別紙２
２．愛知ＤＣ周遊バス
期間中、主に名古屋駅・豊橋駅発着の周遊バスを全 33 コース運行します。通常よりも
お得な価格で設定し、コースの途中で温泉地などに乗降できるコースもあるので、泊ま
りでのお出かけにも便利な設定となっています。
【予
約】利用日の 7 日前まで
【申 込 先】三重交通株式会社 観光販売システム営業部 ℡052-253-6324
※簡単なアンケートにご協力いただきます。
※WEB からの申し込みも可能です。詳しくは「VISIT 愛知県」にて検索してく
ださい。 「VISIT 愛知県」ホームページ http://aichi.visit-town.com/
愛知デスティネーションキャンペーン（アフターキャンペーン）特別企画

愛知ＤＣ周遊バス コース一覧
コース番号

設定日

出発

帰着

コース名

01

10/12（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

この秋冬を楽しく快適に♪サボテン寄せ植え＆日本酒石鹸作り体験と尾張御朱印巡り（日本酒
試飲付）

02

10/12（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーA

03

10/13（日）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

5年に1度「武豊ふれあい山車まつり」鑑賞！家康生母・於大の方生誕地から辿る、知多が誇る
山車文化の旅

04

10/13（日）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

「とこなめ山車まつり」と知多木綿の里「岡田の古い街並み」散策

師崎港
ＪＲ名古屋駅
湯谷温泉
豊橋駅
吉良温泉
ＪＲ名古屋駅

05

10/14（月）

ＪＲ名古屋駅

LEADERたちの息吹に触れる！トヨタ創業期試作工場から国産自動車開発の歴史を辿る旅

06

10/19（土）

豊橋駅
湯谷温泉

07

10/19（土）

ＪＲ名古屋駅

08

10/20（日）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー
三河国一之宮砥鹿神社神庫特別公開とガン封じ寺御参拝
「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！

紅葉バス①♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（豊橋発着）
竜の子街道五蔵巡り＋ワイナリーの農家レストランで知多牛ステーキランチ♪

09

10/26（土）

ＪＲ名古屋駅

蒲郡温泉
ＪＲ名古屋駅

10

10/26（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

11

10/26（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

12

10/26（土）

豊橋駅

豊橋駅

13

10/27（日）

ＪＲ名古屋駅

河和港
ＪＲ名古屋駅

食と花とともに巡るものづくりワンダーランド知多半島～「海と空」編

14

10/27（日）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

日本遺産のまち・瀬戸から始まるノスタルジックな焼きもの散歩と高級洋食器の魅惑の世界

15

10/27（日）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

どうしてこんなカタチに！？地図に残る「水郷の不思議」を辿るブラリ旅

16

11/2（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！

紅葉バス②♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（名古屋発
着）
たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検
で！（キャベツorフラワーアレンジメント編）

17

11/2（土）

豊橋駅

湯谷温泉
豊橋駅

紅葉バス③♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！（豊橋発
着）
たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検
で！（旬の野菜編）

18

11/2（土）

豊橋駅

豊橋駅

19

11/3（日）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「文化の日」編
高さ25mの工事用道路を通行！設楽ダム工事現場見学と「花祭」も観られる東栄フェスティバル

20

11/3（日）

ＪＲ名古屋駅

湯谷温泉
ＪＲ名古屋駅

21

11/9（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

紅葉バス④♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！（名古屋
発着）

22

11/10（日）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

実は愛知は酒どころ！尾張の酒蔵巡り、オリジナル日本酒づくり体験も！

23

11/16（土）

豊橋駅

蒲郡温泉
豊橋駅

24

11/16（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーB

11/17（日）
11/24（日）
11/22（金）
11/24（日）

ＪＲ名古屋駅
湯谷温泉

ＪＲ名古屋駅

紅葉バス⑤♪カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路

豊橋駅

豊橋駅

11/23（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

国宝犬山城＆秀吉家臣団ゆかりの地を巡る武将好き必見ツアー

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

紅葉バス⑦♪愛岐トンネル群＆定光寺の絶景紅葉と文明開化の錦絵＆古陶器鑑賞

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

黄葉バス♪幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見学
（試飲付）

25
26
27
28
29

11/24（日）
12/1（日）
11/24（日）
12/1（日）

豊川稲荷秋季大祭＆まぐろ解体ショーとセリ体験！

紅葉バス⑥♪東海道二川宿散策＆紅葉と桜の競演「普門寺もみじ祭り」、大迫力の豊橋手筒花
火鑑賞

30

11/30（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

竜の子街道五蔵巡り＋“当日限定”竜の子みりんランチ♪

31

11/30（土）

ＪＲ名古屋駅

ＪＲ名古屋駅

紅葉バス⑧♪デンパーク＆本格的日本庭園から眺める紅葉と大あんまき作り体験
家康公のルーツを辿る！松平から徳川へ、地元ガイドと巡る興隆の歴史
観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」接続！喫茶文化と繊維産業の不思議な関係に迫る旅

