休館日以外は受入可（休館日：毎週月曜日（祝日の場合
は翌日）ただし、春・冬休み期間中の月曜日は開館。冬
期にメンテナンス休館あり）

価格

【団体割引入館】
＜20人以上＞
大人：1,830円、高校生、1,620円、小中学生810円、幼児
（4歳以上）400円
＜100人以上＞
大人1,620円、高校生1,420円、小中学生710円、幼児（4
歳以上）350円

販売手数料 10％（ただし、契約済み観光券のみ）

予約締切日 1週間前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり （ガーデンふ頭駐車場 1日1回900円）

注意事項
団体入館の予約は下記専用窓口までお願いします。
【団体予約窓口】
TEL 052-654-1680 FAX 052-654-7499

問い合わせ先

公益財団法人名古屋みなと振興財団
（名古屋港水族館）
愛知県名古屋市港区港町1-3
TEL 052-654-7080 FAX 052-654-7001

【名古屋港水族館】団体割引入館W-06
名古屋



企画・
商品内容

豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）は約40ヘクター
ルの広大な敷地に、動物園ゾーン、植物園ゾーン、遊園
地ゾーン、そして自然史博物館が整備されたレクリエー
ションと学びの施設です。動植物公園と自然史博物館が
一体化した国公立の施設は、日本でものんほいパーク
だけです。

所要時間 120分～1日

最少催行人数
最大受入れ可能人数

30名以上なら団体料金適用あり

開催日時
午前9時～午後4時30分 ＊入園は4時まで
定休日：毎週月曜日 （その日が祝日及び振替え休日の
場合は翌平日）と12月29日～1月1日

価格
高校生以上600円、小中学生100円
団体（30名以上）高校生以上480円、小中学生80円

販売手数料 なし

予約締切日 １週間前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（400円）

注意事項
ご連絡をいただければ駐車場の確保をいたしますので、
ご相談ください。

問い合わせ先
豊橋総合動植物公園
愛知県豊橋市大岩町字大穴1-238
TEL：0532－41－2185

【のんほいパーク】動物園・植物園・遊園地・自然史博物館

▲のんほいパークの動物園ゾーンは、約130種800頭羽のたくさん
の動物が皆さんを出迎えてくれます。
別料金設定で、夏にはナイトZOOや動物へのエサやりなど楽しいイ
ベントも盛りだくさんです。

▲自然史博物館
自然と生物の成り立ちについて理解を深めていただくことができま
す。

W-07
東三河（豊橋市）



都会的な夜景、工場夜景だけでなく、
イルミネーションや星空まで、
魅力的な夜間プログラムも人気です。
まちなかから郊外、山村まで、
その土地ならではのナイトタイムをお楽しみください。



企画・
商品内容

約30万球のイルミネーションで１３８タワーパークを彩る
「ツインアーチのメリークリスマス」。ツインアーチ１３８展
望階（地上１００ｍ）からは地上のイルミネーションを一望
できます。

所要時間 １時間３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

なし
ただし、展望階定員は２３０名

開催日時 令和２年１１月１４日（土）～１２月２５日（金）

価格
１３８タワーパークへの入園は無料。
ただし、ツインアーチ１３８展望階は有料。

販売手数料 なし

予約締切日 特になし

キャンセル規程 特になし

添乗員 無料（展望階への入館も無料）

大型バス駐車場 バス19台（要予約）

注意事項

開園時間：9:30～21:00
イルミネーション点灯時間：17:00～21:00
ツインアーチ１３８の入館は閉館時刻の30分前まで
※事前にご連絡いただけるとツインアーチ１３８への入館
がスムーズです。

問い合わせ先
１３８タワーパーク
愛知県一宮市光明寺字浦崎21－3
電話 0586-51-7105 FAX 0586-51-7107

【138タワーパーク】ツインアーチのメリークリスマス（イルミネーション）

ツインアーチ１３８展望階から３６０度見
渡せる濃尾平野の夜景も楽しみの一つ。

約30万球のイルミネーションで１３８タワーパークを彩る「ツインアーチのメリークリスマス」。

【ツインアーチ１３８入館料】 一般 団体（20名以上）

大人（15歳以上） 500円 400円
小人（6歳以上15歳未満） 200円 160円
幼児（4歳以上6歳未満） 100円 80円

3歳以下 無料 無料
65歳以上 250円 -

その他の一宮市内のイルミネーション
「冬の七夕カーニバル

～一宮イルミネーション～」
令和2年12月1日

～令和3年1月11日（予定）
17時～24時
一宮イルミネーション
協議会0586-72-4611

一宮駅周辺エリア
尾西市民会館
周辺エリア

「ホワイトイルミネーション」
令和2年12月5日

～24日 17時～21時
ホワイトイルミネーション
実行委員会0586-62-9111

X-01
尾張（一宮市）



フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

クリスマス
一宮スカイランタンフェスタ２０２０

【ツインアーチ138】クリスマス一宮スカイランタンフェスタ2020

企画・商品内容

クリスマスのイルミネーションに彩られた138タワーパーク
で、願いを込めたスカイランタンを夜空に向かい打ち上
げるというイベントです。
夜空に放った数百個もの輝くランタンは、クリスマスの忘
れられない思い出になることでしょう。まだ見たことがな
い幻想的な光景、ロマンチックなひとときを、あなたはど
なたとご覧になりますか？
ランタンには、願い事を書き込んでいただけます。
またご希望によりお持ち帰りも可能です。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

定員200名のスカイランタン打ち上げイベントです。
最少30名～最大200名
＊ツアー参加者と一般参加者と同時に実施

開催日時
イルミネーションイベント期間中の土曜・日曜・祝日
打ち上げ時間は18時～（単独開催の場合応相談）

価格 ランタン1基につき3000円（展望階への入館料は別途要）

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 １４日前から５０％、７日から１００％

添乗員 無料（展望階への入館は別途要）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

実行委員会のメンバーがランタン打ち上げイベントを担
当します。一般参加者に加わっての参加となりますが、
参加人数によりツアー単独開催のアレンジも可能です。
一宮スカイランタンフェスタでは、環境面や安全性に配慮
し、火を使わずにLED電球とヘリウムガスを使用し、紐を
つけたランタンを使用し、終了後は回収します。

問い合わせ先
一宮スカイランタンＰＲＯＪＥＣＴ実行委員会
愛知県一宮市水落町５－６
TEL ０９０-５８７９-５４５６ FAX ０５８６-７１-８１７７

X-02
尾張（一宮市）



企画・
商品内容

～明治村開村５５周年記念プラン～
明治建築を照らすイルミネーション

きらめき明治村

所要時間 ６０分以上

最少催行人数
最大受入れ可能人数

なし

開催日時
１０月３１日から１月１１日までの土休日および１２月２４
日、２５日開催、但し１月１日は除く
開催日は１９時３０分まで延長開村

価格
高校生以上５５０円、中学生以下３００円
※55周年特別価格

販売手数料 なし

予約締切日 前日まで

キャンセル規程 不要

添乗員 無料（幹事様や通訳は有料）

大型バス駐車場 あり（予約不要）駐車料金１台１，５００円

注意事項

・価格はきらめき明治村開催日の１６時以降入村に限る
・入村は１９時００分まで
・会場は４・５丁目エリア
・イルミネーション点灯時間は日没頃です
・荒天、積雪、凍結などによる中止の場合あり

問い合わせ先
博物館 明治村（販売促進担当）
愛知県犬山市内山１
TEL 0568-67-0314 FAX 0568-67-0538

【博物館 明治村】～明治村開村５５周年記念プラン～ 明治建築を照らすイルミネーション

通常入村料：大人２，０００円（大人団体１，８００円）がな
んと高校生以上５５０円（中学生以下３００円）（１６時以降
入村で）に！！

イルミネーションがはじまったのは「明治時代」。幻想的な光
に包まれた明治建築をお楽しみください！！
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X-03
尾張（犬山市）



企画・
商品内容

北欧のクリスマスをイメージし、イルミネーションが光り輝
く夜空を演出します。
花の大温室フローラルプレイスでは高さ8のmモミノキを
使ったクリスマスツリーも登場し、土日祝には花火ショー
も開催。冬限定グルメなども登場します。

所要時間 60分～120分 ※見学のみ

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～ ※20名以上で入園料の団体割引適用

開催日時
2020年12月5日（土）～2021年1月24日
※定休日以外は毎日可能

価格 入園料（一般大人700円、団体大人560円）

販売手数料 要問合せ

予約締切日 なし

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
デンパーク
愛知県安城市赤松町梶１
TEL 0566-92-7111 FAX 0566-92-7118

【デンパーク】ウインターフェスティバルX-04
西三河（安城市）



企画・
商品内容

新星発見者の“星のおじさん“が案内する【星の観察】と
【星の謎解き】、【夜景観賞】の３つを楽しむ企画です。
閉園後の愛知こどもの国を特別開場して実施。閉園後
は照明が消えて星空観察にはうってつけです。
※曇天で星が見えない場合も、星スライド上映や謎解き
でお楽しみ頂けます。
※愛知こどもの国に集合。夕食時間はご調整下さい。
※吉良温泉宿泊の団体は、無料送迎バスを出します。

（片道約２０分／２５名乗り２台まで）

所要時間 約１時間４０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２０名～最大１００名
※吉良温泉からの無料送迎バスは利用は５０名まで。

開催日時
【通年】年末年始を除く
※その他、会場の都合で開催できない日もあります。

価格
大人・小人（小学生以上）同額＠２，０００円（幼児不可）
※オプションで蒸気機関車（100名乗）運行可。44,000円

乗車時間10分程度。夜景ポイントで停車致します。

販売手数料 １５％

予約締切日 ３０日前まで

キャンセル規程
１０日前から２０％、７日前から３０％、
３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり ゆうひが丘駐車場（0563-62-2530）

注意事項

・レジャーシートをご持参ください
・スニーカー、長ズボンの服装をお勧めします
・荒天中止の場合は当日１５時に判断し連絡いたします
・子供同行の場合は迷子にならないようご注意ください
・特に夏季は、虫の対策はご自身でお願いいたします
・防寒具（夏でも夜は冷える事があります）

問い合わせ先
一社）西尾市観光協会
愛知県西尾市花ノ木町4-64
TEL 0563-57-7882 FAX 0563-57-2261

【西尾市観光協会】星空ナイトツアー

【時間】19：20～21：00
①【星空観察】 新星発見者である“星のおじさん“（山本先生）がいろいろな
星の説明をします。屋外は非常に暗く、雲が無ければ非常に美しく星が見え
ます。また、直径約３０㎝の巨大天体望遠鏡で星を見る事が出来ます。
②【星の謎解き】 静寂に包まれた暗闇を進み、星に関係した謎を解いてい
きます。
③【夜景観賞】 謎が隠された丘からは、幡豆と蒲郡の夜景を見る事が出来
ます。前も後ろも（右も左も）両側に夜景が見える場所は非常に珍しいです。

星空観察
新星を発見した“星のおじさん”
と直径３０㎝の天体望遠鏡

星の謎解きの様子

星空イメージスライドを使って星の説明

夜景イメージ

X-05
西三河（西尾市）



企画・
商品内容

休暇村茶臼山高原の宿泊者を対象に実施している人気
プログラムが「ナイトサファリ」。徒歩で野生の鹿を見に行
きます。警戒心が強いので静かに近づきます。逢える確
率は50～60％です。
ルール：気配を消して空気になっていただきます。足音も
ＮＧ。みんなで忍者のように忍び足で見に行きましょう。

所要時間 約２０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

1名様から対応可能

開催日時
通年 ※降雪時期を除く ※悪天候時は中止します。
19：55ロビー集合

価格 無料 ※宿泊費は別途必要です。

販売手数料 なし

予約締切日 -

キャンセル規程 本プログラムのキャンセル料はなし。

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

・ご宿泊のご予約は7日前までにお願いします。
・部屋タイプ：和室8畳（4名定員）、洋室ツイン、和洋室（3
名定員）※和洋室利用は1名さまにつき1,000円（税別）
アップ

問い合わせ先
休暇村茶臼山高原
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字御所平70-163
TEL 0536-87-2334 FAX 0536-87-2335

【休暇村茶臼山高原】野生の鹿ウォッチング「ナイトサファリ」

夜の高原を
忍び足で

ワクワク探検！

ご宿泊は、「極みの純系名古屋コー
チンひきずりコース」がおすすめ。
郷土料理「名古屋コーチンのひきず
り鍋（すきやき）」を始め、名古屋
コーチンの魅力を十分に味わうこと
のできるメニュー、朝食はビュッ
フェ形式でご準備致します。

【1泊2食付宿泊料】
1室2名利用時：11,500円、1室3名利用時：11,000円、1室4枚利用
時：10,500円、1室1名利用時12,500円 ※いずれも税別

X-06
東三河（豊根村）



企画・
商品内容

名古屋最古 400年の歴史を持つ料亭と言う特別な空間で「芸どころ名
古屋」ならではの文化を気軽に体験してもらう企画です。
日本舞踊、古典楽器、剣舞、和妻、御経などの鑑賞、お座敷遊びや着物
の着付けなどの体験を、地元の方はもちろん、国内外の旅行客の方に”
学びある娯楽”としてお楽しみいただきたいと思います。
「芸どころ名古屋」とは、江戸時代の“享保の改革”より続く言葉で、質
素倹約を求められ江戸や大阪の街でさえ活気が失われた時代にも「名古
屋の繁華に京（興）がさめた」と言われるほど芸能や文化が発展し、華
やかな町であると言う呼称です。
「名古屋に来て良かった!堪能した」と思っていただけるように、名古
屋の持つ潜在的な芸能の良さを面白く、分かりやすく提供し、魅力ある
地域だと思っていただけるようにお手伝いいたします。

所要時間 60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少10名～最大25名
＊人数により企画内容を変更しつつ対応します

開催日時

開催日時: 平日、月曜～金曜日 21:30～受付 22:00～
鑑賞 22:20～23:00 写真を撮ったり、話をしたり、お座敷
遊び・古典芸能の体験もお楽しみいただけます。

価格 ５，０００円（１ドリンク付き）

販売手数料 お1人あたり500円

予約締切日 2日前まで

キャンセル規程 前日から１００％

添乗員 なし

大型バス駐車場 なし

注意事項

※対象年齢は20歳以上です。
※10名様より催行致します。
お申し込み人数が2日前に最少催行人員に満たない場合は、実施を中止
することがございます。
この場合は前日までにその旨をご連絡致します。
会の実施を中止する場合には、弊社よりＨＰまたは、お電話にてご連絡
の上、他の日程等をご案内させていただきます。
※当日の参加者の人数に合わせて、出演者の人数も変動することをご了
承ください。 ※お飲物の追加は、代金引換にて承ります。

問い合わせ先
河文
愛知県名古屋市中区丸の内2-12-19

TEL 052-222-0873 FAX 052-222-0875

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

【料亭河文】Cultural Night-Visit NagoyaX-07
名古屋



企画・
商品内容

豊橋市は、手筒花火の発祥の地と言われています。手
筒花火は、揚げ手が筒を脇の横に両手でしっかりと抱え
るように持ち、巨大な火柱を噴出させ、最後に「ハネ」と
呼ばれる炎が大音響とともに足元に吹き出す勇壮な花
火です。迫力のある手筒花火を組み込んだツアーを多く
の旅行会社が造成しています。
9月の炎の祭典では、別料金で手筒花火の事前講習会
を開催し、手筒花火の歴史、手筒花火の作り方などを説
明し、より手筒花火をお楽しみいただけます。

所要時間
11月 16時開場 18時終演予定、 3月 17時開場 19時
終演予定

最少催行人数
最大受入れ可能人数

通常は300名程度。コロナ対策のため半数程度の予定

開催日時 令和2年11月28日（土）、令和3年3月27日（土）

価格 11、3月開催500円/人

販売手数料 なし

予約締切日 要確認

キャンセル規程 要確認

添乗員 不可

大型バス駐車場 無料駐車場あり（要予約）

注意事項

・例年、9月、11月、3月に開催していますが、2020年度
9月の開催は、中止になりました。11月の開催は9月上旬
に判断予定です。
・9月開催時の料金設定は異なりますのでお問い合わせ
ください。
・9月開催時の手筒花火事前講習会は別途500円要

問い合わせ先
（一社）豊橋観光コンベンション協会（東村・大野）
TEL:0532-54-1484
FAX:0532-54-2220

【豊橋観光コンベンション協会】炎の祭典

▲吉田城を背景に手筒花火を放揚します。手筒花火は、揚げ手が火薬
を詰めた竹筒を抱え、火の粉を身体に浴びながら打ち揚げられます。
火柱が10ｍ以上も上がり、最後に「ハネ」と呼ばれる爆発音があり
ます。揚げ手の勇姿はまさに圧巻の一言。豊橋市の手筒花火は一見
の価値ありです。

▲手筒花火をより詳しく知っても
らうため、別料金で手筒花火の
事前講習会を受けることができ
ます。

▲観覧の希望者に放揚後(打ち上げ
後)の手筒花火をその場でプレゼ
ントいたします。(数量限定)

X-08
東三河（豊橋市）



団体対応可能なお食事処をご紹介します。
県内各地への移動途中でのご利用はもちろん、
お食事そのものをメインに据えたツアーでもご利用ください。



内 容

一宮市と稲沢市の新鮮な農畜産物をはじめ、地元産米
「あいちのかおり」を使った焼きたての米粉パンをご提供
しております。米粉パンは、店内にあるイートーンコー
ナーでお召し上がりいただけます。挽きたてのコーヒーと
一緒に、ぜひどうぞ。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

２０名（お買い物のみの立ち寄りなら、２０名以上も可）

営業時間
４月～９月 ９：００～１８：００

１０月～３月 ９：００～１７：００

定休日 水曜日 年始１月１日～１月５日

団体向けメニュー -

販売手数料 -

予約締切日 -

キャンセル規程 -

添乗員 -

大型バス駐車場 駐車可 （事前連絡必要）

注意事項

問い合わせ先
ＪＡ愛知西産直広場南小渕店
住所 一宮市南小渕字小森６番地
電話 ０５８６－８１－２０２２

【ＪＡ愛知西 産直広場南小渕店】軽食：米粉パンY-01
尾張（一宮市）

お食事



内 容

団体ツアーのお客様でオリジナルメニュー（3種）を
ご注文のお客様に限り、
・瀬戸焼のミニどんぶりをプレゼント
・5％キックバック
のいずれかをお選びいただけます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

102名
座敷32席、テーブル40席、掘りごたつ30席

営業時間
月・火曜日 11：00～14：00
水～金曜日 11：00～21：00
土・日・祝日 9：00～21：00

定休日

瀬戸蔵休館日（10/26、11/24、12/21、12/28～1/4、
1/25、2/22、3/22）、せともの祭（9/12～13）、招き猫まつ
り（9/26～27）、瀬戸蔵ロボット博2021（3/24～28）開催
日以外
※臨時休業あり、要問合せ

団体向けメニュー
ミニ天丼＆ミニうどん 1,100円（税別）
瀬戸蔵セット 1,500円（税別）
豪華瀬戸御膳 2,000円（税別）

販売手数料 5％（ミニどんぶりのプレゼントなしの場合）

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 要問合せ

添乗員 別メニュー（1,100円）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

特典はありませんが、他のメニュー表をご覧になられた
い場合は、下記問い合わせ先までお気軽にお問い合わ
せください。なごやめしメニューなど、予算に合わせた特
別メニューのご提案も可能です。

問い合わせ先
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵1階
TEL 0561-85-2730 FAX 0561-97-1557

【窯場マルキ食茶房蔵所】団体様向け特別メニュー

ミニ天丼＆ミニうどん
1,100円（税別）

瀬戸蔵セット
1,500円（税別）
・うな丼 ・うどん ・天ぷら盛り合わせ
・デザート

豪華瀬戸御膳
2,000円（税別）
・寿司 ・うなぎ ・天ぷら盛り合わせ
・小鉢 ・サラダ ・うどん ・香の物

ミニどんぶりは
５種類からお選び
いただけます！

Y-02
尾張（瀬戸市）

お食事



内 容

日本一サボテンを食べるまち「春日井」
独特な粘りと酸味を持つ美容と健康のスーパーフードで
ある食用サボテンを使用した、当店オリジナルの創作サ
ボテン料理が入った特製御膳を是非ご賞味ください。
ジューシーな豚バラと相性抜群サボテンの串焼きは、イ
ベントでも大人気！絶品です！！

団体受入れ可能人数
（客席構成）

32名
座敷・テーブル席どちらも対応可能（32席）

営業時間
ランチ／11：30～15：00（14：30ラストオーダー）
夕食／17：00～23：00（22：00ラストオーダー）

定休日 月曜定休（祝日は営業・翌火曜休み）

団体向けメニュー

・おまかせサボテン御膳（2,200円）
・月替り わしょく屋会席（3,300円）
・葵御膳（2,200円）
・刺身御膳（1,650円）
上記メニューは、ドリンク・デザート付き。税込金額

販売手数料 なし

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 当日100％

添乗員 有料（お客様と同額）※ご相談ください

大型バス駐車場 あり（ただしツアー募集開始前に要連絡）

注意事項
・メニューに関しては、できる限り対応しますのでご相談く

ださい。（サボテン料理はどのメニューにも対応可能）
・お弁当の発注も承ります。

問い合わせ先
くつろぎ空間 わしょく屋
愛知県春日井市出川町8-17-1
TEL 0568-52-2223 FAX 0568-52-2223

【くつろぎ空間 わしょく屋】おまかせサボテン御膳Y-03
尾張（春日井市）

お食事



内 容

日本一サボテンを食べるまち「春日井」
独特な粘りと酸味を持つ美容と健康のスーパーフードで
ある食用サボテンを使った中華料理が豊富に味わえま
す。TV出演や雑誌取材など、数多くのメディアにも取り
上げられ、元祖サボテン料理の店とも言われる。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

50名
座敷（50席）

営業時間
ランチ／11：00～14：00
夕食／17：00～23：00（22：30ラストオーダー）

定休日 水曜定休

団体向けメニュー

各種コース3,000円から予算に応じて準備可。
（120分4名様より）
どのコースもサボテンメニュー対応可能。
詳細は、応相談。

販売手数料 なし

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 応相談

添乗員 有料（お客様と同額）※ご相談ください

大型バス駐車場 あり（ただしツアー募集開始前に要連絡）

注意事項

問い合わせ先
中華料理 四川
愛知県春日井市東野町4-11-1
TEL 0568-84-8359

【中華料理 四川】本格四川料理と絶品中華のサボテン料理Y-04
尾張（春日井市）

お食事



内 容

創業明治33年の名店。純系名古屋コーチン、三河一色
産うなぎの他、厳選した食材と四季の味をお楽しみいた
だけます。名古屋めしの代表「ひつまぶし」はおすすめ。
また、日本一サボテンを食べるまち「春日井」で、食用サ
ボテンを使って初の商品化に成功した”サボテンのアイ
ス”もご賞味いただけます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

45名まで

営業時間
ランチ／11：00～14：00（13：30ラストオーダー）
夕食／17：00～21：30（21：00ラストオーダー）

定休日 月曜・第4火曜定休（祝日は営業・翌平日休み）

団体向けメニュー

・松花堂弁当（松3,850円・竹2,750円）
・うなぎ各種（ひつまぶし・うな重・丼など2,310円～）
・四季御膳（1,650円）※ランチのみ
・コース料理各種（4,400円～）
・サボテンのアイス（440円）
・名古屋コーチン鍋各種（1人前2,728円 ※2人前～)

販売手数料 なし

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 当日100％

添乗員 有料（1,000円～）※ご相談ください

大型バス駐車場 あり（ただし日曜日のみ。ツアー募集開始前に要連絡）

注意事項 ・マイクロバスは常時駐車可能（要事前連絡）

問い合わせ先
極上素材四季の味 水徳
愛知県春日井市八光町1-18-1
TEL 0568-31-2043 FAX 0568-34-6121

【極上素材四季の味 水徳】純系名古屋コーチン・三河一色産うなぎY-05
尾張（春日井市）

お食事



内 容

若い方からご年配者までのお口に合う多彩な味付けを
ご用意しております。オードブルからデザート、ドリンク、
旬の食材を盛り込んだ和洋中の料理の中から、お好き
なものをお好きなだけお召し上がりになれます。
なんといっても隣接する麦酒工房より直送のクラフトビー
ル（常時３種類、５００円～）がお勧め。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１２０名
テーブル１２０席

営業時間
ランチ／１１：００～１５：００（１４：００ラストオーダー）
夕食／１７：００～２１：３０（２１：００ラストオーダー）

定休日 なし（年末年始など臨時休業あり）

団体向けメニュー ・ランチバイキング大人 （ １，７６０ 円）

販売手数料 １０％

予約締切日 ２日前まで

キャンセル規程 当日５０％

添乗員 同食（５００円）あり

大型バス駐車場 あり（４台）※南側第２駐車場

注意事項

バイキングにソフトドリンクは含まれています。ビール他
アルコールは別途（６０分間地ビール、地酒飲み放題は
お一人様当りプラス１，６５０円）

問い合わせ先
犬山ローレライ麦酒館
愛知県犬山市大字羽黒字成海郷７０番地
TEL 0568-67-6767 FAX 0568-67-8484

【犬山ローレライ麦酒館】ランチバイキングY-06
尾張（犬山市）

お食事



内 容
レストラン桃太郎
清流木曽川に抱かれた、大自然と「木の芽でんがく」
で有名な桃太郎公園に位置するレストランです

団体受入れ可能人数
（客席構成）

３０名

営業時間 １０：００～１７：００（季節により変動）

定休日 不定休

団体向けメニュー
・ 木の芽でんがく定食 （１，２００円）
・ 味噌カツ定食 （１，３５０円）

販売手数料 なし

予約締切日 ７ 日前まで

キャンセル規程 特になし

添乗員 別メニュー 有料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先
レストラン桃太郎
愛知県犬山市大字栗栖字古屋敷14-3
TEL0568-61-1576 FAX 0568-62-4350

【レストラン桃太郎】木の芽でんがく定食 他

木の芽でんがく定食

味噌カツ定食

Y-07
尾張（犬山市）

お食事



内 容

団体予約様お弁当
犬山城下町のメインストリート「本町通り」の中央にあ
るフードコート。この地方の名物である味噌かつ丼や
鶏ちゃん丼をはじめ、ファミリー向けに豊富なメニュー
を取り揃えています。団体様のご予約も別メニューで
受付けています。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

４０名

営業時間 １１：００～１５：００

定休日 1・2・6・7・9・12月は水曜定休、その他は無休

団体向けメニュー
団体予約様お弁当
・ 1,300円～

販売手数料 なし

予約締切日 ２日前まで

キャンセル規程 １日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニューあり 有料

大型バス駐車場 なし

注意事項
団体様食事会場あり。
食事会場費用は弊社で負担いたします

問い合わせ先

犬山ぐーまる
犬山市犬山西古券２３番
Ｔｅｌ０５６８－６２－８０１１
ｆａｘ０５６８－６２－８０１１

【犬山ぐーまる】城下町で団体昼食

写真は1800円のお弁当です

Y-08
尾張（犬山市）

お食事



内 容

文化財の建物でいただく本格フレンチ
四季折々の地元食材を使用した色鮮やかなフレンチ創
作料理。江戸時代に建てられた文化財「旧奥村邸」で、
歴史のロマンを感じながらゆったりとお過ごしください。
食後に日本庭園もご散策いただけます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１００名
（テーブル１００席）

営業時間 11:00-15:00、17:30-21:00（完全予約制）

定休日 火曜定休（祝日の場合は営業）

団体向けメニュー
・ 平日 ２５００円～
・ 休日 ３２００円～

販売手数料 １０％

予約締切日 7 日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 別メニュー（ １６００ 円）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

江戸時代に建てられた国の登録有形文化財「旧奥村邸」。
かつては呉服屋だった格子造りの町屋の造りを活かした
レストラン。 旧家ならではのレトロモダンな空間にて
お食事をお愉しみいただけます。
https://www.okumuratei.jp/

問い合わせ先
フレンチ奥村邸
愛知県犬山市犬山東古券395
TEL0568-65-2447 FAX 0568－65－2449

【フレンチ奥村邸】文化財の建物でいただく本格フレンチ

料理イメージ

Y-09
尾張（犬山市）

お食事



内 容 お食事処「楽猿（らくえん）」団体用特別メニュー

団体受入れ可能人数
（客席構成）

平日のみ40名 受入可能（テーブル 60席） テイクアウト
は予約販売に限り60食まで可能 ※シーズンにより対応
が異なるため応相談

営業時間 １０：００～１６：００（１５：３０ラストオーダー）

定休日 日本モンキーセンター営業日カレンダーによる

団体向けメニュー ハンバーグ定食（ハンバーグ弁当） 1,000円（税込）

販売手数料 ０％

予約締切日 ５ 日前まで

キャンセル規程 ２日前から５０％、当日１００％

添乗員 割引クーポン使用可

大型バス駐車場 あり（１台 １,５００円）

注意事項
アレルギー対応はできません。
ベジタリアン、ハラールフードの対応はできません。

問い合わせ先
ココモ 古田・渡辺
TEL 090-1567-0550 FAX 0568-62-6823

【日本モンキーセンター内 食事処「楽猿」 】団体用特別メニューY-10
尾張（犬山市）

お食事



内 容

名鉄小牧駅に直結、小牧ＩＣから車で７分、県営名古屋
空港から１５分、名古屋・犬山の観光と尾張地区の宴会
拠点として抜群のアクセス。

尾張地区最大級の宴会場と２つのレストランを2019年
にリニューアルし、ブライダルメニューから会席料理、フ
ルコース、バイキング、お弁当まで様々な料理をご提供。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

宴会場／15～450人(着席300人・立食450人)
※３階フロア&宴会場使用で立食700人
日本料理&欧風料理「有楽」／120人
(一般46席・団体36席・個室6～20席・座敷30席)
カフェ&ビュッフェ「アザレア」／60人(一般席)

営業時間

宴会／9：00～21：00(最終ｽﾀｰﾄ時間19：30)
有楽／昼11：30～14：00 夕17：00～21：30
アザレア／朝7：00～9：30 喫茶9：00～18：00

昼11：30～12：45・13：00～14：15(2部制)

定休日 なし

団体向けメニュー 右記

販売手数料 料理10％

予約締切日 最終人員は2日前の午前中まで

キャンセル規程
宴会／61日前から前日まで10～80%、当日100%
ﾚｽﾄﾗﾝ／2日前から50%、当日100%

添乗員 別メニュー カレーセット990円

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
季節や仕入れ状況によりメニュー内容や料金を変更又
は販売中止とさせて頂く場合がございます。
(事前にお問合せ頂けましたら幸いです)

問い合わせ先

〒485-0029 愛知県小牧市中央１－２６０
代表 ０５６８－７５－７１１１
有楽 ０５６８－７５－７８８７
ｱｻﾞﾚｱ ０５６８－７５－９５３３
FAX ０５６８－７５－６１６１

【名鉄小牧ホテル】パーティープラン・バイキングY-11
尾張（小牧市）

お食事



内 容

小牧発祥の歴史を有した名古屋コーチン
その中でも当店では卵を産む前の雌鶏のみを使用
引き締まった肉質はコクがあり脂身は甘くて上質な味わ
いで他とは圧倒的に違います
一度食べたら忘れられない「本場のコーチン」を
ご賞味ください

団体受入れ可能人数
（客席構成）

二階 １２０名
座敷３４席、テーブル５０席、カウンター１０席

営業時間
ランチ／１１：３０～１４：００（１３：３０ラストオーダー）
夕食／ １７：３０～２２：００（２１：００ラストオーダー）

定休日 月曜・第３火曜・臨時営業・臨時休業有

団体向けメニュー

・純系コーチンおもてなし御膳（３，８５０円）
・純系コーチン石焼御膳（３，０００円）
・鶏しゃぶ御膳（特製味噌出汁）（１,８５０円）
・コーチン卵かけご飯（５００円）
・食べてご卵コーチンプリン（３８０円）◆全て税込み価格

販売手数料 現払い８％ 売掛５％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 前日５０％、当日１００％

添乗員
鶏しゃぶ親子丼（１，０００円）
コーチン石焼定食（１,５００円）◆全て税別価格

大型バス駐車場 あり ４台駐車可能

特記事項

・店内バリアフリー車椅子ＯＫ・補助犬対応
・お土産品有
・隣セブンイレブン
・鶏肉苦手な方、アレルギー対応致します
・小牧ＩＣより車で１０分以内

問い合わせ先

純系コーチン料理・元祖石焼 かな和
愛知県小牧市東田中１６３２－１
TEL ０５６８－７２－６３３３ FAX ０５６８－７２－６３３５
https://nagoyakochin-kanawa.jimdofree.com/

【純系コーチン料理・元祖石焼かな和】小牧発祥 本場コーチン料理を味わうならここ！！

◆人気のおもてなし御膳 人気のプリン付

◆元祖 コーチン石焼（塩）

◆炭火焼盛り合わせ ◆卵かけご飯 ◆食べてご卵コーチンプリン

◆２階 大広間 １２０名様迄ＯＫ ◆広い駐車場で大型バスも安心

「蘇る本場の味」
絶品コーチンを豊富に楽しめます

Y-12
尾張（小牧市）

お食事



内 容

小牧では唯一の鰻専門店
三河から仕入れた鮮度の高い肉厚鰻を炭火でじっくり焼
き上げます
店内は落ち着いた空間でゆったりとお食事が楽しめます
バリアフリーで車椅子の方も安心してご利用頂けます
ので是非七福で至福の時をお過ごしください

団体受入れ可能人数
（客席構成）

４６名
座敷１６席、テーブル３６席

営業時間
ランチ／１１：００～１４：００（１３：３０ラストオーダー）
夕食／１７：００～２０：００（１９：３０ラストオーダー）

定休日 月曜・第３火曜・臨時営業有

団体向けメニュー
・人気の特上まぶし御膳（４,５００円）＋税
・七福ひつまぶしセット（３,５００円）＋税
・彩りうな重膳（２,８００円）＋税

販売手数料 現払い５％ 売掛３％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 前日５０％、当日１００％

添乗員 ・うな丼（１,５００円）＋税

大型バス駐車場 あり ２台駐車可能

特記事項

・店内バリアフリー車椅子ＯＫ・補助犬対応
・Ｗｉ－Ｆｉ有
・鰻が苦手な方、アレルギー対応致します
・小牧ＩＣより車で７分以内

問い合わせ先

炭火うなぎ 七福
愛知県小牧市東田中２６３－１
TEL・FAX ０５６８－７１－２７３８
https://unagi-sitifuku.jimdofree.com/

【炭火うなぎ七福】炭火でじっくり本格鰻 バリアフリーのお店です

◆定番のうな重
パリッと香ばしい味わい

◆人気のひつまぶし
出汁やお吸い物までこだわっています

◆店内は開放的で落ち着いた空間 車椅子専用トイレ完備

美味しい出来立てご提供
焼置きは一切致しません
小規模団体様 大歓迎
味に自信あり

Y-13
尾張（小牧市）

お食事



内 容

稲沢市が誇る秋の味覚「祖父江銀杏」を使った季節感溢
れる料理をご提供します。
団体ツア－のお客様には、お値打ちな銀杏懐石弁当も
ご用意しています。
そぶえイチョウ黄葉まつりにお越しの際に是非お立ち寄
りいただき、稲沢の秋を心ゆくまでご賞味ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

全100席（イス席50） 個室あり

営業時間 昼 11:30～14:00 夜 17:00～21:00

定休日 毎週水曜日

団体向けメニュー

・銀杏懐石（税込み 4,400円～）
全ての料理に銀杏を使用。焼物、天ぷら、蒸し物、銀杏
おこわ、銀杏まんじゅうなど、銀杏づくしです。

・銀杏懐石弁当【ツアー限定】（税込み 2,500円）
銀内懐石をお値打ち価格で。

販売手数料 なし

予約締切日 ２週間前

キャンセル規程 １日前から100％

添乗員 －

大型バス駐車場 大型バス2台可

注意事項 季節限定（10月～１月）での提供になります。

問い合わせ先
和食 びやす
（愛知県稲沢市祖父江町祖父江南川原156）
TEL 0587-97-0354

【和食 びやす】祖父江銀杏会席

銀杏懐石

銀杏懐石弁当
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Y-14
尾張（稲沢市）

お食事



内 容

季節料理しろ石では、季節に合わせた旬の食材を使用
したお料理をご提供しております。
中でもおススメは、秋限定・地元稲沢市特産の「銀杏」を
使用した懐石料理です。
そぶえイチョウ黄葉まつりにお越しの際に是非お立ち寄
りいただき、旬の味覚と真心込めたおもてなしを心ゆくま
でご堪能ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

全100席（個室7席、大部屋50名様までイス席）

営業時間 昼 11:30～14:00 夜 17:00～21:00

定休日 毎週月曜日・第３火曜日（祝日営業）

団体向けメニュー

・銀杏懐石（税込み 4,400円）
全ての料理に銀杏を使用。

・銀杏懐石弁当【ツアー限定】（税込み 2,500円）
銀内懐石をお値打ち価格で。

販売手数料 なし

予約締切日 ２週間前

キャンセル規程 １日前から100％

添乗員 －

大型バス駐車場 大型バス2台可

注意事項
・季節限定（10月～１月）での提供になります。
・そぶえイチョウ黄葉まつりの期間中は、予約状況により

お受けできない場合もあります。

問い合わせ先

季節料理 しろ石
（愛知県稲沢市祖父江町上牧69-3）
TEL 0587-97-8486
HP https://www.shiroishi.biz/

【季節料理 しろ石】祖父江銀杏会席

お座敷ではなく、机と椅子でのご利用も可能です。細かいご要望にも対応い
たしますので、何かご希望の点がございましたら、ご予約時にお伝えくださ
いませ。
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銀杏懐石

Y-15
尾張（稲沢市）

お食事



内 容

「感動と満足をお客様と共に」がお店の理念です。
当店では、特産の祖父江銀杏を使った中華料理を数々
ご提供しています。中でも一押しは、麺や具材に銀杏を
使った「銀杏ラーメン」で、その美味しさから稲沢市を代
表する商品となっています。そぶえイチョウ黄葉まつりに
お越しの際に是非お立ち寄りいただき、その美味しさを
ぜひご賞味ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

全60席（個室座敷あり、貸切可）

営業時間
11:00～14:30 (LO 14:00)
17:00～21:30（LO 21：00）

定休日 毎週水曜日

団体向けメニュー

◆セット
・銀杏ラーメン炒飯セット（税抜き 980円）
◆単品
・銀杏ラーメン（税抜き 850円）
・銀杏炒飯（税抜き 750円）
・銀杏のさくさく丼（税抜き 800円）
※その他、ご予算に応じてメニューの相談に応じますの

で、お気軽にご連絡ください。

販売手数料 なし

予約締切日 ２週間前

キャンセル規程 １日前から100％

添乗員 －

大型バス駐車場 大型バス2台可

注意事項

問い合わせ先

中国料理 北京
（愛知県祖父江町祖父江北方54）
TEL 0587-97-0501
HP http://www.ai-chuka.com/aichi/pekin/tenpo.html

【中国料理 北京】銀杏ラーメン炒飯セット
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銀杏ラーメン 銀杏のさくさく丼

銀杏ラーメン炒飯セット（ 「るるぶ特別編集 稲沢市」より）

Y-16
尾張（稲沢市）

お食事



内 容

岩倉の老舗日本料理店で、宴会から少人数の個室まで
対応できます。会席・純系名古屋コーチン・ふぐ・天ぷら・
揚げ物・百日膳など、なごやメシから定食まで幅広い和
食が味わえます。おやじさんとおかみさんがとても気さく
で話しやすく、いろいろな質問やご要望等にも気軽に応
じてくれます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

58名
座敷30席、テーブル28席

営業時間
ランチ／１１：３０～１４：００（１３：３０ラストオーダー）
夕食／１７：００～２１：００（２０：４５ラストオーダー）

定休日 水曜・第３木曜・１２／３０～１／２

団体向けメニュー

【昼】純系名古屋コーチン定食：2000円
【夜】純系名古屋コーチン鍋：5700円（予約のみ） ※付
け出し2品・刺身（コーチンと鮪鯛）・鍋・おじや・くだもの
鍋は、「一豊（コーチンとタラバ）」「コーチン鍋 （味付け）」
「コーチン水炊き （ポンズ）」から選べます。
ひきずり（すき焼き）もおすすめです。（ご飯と赤だし）

販売手数料 2000円まで5％、2001円以上10％

キャンセル規程 前日12：00まで

添乗員 日替わり定食1,100円

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 各種飲み物や弁当も充実。

問い合わせ先
和食 にわ
愛知県岩倉市中本町南加路桶19-1
TEL 0587-66-3561

【和食にわ】純系名古屋コーチン・うなぎの料理
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Y-17
尾張（岩倉市）

お食事



内 容

創業は昭和40年。純系名古屋コーチンやふぐ・スッポン
など提供する割烹居酒屋です。ランチは定食から麺類ま
で種類も豊富で、料理を通じてお客様との対話や触れ合
いを大切にした営業を常に心がけています。お店の自慢
はなんといっても純系名古屋コーチン。焼き物や刺身、
鍋物まで、幅広く提供しています。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

15～20名（予約内容による。応相談）
座敷20席、カウンター8席

営業時間
ランチ／１１：００～（なくなり次第終了）
夕食／１７：００～２１：００

定休日
月曜・第３日曜・１２／３１～１／３
※日曜は夕食のみ

団体向けメニュー
（税別）

・純系名古屋コーチンカツ定食（２，３００円）
・純系名古屋コーチン唐揚げ定食（２，３００円）
・鶏亀鍋（１人前３，０００円、２人前から）

純系名古屋コーチンと国産すっぽんの寄せ鍋です。
・コーチンづくしコース（120分、６,８００円）あり

販売手数料 １０％

予約締切日 5日前

キャンセル規程 3日前まで

添乗員 別メニュー800円（税込）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 地酒や希少な焼酎も豊富に取り揃えています。

問い合わせ先
居酒屋割烹 千成
愛知県岩倉市中本町東葭原32-3
TEL 0587-37-2930

【和食 純系名古屋コーチン料理 千成】割烹居酒屋のお食事
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Y-18
尾張（岩倉市）

お食事



内 容

くつろぎのスペース、ミュージアムレストラン「AVIEW」へ
ようこそ！洋食を中心にシェフがさまざまな趣向と創意を
持ってお届けするランチをお手頃にお楽しみいただけま
す。 駐車場に面した入口からもお入りいただけます。レ
ストランのみのご利用も可能ですのでお気軽にお立ち寄
りください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

約20名様から120名様まで対応可能です。

営業時間
9:30～17:00（LO／16:30）
お食事の提供は11：00～です。

定休日 トヨタ博物館休館日と同じ

団体向けメニュー

お弁当3種（税込）
・花水木 ¥1,700
・山桃 ¥2,200
・桜 ¥3,400

販売手数料 なし

予約締切日 ご来館日の1週間前まで

キャンセル規程
前日午前20% 前日午後以降100％
前日が休館日の場合、前々日よりキャンセル料が発生

添乗員 別メニューあり。¥800（税込）ドリンク付

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

ご予約人数によりお食事場所はホールになる場合も
ございます。
季節によりメニュー内容は一部変更致しますので
ご了承ください。
お支払方法は、現金・クレジットカード・クーポン
（全旅様・JTB様）で承ります。

問い合わせ先

株式会社 トヨタエンタプライズ
(トヨタ博物館内)受付時間: 9:30-16:00
TEL：（0561)63-5155
FAX：（0561)63-5163

【トヨタ博物館 ミュージアムレストラン「AVIEW」】割子弁当Y-19
尾張（⾧久手市）

お食事



内 容

豊かな自然に恵まれた知多半島の食材を使用したお寿
司と名古屋名物を揃えた贅沢なお弁当をご用意いたしま
す。特にお寿司は、“知多の旬と鮮”の信念に基づき、生
産から精米までこだわり、地元老舗のたまり醤油と酢の
トップメーカー「ミツカン」の酢を使うことで贅沢に仕上げ
ております。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

20～60名
クラブハウス（貸室）での会議室用机

対応可能時間 11：30～14：00

定休日 年末年始（12/29～1/3）

団体向けメニュー

・お寿司（並） ・・・ 1,200円（税抜）
・お寿司（上） ・・・ 1,800円（税抜）
・名古屋名物御膳 ・・・ 1,200円（税抜）
・名古屋名物弁当 ・・・ 1,600円（税抜）

販売手数料 無

予約締切日 5日前まで

キャンセル規程 前日午前から５０％、前日午後/当日１００％

添乗員 同メニュー

大型バス駐車場 ４台（無料、先着順)

注意事項
お飲み物(ペットボトル)もご用意可能です。
ご相談ください。

問い合わせ先
半田赤レンガ建物
愛知県半田市榎下町8番地
TEL 0569-24-7031 FAX 0569-24-7033

【半田赤レンガ建物】愛知県・半田の名物弁当
半
田
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Y-20
知多（半田市）

お食事



内 容

江戸時代、半田における粕酢づくりと海運の力が握りず
しの普及を促進したと言われています。当時のレシピを
もとにミツカン創業時の粕酢「三ツ判®山吹®」を使った少
し大きな尾州早すしが３貫ついた「尾州早寿し御膳」がお
すすめです。お席のご予約・お料理内容等ご質問・ご要
望はお気軽にお問い合わせ下さい。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１５～４８名

営業時間
昼／１１：００～１４：００
夜／１７：００～２２：００

定休日 木曜日 ※盆、正月は不可。

団体向けメニュー 尾州早寿し御膳 2,200円

販売手数料 現払＝１０％

予約締切日 ８日前まで

キャンセル規程 ３日前 １００％

添乗員 添乗員・乗務員は別メニューで要相談

大型バス駐車場 有（要相談）

注意事項

問い合わせ先
愛知県半田市北二ツ坂2-15-3
寿司会席 真砂本店 電話0569-21-0547

【寿司会席 真砂本店】尾州早寿し お食事Y-21
知多（半田市）

お食事



内 容

江戸時代、半田における粕酢づくりと海運の力が握りず
しの普及を促進したと言われています。当時のレシピを
もとにミツカン創業時の粕酢「三ツ判®山吹®」を使った少
し大きな尾州早すしと、現代のすしを食べ比べできる「江
戸と令和食べ比べ御膳」がオススメです。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１５名以上４８名まで

営業時間
昼／１１：００～１４：００
夜／１７：００～２２：００

定休日 木曜日 ※盆・正月は不可

団体向けメニュー ・江戸と令和食べ比べ御膳（2,200円）

販売手数料 現払＝１０％

予約締切日 ８日前まで

キャンセル規程 ３日前から１００％

添乗員 別メニューで要相談

大型バス駐車場 有（要相談）

注意事項

問い合わせ先
愛知県半田市北二ツ坂2-15-3
寿司会席 真砂本店 電話0569-21-054７

【寿司会席 真砂本店 】江戸と令和食べ比べ お食事Y-22
知多（半田市）

お食事



内 容

愛知県第一号国家戦略特区の農家レストランです。オー
ナーがアメリカ、オレゴン州で触発され、１０年越しでつく
られ、レストランの周りに栽培されるワイン用ブドウを併
設の農林漁業成長支援機構の応援を受けたワイナリー
で醸造したワインを食事とともに楽しめます。料理は知多
牛をメインにしたアメリカンスタイルです。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

85名
テーブル17席

営業時間
ランチ／１１：００～１４：００（１３：３０ラストオーダー）
夕食／１７：００～２２：００（２１：００ラストオーダー）

定休日 木曜日

団体向けメニュー

・飲み放題付きパーティプラン（５０００円～）
・アメリカンスタイルコース料理（５０００円～）
・プレミアム飲み放題付きパーティプラン（５０００円～）

店舗のすべてのワイン、ビールが楽しめます

販売手数料 ５％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（１，０８０円）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先
ワイナリーレストラン「サンセットウォーカーヒル」
愛知県常滑市金山上白田１３０
TEL 0569-47-9478 FAX 0569-84-0079

【ワイナリーレストラン サンセットウォーカーヒル】知多牛ステーキのお店Y-23
知多（常滑市）

お食事



内 容

目の前に広がる伊勢湾とセントレアから飛び立つ飛行機
を眺めながら、豊浜本店から直送される新鮮なお魚料理
をお楽しみ頂けます。掘りごたつのお部屋から大宴会場
まで様々なご宴会、ご会食でご利用いただけます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

２２４名
座敷９６席、テーブル１２８席

営業時間
ランチ／１１：００～１５：００（１４：３０ラストオーダー）
夕食／１７：００～２２：００（２１：３０ラストオーダー）

定休日 年中無休

団体向けメニュー
・団体専用コース（１，５５０円別）
・うめさんコース（３，０００円別）

販売手数料 １０％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 別メニュー（５００円別）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先
まるは食堂りんくう常滑店
愛知県常滑市りんくう町３丁目９－５
TEL ０５６９－３８-８１０８ FAX ０５６９-３８-８１１１

【まるは食堂りんくう常滑店】「大エビフライ」で人気の活魚料理食堂Y-24
知多（常滑市）

お食事



内 容

移り変わる四季。その季節ごとのお野菜やお魚を使い旬
を味わっていただきたい、そんな思いで料理に取り組ん
でおります。玄関から座敷まではバリアフリーになってお
り最大108名入る大宴会場は全席掘りごたつ式です。お
年寄りや足の不自由な方に大変御好評いただいており
ます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

最少５名～最大１０８名

営業時間
昼の部／１１：００～１４：００
夜の部／１７：００～２１：００

定休日 水曜日(相談可）

団体向けメニュー
お弁当形式 優1,500円～かご盛り会席3,600円まで
会席4,000円、5,000円

販売手数料 ５％

予約締切日 人数の変更(前日18：00まで）

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 500円と1,000円の幕の内弁当有り

大型バス駐車場 普通車48台(大型バスだと8台分くらい）

注意事項
詳しくは、ホームページもご覧ください。
http://kai1000.jp/

問い合わせ先
旬彩料理 懐仙
愛知県東海市養父町3-64
TEL （０５６２）３２－０１４２ FAX （０５６２）３３－０１４２

【旬彩料理 懐仙】季節の食事

当店ではその季節ごとに
旬の食材を使ったお料理
をご提供しております。
お席は全席掘りごたつ、
最大120名様までの宴会が
可能です。
完全予約制となっており
ますので、お早めにお問
い合わせ下さいませ。

Y-25
知多（東海市）

お食事



内 容

お部屋は和室イス席で最大70名収容可能な大広間がご
ざいます。女性やご高齢のお客様にもお喜び頂いており
ます。５０年変わらぬ味を守り続けています。半世紀にわ
たり日本料理の道を極めた板長が寿司とおもてなしでお
客様の舌と心を唸らせます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

最少１０名～最大７０名

営業時間
昼／11:00～15:00（ラストオーダー14:00）
夜／16:30～21:00（ラストオーダー20:00）

定休日 月曜日

団体向けメニュー
① 寿司ランチ：1,500円（税込）
② 寿司ランチ：2,000円（税込）
③ レディースセット：3,000円（税込）

販売手数料 なし

予約締切日 前日14：00まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 別メニュー1,000円（税込）

大型バス駐車場 大型バス2台（要予約）

注意事項
詳しくは、ホームページもご覧ください。
https://fukishimazushi.jp/

問い合わせ先
宴会・寿司会席 富木島寿司
愛知県東海市富木島町伏見1-11-12
TEL（０５２）６０４－０４４０ FAX (０５２）６０４－０４９０

【宴会・寿司会席 富木島寿司】寿司ランチY-26
知多（東海市）

お食事



内 容

旬鮮 海宝は東海市太田川駅から歩いて1分の場所にあ
る海鮮料理が中心の居酒屋です。
当店ではどんなお客様にでも気を使わずにご利用いた
だける宴会用の座席、コースをご用意しております。また、
お一人様でも立ち寄っていただけるカウンター席もござ
います。
どうぞ、お気軽にご利用下さいませ。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

５０名前後

営業時間
ランチ 11：30～14：30
夕食 17：00～22：30

定休日 日曜日／祝日の月曜日

団体向けメニュー 日替わり定食 1800円（税抜）

販売手数料 なし

予約締切日 （団体）一週間前まで （小人数）前日まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 別メニューあり

大型バス駐車場 あり（要予約） 1～2台

注意事項

問い合わせ先
旬鮮 海宝
愛知県東海市大田町郷中193
TEL.0562-85-6126

【旬鮮 海宝】旬の海鮮料理Y-27
知多（東海市）

お食事



内 容
焼肉と本格韓国料理、そして、市内唯一の米沢牛取り扱
い焼き肉店です。VIPルーム/宴会広間/掘りごたつ個室
/テーブルスペースなど様々な部屋があります！

団体受入れ可能人数
（客席構成）

45名程度（着席時） 貸し切り100名～135名（全席）
（座敷個室1室、堀ごたつ個室1室、座敷1室、テーブル14
席）

営業時間
月～金 ：17:00～23:00（LO）
土・日・祝：16:00～23:00（LO）
＊時間外営業（お昼）対応できます、ご相談ください

定休日 火曜日（祝日は営業）

団体向けメニュー
コース料理はお一人様5,000円～（税別）
＊飲み放題別途500円～有り
予算に合わせて対応いたしますのでご相談ください。

販売手数料 なし

予約締切日 前日まで

キャンセル規程 なし

添乗員 要相談

大型バス駐車場
乗降取扱い後、太田川駅ロータリーにて待機（要予約・
店舗から５分程度）

注意事項

問い合わせ先
焼肉 喰い亭
愛知県東海市加木屋町中井道122-3
TEL 0562-33-8929

【喰い亭】焼肉Y-28
知多（東海市）

お食事



内 容

ランチはメニュー豊富な花かご御膳。宴席は京都で修業
した板前料理。
何といっても、アサリ・アナゴ・白魚を煮詰めて作った名
代の押し寿司は絶品です。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

1階 18名
2階 36～40名

営業時間
ランチ／１１：３０～１３：３０
夕食／１７：３０～２１：００

定休日 火曜日(相談可）

団体向けメニュー
花かご御膳 900円～
（予算に合わせて相談可）

販売手数料 なし

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程
キャンセル料は頂戴しておりませんが、必ずご連絡くださ
い。

添乗員 別メニューあり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先
和食・寿司 大橋屋
愛知県東海市大田町郷中183-1
TEL.0562-32-1355

【大橋屋】和食・寿司

花かご御膳900円～

予算に応じて対応してくれる

寿司飯に煮詰めた
アナゴ、アサリ、
白魚をのせ、
濃いめダレの
絶品押し寿司！

Y-29
知多（東海市）

お食事



内 容

「ちた食堂」は、アクアイグニス・レストランのシェフがお
届けする和食・洋食・中華を気軽にお愉しみ頂ける地産
地消のレストラン。ラーメンやうどんの麺類、地元阿久比
米を使った親子丼や天津飯の丼ぶり、ピザやパスタ等、
知多半島の旬の食材でご提供しています。

団体様向けのオリジナルコース料理内容は全て料理
長おまかせ。年齢層などグループに合ったお料理をご準
備いたします。「ちた食堂」の味を是非ご堪能下さい。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

３０名
座敷３０席、テーブル３０席、

営業時間 8:00～19:00（ラストオーダー18:40）

定休日 年中無休

団体向けメニュー
・ちた食堂ご膳（1,500円）※税込み
・ちた食堂和洋中オリジナルご膳（2,800円）※税込み
※季節によりメニューが変更の場合もございます。

販売手数料 ５％

予約締切日 14日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニューで1,000円（税込）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
ご予算に応じて対応致します。
※季節によりメニュー変更の場合もございます。

問い合わせ先
知多半島道路阿久比PA（下り）ちた食堂
愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字上親田7-46
TEL 0569-84-2222 FAX 0569-84-2224

【阿久比PA（下り）『ちた食堂』】団体向けメニュー

￥1,500（税込）

￥2,800（税込）

Y-30
知多（阿久比町）

お食事



内 容

平治の乱で敗れ、美浜町野間大坊に落ちのび、そこで
暗殺された源氏の棟梁「源義朝」にちなみ、鍋の色が白
（源氏の旗印）から赤（平家の旗印）に替わる。
詳細は右記チラシ参照

団体受入れ可能人数
（客席構成）

紅葉屋 60名 いろはや 80名
やまに旅館 40名 魚正 20名

営業時間
昼食／１１：００～１４：００（応相談）
夕食／１７：３０～２１：００（応相談）

定休日 なし

団体向けメニュー
・義朝御膳 昼食： ２，５００円税別

夕食： ４，５００円税別 ６，５００円税別

販売手数料 １０％

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 前日から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
問い合わせについては直接旅館に問い合わせください。
なお記載の旅館のうち望水荘は団体の受け入れが不可。

問い合わせ先
美浜町観光協会
愛知県知多郡美浜町大字奥田字森越70-3
TEL 0569-83-6660 FAX 0569-87-5550

【野間旅館組合】義朝御膳Y-31
知多（美浜町）

お食事



内 容

衣浦グランドホテル１３階にある展望レストランソレイユ。
バイキングのほか、コースやイベントメニュー、飲み放題
プランもあります。

メイン料理１品＋バイキングの「ハーフバランチイキン
グ」は大人気！

団体受入れ可能人数
（客席構成）

８０名
（全てテーブル席）

営業時間
ランチ／１１：３０～１４：００（１３：３０ラストオーダー）
夕食／１７：３０～２１：００（２０：３０ラストオーダー）

定休日 無休

団体向けメニュー

【ランチ】
大人（中学生以上）￥1,280（税別）～
シルバー（60歳以上・要証明）￥1,080（税別）～
3歳未満 無料
【ディナー】
大人（中学生以上） 2,900円（税別）
シルバー（60才以上・要証明） 2,700円（税別）
３才未満 無料
飲み放題 90分 1,580円（税別）
飲み放題＋食べ放題90分 4,000円（税別）

販売手数料 無料

予約締切日 空き状況に応じて

キャンセル規程 ３日前から５０％、２日前１５時から １００％

添乗員 要相談

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
衣浦グランドホテル レストラン ソレイユ
愛知県碧南市田尻町1-1-9
TEL 0566-41-7171 FAX 0566-41-7170

【衣浦グランドホテル】展望レストランでバイキングY-32
西三河（碧南市）

お食事



内 容

葉菜の舎は、地産地消にこだわった身体に優しくおいし
いお料理が自慢です！地元の新鮮な野菜と併設された
ハム・ソーセイジ工房のソーセイジ等がビュッフェに並び
ます。
毎週月曜・木曜限定で、出来立て「金賞ベーコン」が食べ
れらるかも。併設の工房でソーセイジ類のお持ち帰りも
できます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

５０名
（全てテーブル席）

営業時間
ランチ11：00～15：30 (L.O14：00)
ディナー 18：00～21：00 (土曜のみ)

定休日 毎月最終金曜日、年末年始

団体向けメニュー

・大人料金 ⇒ 1880円(税込み)
・シルバー料金 ⇒ 1650円(税込み)
・小学生料金 ⇒ 960円(税込み)
・幼児(３才以上) ⇒ 490円(税込み)
・２才以下 ⇒ 無料

販売手数料 無し

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 団体客と同様

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
農家れすとらん葉菜の舎
愛知県碧南市川口町6-70
TEL 0566-41-8544 FAX 0566-48-7998

【農家れすとらん葉菜の舎】採れたての有機野菜中心の自然派ビュッフェ

テイクアウトも
できます！

メニュー
いっぱい！

Y-33
西三河（碧南市）

お食事



内 容

敷地内の自社工場で作られた高級抹茶や、それらを惜
し気もなくたっぷりと使用した濃厚抹茶スイーツ（パフェ・
ティラミス他）を多数ご用意しております。
「現代ニッポンの庭百人百庭（創庭社）」にも選出された
美しい庭を眺めながら、贅沢なひと時をお過ごしいただ
けます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

24名(土日最大34名)
テーブル24席(土日最大34席)

営業時間 9:30～18:30（9:30～18:30ラストオーダー）

定休日 各月第一木曜日(5月、5月、12月は無休)

団体向けメニュー
抹茶白玉ぜんざい、あんみつ、クレミア抹茶(ソフトクリー
ム)、抹茶アイス最中

販売手数料 無し

予約締切日 無し

キャンセル規程 無し

添乗員 待合席有り

大型バス駐車場 あり（１台） 無料

注意事項
喫茶コーナーは予約を受けていない為、団体様全員の
席のご案内が保証できません。満席の場合はテイクアウ
トをお勧めします。

問い合わせ先
株式会社あいや
愛知県西尾市上町横町屋敷１５番地
TEL 0563-56-2233 FAX 0563-56-2257

【株式会社あいや】西条園抹茶カフェ 西尾本店Y-34
西三河（西尾市）

お食事



内 容
工場挽きたてのお抹茶を使用した食事・甘味メニューが
ございます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

２０名（場合に応じて）

営業時間 １０：００～１９：００（オーダーストップ １８：００）

定休日 毎週水曜

団体向けメニュー
・西尾御前
・茶遊御前
いずれもお食事の場合

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 別メニューあり

大型バス駐車場 あり（５台）

注意事項

・西尾御前、茶遊御前 どちらも『温そば』か『ざるそば』
をお選び頂けます。
・土、日、祝、繁忙期は予約受付不可
・他食事、甘味メニューは応相談

問い合わせ先
株式会社松鶴園
愛知県西尾市上町南荒子５０番地２
TEL 0563-54-3360 FAX 0563-54-3332

【株式会社松鶴園】茶房茶遊Y-35
西三河（西尾市）

お食事



内 容
一色特産のうなぎ料理や三河湾の大あさりの浜焼きに
新鮮な魚介類たっぷりの海鮮丼など、海の味覚を満喫で
きます。団体様向けメニューも有ります。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１５０名
座敷１００席、テーブル５０席

営業時間 １１：００～１６：００（１５：００ラストオーダー）

定休日 毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日定休）

団体向けメニュー
・海鮮弁当 １，６５０円
・海花弁当 ２，２００円
・海山里弁当 ３，３００円 （全て税込）

販売手数料 単価１，６５０円（税込）以上で１３％

予約締切日 ２日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 別メニューあり 添乗員無料・乗務員４４０円（税込）

大型バス駐車場 あり（３０台）

注意事項

・テーブル席希望は事前連絡をお願いします。
・アルコール、ソフトドリンク有無の事前連絡をお願いし
ます。
※2階へのエレベーター完備

問い合わせ先

れすとらん 海鮮庵
愛知県西尾市一色町小藪船江東１７６番地（一色さかな
広場２F）
TEL 0563-72-7712 FAX 0563-72-7922

【一色さかなセンター株式会社】れすとらん 海鮮庵Y-36
西三河（西尾市）

お食事



内 容

古民家の温もりと伝統が残る店構え。完全個室も大小ご
ざいます。は福井県今庄町より歴史ある古民家を移築し
てきた為、趣と落ち着きのある景色がお楽しみいただけ
ます。三河湾の獲れたて鮮魚を中心にこだわり素材でご
用意する贅沢な会席料理の数々。各コースは＋1,500円
（税込）で飲み放題をお付けできます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

９６名様
大宴会場絆ホールにてテーブル９６席

営業時間
ランチ／１１：００～１５：００（１４：３０ラストオーダー）
夕食／１７：００～２２：００（２１：３０ラストオーダー）

定休日 年中無休（１２月３１日は定休）

団体向けメニュー

・花しょうぶ会席（税別４,５００円）～
前菜３種盛・旬のお造り３種盛・蟹の押し寿司・銀鱈の豆
乳夫婦鍋・さば河豚と長芋の松前和え・うなぎの２色焼
き・贅沢茶碗蒸し・握り寿司４貫・デザート

販売手数料 １０％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（１，５００円）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 人数の最終決定は前日の12：00まで

問い合わせ先
和食酒家 縁（わしょくしゅか えん）
愛知県知立市宝３丁目１４番地５
TEL 0566-83-9292 FAX 0566-83-9312

【和食酒家 縁】四季を彩る本格会席料理

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

【店舗正面馬上門】

【大宴会場絆ホール】

【花しょうぶ会席 4500円（税別）】

【箱膳会席白菊 4500円（税別）】

【お昼の和み膳 1680（税別）】

Y-37
西三河（知立市）

お食事



内 容

レストラン「トレンタノーべ」
素晴しい眺望と、地元の新鮮な野菜や魚介類を使った
料理の数々をご賞味いただけるレストランです。

和食処「祭」
ホテルでありながら気軽な感覚で、お食事とお酒が楽し
める和食処です。旬の素材を活かした四季折々の料理
など自慢の味をどうぞ。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

レストラン「トレンタノーべ」 60名様（貸切可・要相談）
和食処「祭」 50名様（15名様以上からの個室あり）

営業時間
ランチ/11：30～14：30（14：00ラストオーダー）
ディナー/18：00～21：00（20：30ラストオーダー）

定休日 なし

団体向けメニュー

レストラン「トレンタノーべ」
ランチバイキング （大人1,800円、シニア1,600円、こども
1,000円） ・ディナーバイキング （大人3,000円、
シニア2,700円、こども1,500円）

和食処「祭」
まつり山車御膳（1,980円）、松花堂御膳（1,700円）
祭おばんざい膳（1,380円）、豚生姜焼き御膳（1,180円）

※価格はすべて税別です。

販売手数料 要問合せ

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 店舗メニューからお選びください（1,180円～）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先

愛知県知立市中町中128番地
レストラン「トレンタノーべ」

TEL.0566-85-3602 FAX.0566-81-5757
和食処「祭」 TEL.0566-85-3601 FAX.0566-81-5757

【ホテルクラウンパレス知立】地元食材にこだわったお料理Y-38
西三河（知立市）

お食事



内 容

当店1番人気の黒毛和牛ステーキをお弁当にしました。
「高浜市やきものの里かわら美術館」併設のレストランで
すので、目の前の森前公園や観音様を見ながらお食事
して頂けます。ステーキ弁当以外のリクエストも事前打ち
合わせ（金額、料理内容）で対応させていただきます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

５０名
＊１０名さまからお受けします。

営業時間 11：30～14：00（オーダーストップ）

定休日 高浜市やきものの里かわら美術館に準ずる。

団体向けメニュー

ステーキ弁当1500円～
＊20名程のコース料理も可能です。
＊お弁当はサラダ、スープ、ステーキ弁当の構成になり
ます。

販売手数料 なし

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、前日から１００％

添乗員 お客さまと同じメニューとなります。

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

問い合わせ先
レストランＯｍｉ
愛知県高浜市青木町9-6-18
TEL 0566-52-6566 FAX 0566-52-6566

【レストランＯｍｉ】黒毛和牛ステーキのお弁当Y-39
西三河（高浜市）

お食事



内 容

みよし市で創業60年を迎える老舗の鰻和食店。ゆったり
とくつろぎながら味わう。本当に美味しいと感じてもらうた
めに、料理だけでなく空間も意識しています。ランチタイ
ム限定で炭火焼きのリーズナブルな鰻まぶし丼をご用意
しております。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

３６名
座敷１２席、テーブル８席

営業時間
（受入れ可能時間）

11：00～14：00

定休日 月曜日

団体向けメニュー 上まぶし丼￥2,032 まぶし丼￥1,669

販売手数料 １０％

予約締切日 １０名以上の団体の場合は1週間前

キャンセル規程 1日前から１００％

添乗員 有料（別メニュー無）

大型バス駐車場 注意事項必読

注意事項 バスの場合は要確認（駐車場確認のため）

問い合わせ先
株式会社うお茂
愛知県みよし市三好町中鯰ヶ池78-1
TEL 0561-34-2820 FAX 0561-34-2847

【備⾧炭ひつまぶし うお茂】うお茂名物「まぶし丼」

ランチタイム限定「上まぶ丼」

店内
※店内はテーブル・座敷があり、ご要望に合わせて
ご利用いただけます

名
古
屋

⇔
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・
松
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季
桜
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店舗外観

Y-40
西三河（みよし市）

お食事



内 容
三好池の北側にたたずむ日本家屋
錦鯉がおよぐ庭園をながめながら、
北海道の食材を用いた和食懐石をお楽しみください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１０名～１００名
座敷 １００席

営業時間
ランチ／１１：００～１５：００（１４：００ラストオーダー）
夕食／１７：００～２２：００（２１：００ラストオーダー）

定休日 月曜日

団体向けメニュー
【ランチ】月替わりラベンダーコース 2,500円（税別）
【その他】六枡花屋敷御膳3,500円（税別）～

販売手数料 ―

予約締切日 前日１５：００まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 添乗員、乗務員は別メニュー1,000円（税別）

大型バス駐車場 注意事項必読

注意事項
各種ドリンクご用意いたします。
大型バスでお越しの際は、前もってご連絡ください。

問い合わせ先
花屋敷
愛知県みよし市莇生町山際408
ＴＥＬ 0561－33－3334 ＦＡＸ 0561－33－3343

【くすのき茶屋「花屋敷」 】和食懐石
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くすのき茶屋「花屋敷」
愛知県みよし市莇生町山際408
TEL 0561−33−3334   FAX  0561−33−3343

Y-41
西三河（みよし市）

お食事



内 容

愛知県は漁獲が盛んな街です。蒲郡で水揚げされる三河
湾の魚や遠州灘で獲れる深海魚が名物です。当店では
地魚を中心に地産地消を目指しており、海鮮丼は絶品で
す。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

５０名
テーブル６４席（ファンタジー館）

営業時間 ランチ／１０：３０～１５：３０（１５：３０ラストオーダー）

定休日 毎週水曜日 大型連休後、店を３連休あり

団体向けメニュー
・タカアシガニ コース（３，０００円税込み）

蒲郡で水揚げされた高脚蟹を贅沢に使い堪能できます。

販売手数料 １０％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（５５０円）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
到着３０分前にご連絡ください。

※写真はタカアシガニのイメージ写真です。

問い合わせ先
魚々の里 とまりん
愛知県蒲郡市竹島町２８-１４
TEL 0533-66-3888 FAX 0533-66-6766

【魚々の里 とまりん】タカアシガニ コース

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

Y-42
東三河（蒲郡市）

お食事



内 容
右図参照
tahara-michinoeki.com

団体受入れ可能人数
（客席構成）

150名

営業時間 1１:00から1５:00

定休日 年中無休

団体向けメニュー
右図参照
tahara-michinoeki.com

販売手数料 １０％

予約締切日 前日

キャンセル規程 当日 100％ 前日 50％ 前々日 50％

添乗員
有料
８８０円(税込）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
旅行会社様への10％手数料の戻しにつきましては
ドリンク代、添乗員様お食事代は含まれません。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす（長神・金子・中神）
tel 0531-23-2525 fax 0531-23-2526

【ヴィレッジフーズ】めっくんはうすレストラン

１６５０円（税込） １６５０円（税込）

１６５０円（税込） １６５０円（税込）

めっくんはうす丼（小盛海鮮丼）
生しらす 小鉢3種 味噌汁

釜揚げしらす丼 大あさり 小鉢3
種 味噌汁

和え物 漬物 だし巻き
ヒレかつ 海老フライ
炊き合わせ ポテトサラダ
鮭塩焼き ミニ大福
あさり混ぜご飯 味噌汁

めっくんはうす丼（小盛海鮮丼）
おおあさり 小鉢3種 味噌汁

Y-43
東三河（田原市）

お食事



内 容

道の駅あかばねロコステーションの2階展望台から、広
大な太平洋を一望し、ハワイアンBBQをご満悦下さい。
BBQの他にハワイアンプレートもご用意しております。自
然に親しみながら、お食事はいかがでしょうか。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

最大６０名
テーブル９席

営業時間 ランチ／１０：００～１６：００（完全予約制）

定休日 12月３０日～１月１日

団体向けメニュー

・スペシャルBBQ 1人：４５００円（税別）
メインのお肉、大あさり、ソーセージ、焼き野菜セット
・手ぶらBBQ １人：３０００円（税別）
メインのお肉、ソーセージ、焼き野菜
・持ち込みBBQ １人：１８００円（税別）

販売手数料 １０％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（１，０８０円）あり

大型バス駐車場 あり

注意事項

・コンロ、炭、タレ、箸、皿等の道具は準備してあります。
・小学生以上は一般料金です。
・各コースは2時間制です。
・各コースに、ごはんがつきます。

問い合わせ先
道の駅田原めっくんはうす(長神・金子・中神）
愛知県田原市東赤石５－７４
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【道の駅あかばねロコステーション】ルルモアナBBQ

スペシャルBBQ2人前よくばりコンビ1280円（税別）

Y-44
東三河（田原市）

お食事



内 容

【団体プラン】
伊良湖岬を望む絶好の位置にあり、眺望が楽しめる
南国風リゾートホテルです。
昨年完成した宴会場や会議室を備え、各種団体様のご
利用が可能です。
お食事もフレンチミニコース料理から和食弁当、ブッフェ
料理まで、皆様のご希望に沿ってアレンジいたします。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

宴会場またはレストラン
６０名様最大
立食ブッフェ６０名様、着席ブッフェ４０名様、
コース料理４８名様、和食お膳・弁当５０名様

営業時間
ランチ／１１：００～１４：３０
カフェ／１４：３０～１７：３０
夕食／１７：３０～２１：３０

定休日 なし

団体向けメニュー 団体プランパンフレット参照

販売手数料 １０％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 全面取消の場合 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 お客様と同じメニュー半額、お任せメニュー５００円(税別)

大型バス駐車場 あり 無料(2台可能) 乗用車２０台

注意事項

宴会場またはレストランかはホテルで決めさせていただ
きます。
送迎：マイクロバスあり
豊橋市内までの送迎可能(１５名様以上)
飲み放題、カラオケもあります。

問い合わせ先
伊良湖ホテル＆リゾート
愛知県田原市伊良湖町恋路浦2805-22
TEL 0531-34-2325 FAX 0531-34-2326

【伊良湖ホテル＆リゾート】お食事プランY-45
東三河（田原市）

お食事



内 容

夏はやっぱりバーベキュー！！
ホテル1階に屋根付きBBQコーナーがあり、渥美半島の
海山幸の食材を豊富に盛り込んだバーベキューが人気
です。
手ぶらでOKで、伊良湖名産大アサリもあります。
伊良湖の爽やかな風を受けて、天気も気にせずワイワイ
とお楽しみください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

４名様～３６名様
１テーブル６名×６テーブル ※要事前予約

営業時間
ランチ ／１１：３０～１４：３０
ディナー／１７：３０～２１：３０

定休日 年中無休(但し、施設点検の際は休日となります。)

団体向けメニュー

所要時間：４５分～１時間１５分
お一人様当たり ランチ 2,625円(税込)

ディナー3,300円(税込)～
※ご予算に応じます。

その価格により内容が変更になります。

販売手数料 １０％

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 ３日前～前日 ５０％ 当日 １００％

添乗員
同席、同食の場合半額
別席、別メニュー(カレー)の場合５５０円（税込）

大型バス駐車場 有り（無料） 大型バス２台、乗用車２０台可

注意事項
肉、大アサリ、おにぎり、追加可能（有料）
高級食材 イセエビ、アワビ、牡蠣等 事前予約必要

問い合わせ先
伊良湖ホテル＆リゾート
愛知県田原市伊良湖町恋路浦2805-22
TEL 0531-34-2325 FAX 0531-34-2326

【伊良湖ホテル＆リゾート】BBQコーナー

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

Y-46
東三河（田原市）

お食事



内 容
右図参照

http://www.toudaidyaya.com/

団体受入れ可能人数
（客席構成）

4０名
座敷32席、テーブル32席

受入可能時間 平日／ランチ／１0：3０～１2：００

定休日 不定休

団体向けメニュー

・お刺身の定食（1,800円）
・海鮮どんぶり（1,800円）
・焼大アサリ（900円）

※お帰りにパイナップル棒か地元野菜のサービスあり

販売手数料 １０％

予約締切日 ２日前まで

キャンセル規程 前日５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（１，０00円）あり

大型バス駐車場 あり（公共駐車場）

注意事項
土日祝日や他のお客様が多い日はお受けできないかも
しれませんのでご相談ください。

問い合わせ先

灯台茶屋
愛知県田原市伊良湖町古山2814-4
TEL 0531-35-6262 FAX 0531-35-6679

道の駅田原めっくんはうす
TEL 0531-23-2525 FAX 0531-23-2526

【灯台茶屋】昼食メニュー

お刺身の定食1,800円 海鮮どんぶり1,800円

刺身・焼大アサリ・小鉢2
種・漬物・ライス・フルーツ
（季節により内容は変わりま
す）

海鮮どんぶり・焼大アサリ・
漬物・フルーツ（季節により
内容は変わります）

外
観
写
真

名物焼大アサリ
2切れ入り 900円

Y-47
東三河（田原市）

お食事



内 容

ツアーのご旅程に合わせて、軽食からご宴会料理
まで各種コースをご予約可能です。
団体昼食プランは、１０名様よりご予約承っており
ます。

団体受入れ可能人
数

（客席構成）

大宴会場 約８０名(イステーブルの場合 約４０
名)
小宴会場 約２０名、レストラン 約５０名

営業時間
ランチ／１１：３０～１４：００頃
夕食／夕方～２０：００（１９：３０ラストオーダー）

定休日 不定休

団体向けメニュー

・浜コース １，５００円税別
・太郎コース １，８００円税別
・浦島コース ２，３００円税別
・亀コース ３，５００円税別
その他、相談に応じて

販売手数料 ２０名以上１３％、１９名未満１０％

予約締切日 ２日前まで

キャンセル規程
７日～２日前から２０％、前日３０％、当日５０％
当日連絡なしの場合１００％

添乗員
添乗員（乗務員食 サービス0円・客人と同食 半
額）
乗務員(乗務員食 500円税別)

大型バス駐車場 あり（３台可）

注意事項

受け入れ可能人数 バス３台分
大宴会場は、第１(４８名)・第２(４８名)２会場に仕
切れます。
座敷のイステーブルセットは、約４０名様までと
なっており、
どちらかは座布団でのご用意となります。

問い合わせ先
おもてなし処 龍宮之宿
愛知県田原市伊良湖町宮下3000-63
TEL 0531-35-6525 FAX 0531-35-6472

【龍宮の宿】昼食メニュー

浜コース １，５００円税別 太郎コース １，５００円税別

浦島コース ２，３００円税別

※季節により料理内容が変更となる場合がございます。

Y-48
東三河（田原市）

お食事



内 容
あさり汁を大鍋にておだししております。
ダシがたっぷりと出たものをみなさまでお取り分けください。
詳しくは右図をご参照ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

４００名（テーブル４００席）

営業時間 １１：００～１３：００（昼食のみ）

定休日 土・日曜日・祝日

団体向けメニュー
岬（1,500円別）
灯台（2,000円別）
石門（2,500円別）

販売手数料 １０％

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー660円込 現金払い（乗務員ともに）

大型バス駐車場 あり

注意事項
お支払いは現金払いまたは前振込にて
料理イメージをホームページへ記載
http://www.irago.net/port

問い合わせ先
道の駅伊良湖クリスタルポルト
愛知県田原市伊良湖岬
TEL 0531-35-6631 FAX 0531-35-1269

【伊良湖クリスタルポルト】団体様お食事プランY-49
東三河（田原市）

お食事



内 容
【四季の情緒と味覚を満喫する宿】

奥三河の自然に囲まれた、山深い豊根村で、山の恵み
を味わってください！

団体受入れ可能人数
（客席構成）

座席 ４０名 デッキ３０名

営業時間
ランチ／１１：００～１４：００
夕食／１７：００～２１：００

定休日 不定休（要相談）

団体向けメニュー

・チョウザメランチ（２，０００円～（要相談）） ツアー限定
・ジンギスカンランチ（１，５００円～）
・山菜コース（３，０００円～）
・チョウザメフルコース（４，０００円～（６名以上））

販売手数料 １０％

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 前日５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（１，０８０円）あり

大型バス駐車場 あり

注意事項

その他メニューもございます。
詳細はＨＰをご覧ください。
ＵＲＬ ： https://www.shimizukan.jp/

問い合わせ先
御宿 清水館
愛知県北設楽郡豊根村御所平４６－１
TEL 0536－87－2025 FAX 0536－87－2725

【御宿 清水館】ツアー限定チョウザメランチほか

）

ジンギスカンランチ（1,500円～）

最大４０名収容
できる座敷席完備

御宿 清水館

チョウザメフルコース（4,000円～）チョウザメランチ（2,000円～）

Y-50
東三河（豊根村）

お食事



【道の駅とよはし】立寄休憩・ショッピング・食事

▲福島と豊橋のおいしい特産品や、
公式ロゴ入りの商品など、ＮＨ
Ｋ連続テレビ小説「エール」に
関連する商品が勢ぞろい。

▲いっしょうめし
「豊橋牛まぶし おにぎり善」
850円（税込）

▲令和元年５月にオープンした
市内初の道の駅

内 容

地元のこだわり食材を使った飲食店や特産品を扱うショッ
プが入居する「Tomate（トマッテ）」と旬の農産物を取り揃
える「あぐりパーク食彩村」を核にした、豊橋の食と農業の
魅力が詰まったスポットです。

今年度は、「エールのまち 豊橋」として様々な商品を取り
揃えております。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

お問い合わせください。

営業時間
ラTomate（トマッテ）：9時～19時
食彩村 花マルシェ：9時～18時
あぐりパーク食彩村：9時～18時

定休日
ラTomate（トマッテ）：年中無休
食彩村 花マルシェ：毎月第1水曜日休み
あぐりパーク食彩村：毎月第1水曜日休館

団体向けメニュー
ホームページをご覧ください。
https://michinoeki-toyohashi.jp/

販売手数料 なし

予約締切日 団体の場合は、事前予約をお願いします。

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 あり

注意事項

問い合わせ先
道の駅とよはし
愛知県豊橋市東七根町字一の沢113番地2
TEL:0532-21-3500

Y-51
東三河（豊橋市）

お食事



内 容

日本は海や山、川、田畑などの豊かに自然に恵まれ、多様で旬な食
材があります。そして調味料も、味噌、醤油、みりんなどの発酵食
品を筆頭に、塩、砂糖、酢、酒、香りづけの山椒、辛子、柚子、山
葵などを組み合わせ、その季節の旬の食材の特徴を活かし、歳時を
踏まえ献立を作ります。世界中から注目を集める「和食」の中でも、
会席と呼ばれる料理は「器で食べる、目で食べる」と言われ、季節
に合わせた器、全体の盛り付け方を鑑賞することも楽しみ方の一つ
と数えられます。繊細かつ美しい日本料理の盛り付けは、世界の
人々を魅了し、影響を与えて続けています。素材の良さを活かしつ
つ、甘味・辛味・酸味・苦味・旨味の五つの味わいを踏襲した料理。
それは風味豊かなものとなり、使用されている食材の多さ、脂肪分
の少なさからも他の国の料理と比べ健康に良いともされています。
一品ずつ運ばれ、ゆっくりと落ち着いて堪能するお料理。河文の板
前は、技と味を継承しつつ常に新し美味しさを追求しています。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

80名
テーブル、椅子の個室6部屋（2名～80名）、掘りごたつ1部屋（最
大4名）、カウンター（最大11席）

営業時間
ランチ／１１：３０～１４：００（最終入店）
夕食／１７：３０～２１：００（最終入店）

定休日 日曜日

団体向けメニュー
＜宴会＞会席料理 昼５，０００円～ 夜１５，０００円～
人数制限、会場制限あり
＜個人＞会席料理 昼１０，０００円～ 夜２０，０００円～

販売手数料 契約のある会社のみ１０％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 前日、当日１００％

添乗員 別メニュー（3,000円）あり

大型バス駐車場 なし

注意事項
ドレスコード
短パン、サンダル、運動靴でのご来店 及び、畳のお部屋にご案内
することもざいますので、素足はご遠慮ください。

問い合わせ先
河文
愛知県名古屋市中区丸の内2-12-19
TEL 052-222-0873 FAX 052-222-0875

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

Y-52
名古屋

お食事【料亭河文】「日本料理」



内 容

２F「デリカステーション」では、当館限定のお弁当をは
じめ、名古屋駅等のお弁当やサンドイッチ、東海道新幹
線の車内販売で人気のアイスクリームなどの商品を取り
扱っています。また、お弁当の持ち込み可で、館内の指
定した場所や屋外のN700系新幹線電車内でも飲食が可
能となっています。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

５０名

営業時間
リニア・鉄道館 １０：００～１７：３０（最終入館は１７時）
デリカステーション １１：００～１７：００

定休日 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）・１２／２８～１／１

団体向けメニュー
・東海道新幹線弁当（1,000円（税込））
・みそかつ弁当（930円（税込））
・Dr.Yellow lunch box （1,000円（税込））

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 ７日前まで

添乗員 なし

大型バス駐車場 なし （近隣の金城ふ頭大型駐車場）

注意事項
新型コロナウイルス感染防止策のため、N700系新幹線
電車のご利用ができません。

問い合わせ先
リニア・鉄道館
愛知県名古屋市港区金城ふ頭３－２－２
TEL 052-389-6112 FAX 052-389-6115

【リニア・鉄道館】デリカステーション

東海道新幹線弁当 1,000円（税込） みそかつ弁当 930円（税込）

Dr.Yellow lunch box 1,000円（税込）

Y-53
名古屋

お食事



内 容

標高190mからの絶景が望める展望レストラン。
東山動植物園に隣接し、往来も楽々。
日本夜景遺産・夜景百選にも選定されており、名古屋随
一の夜景に包まれながら、シェフ渾身のお料理をお愉し
みいただけます。夜景パーティーメニューはイタリアンを
メインとしておりますが、ご希望に合わせて柔軟に対応さ
せていただきます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

50名（全てーブル席）

営業時間
ランチ 11:00～15:00（オーダーストラップ14:30）
ディナー 17:30～21:20（オーダーストラップ20:30）

定休日 月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始

団体向けメニュー

・ランチ
イタリアンランチ（大皿提供） ¥1,600～¥2,500（税別）
・ディナー
夜景パーティー（大皿提供） ¥3,000～¥4,500（税別）

販売手数料 10％

予約締切日 5日前まで

キャンセル規程 5日前から５０％、当日１００％

添乗員 応相談

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 ※要入館料（中学生以下は無料）

問い合わせ先
スカイレストランNAGOYA東山
愛知県名古屋市千種区田代町瓶杁1-8
TEL・FAX 052-788-7288

【スカイレストランNAGOYA東山】イタリアンランチ＆夜景パーティー

人気No.1
ピッツァマルゲリータ

バラエティ豊かな
メニューをご用意

二次会や歓送迎会など
最幸のひとときを…

名古屋随一の夜景を
心行くまでお愉しみください

Y-54
名古屋

お食事



内 容

降り注ぐ陽光と緑豊かなセントラルパークを一望できる
窓からの眺め、登録有形文化財の歴史と重厚さを感じさ
せるモルタルの壁にゴールドと淡いピンクを基調にしたイ
ンテリアをアクセントに。
そんな空間で、旬の食材をふんだんに使用したフランス
料理をご堪能ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１０４名
テーブル１０４席

営業時間
ランチ／１１：００～１４：３０（１３：３０ラストオーダー）
ディナー／１７：００～２２：００（２０：３０ラストオーダー）

定休日 なし（土・日・祝日は婚礼のため、貸切の場合あり）

団体向けメニュー

・ランチコース ￥２，４００／￥３，２００／￥５，０００
・ディナーコース ￥４，５００／￥６，５００／￥１０，０００
※ディナーに関しては、別途サービス料10％を頂戴して
おります。

販売手数料 なし

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 なし

大型バス駐車場
久屋大通りパーク 観光バス乗降場
予約に関するお問合せ 0120-31-8924
年中無休24時間対応

注意事項

問い合わせ先

株式会社アメーバホールディングス
ホテル事業開業準備室
名古屋市中区新栄町2-1 ノリタケ栄ビル3F
TEL 052-957-3502 FAX 052-957-3507

【名古屋テレビ塔 lily(リリィ)】パークビューを眺めながらの贅沢フレンチをご堪能!

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

Y-55
名古屋

お食事