32

12/7（土）

ＪＲ名古屋駅

東岡崎駅
ＪＲ名古屋駅

33

10/20（日）
12/1（日）

一宮駅
尾張一宮駅

一宮駅
尾張一宮駅

コースの一例
ほうらいさん

ほうらいじ

ちゃうすやま

（１）鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞
しん だ

ら

ふだんは非公開の鳳来山東照宮御宮殿（国重要文化財）と鳳来寺本堂内にある真達羅
たいしょう

大 将 を特別拝観。家康公生誕の秘密に迫ります。ご昼食は、五平餅づくりを体験後、

ご自分で作った五平餅を中心にしたお食事を。最後は、県内でも最も早く紅葉する茶
臼山高原で自由散策となります。湯谷温泉や茶臼山高原での宿泊との組み合わせもお
すすめです。
【運 行 日】10/19（土）
【ル ー ト】豊橋駅 8:30 発→→湯谷温泉駅 9:45 発→→鳳来山東照宮・鳳来寺の特別
拝観→→千代姫荘→→秋の茶臼山高原まつり→→湯谷温泉駅 18:00 頃着
→→豊橋駅 19:30 頃着
【旅行代金】おとな 3,900 円、小学生 3,600 円

鳳来山東照宮御宮殿

五平餅（千代姫荘）

※未就学児は無料

茶臼山高原

（２）信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー
織田信長公の天下統一への道の序章となる関連スポットを巡るスペシャルツアー。
各スポットでは、地元ガイドがみなさまをご案内します。生誕地として有力視され
しょばた

ている勝幡城、信長公が社領の安堵と社殿を寄進したという津島神社、桶狭間への
出陣地である清洲城、そして最後は、信長が初めて最初から築城した小牧山城を巡
ります。
【運 行 日】10/20（日）
【ル ー ト】名古屋駅 8:15 発→→勝幡城推定復元模型→→津島神社・津島まちある
き→→朝日寿し→→清洲城→→小牧山城・小牧山城史跡情報館「れき
しるこまき」→→名古屋駅 17:45 頃着
【旅行代金】おとな 2,600 円、小学生 2,000 円 ※未就学児は無料

勝幡城推定復元模型

津島神社

朝日寿し

画像はすべてイメージです。

（３）
「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！
国の伝統工芸品、日本遺産にも認定されている有松絞りと尾張七宝の地を訪ね、オ
リジナルのスカーフ＆スカーフ留めのブローチを作る、旅と体験を組み合わせたツ
アー。有松の地では、重要伝統的建造物群に指定されている有松の町並みを地元ガ
イドと共に散策します。さらに、尾張四観音筆頭の甚目寺観音を参拝します。
【運 行 日】10/26（土）
【ル ー ト】名古屋駅 8:30 発→→絞りの里・有松（スカーフの絞り染め体験＆まち
あるきとカフェ＆バル庄九郎でのご昼食）→→あま市七宝焼アートヴ
ィレッジ→→甚目寺観音→→名古屋駅 17:00 頃着
【旅行代金】おとな 9,000 円、小学生 8,400 円 ※未就学児は無料

絞りの里・有松

あま市七宝焼アートヴィレッジ

甚目寺観音

（４）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験と
ジャングル探検で！（キャベツ or フラワーアレンジメント編）
工業が盛んな愛知県、実は全国有数の農業産出高を誇る農業県でもあります。特に
田原市は、市町村別の農業産出高で日本一！そんな田原市で、実りの秋を実感する
収穫体験を楽しむツアーがこちらです。キャベツの収穫体験とトロピカルフルーツ
のジャングル探検は、お子さま連れはもちろん、大人だけでも楽しめること間違い
なし！ ぜひご参加ください。
【運 行 日】10/26（土）
【ル ー ト】豊橋駅 11:20 発→→道の駅 田原めっくんはうす→→４Ｈクラブキャベ
ツ収穫体験→→道の駅 あかばねロコステーション→→小川農園トロ
ピカルフルーツのジャングル探検→→豊橋駅 19:30 頃着
【旅行代金】おとな 3,900 円、小学生 1,600 円 ※未就学児は無料

道の駅 田原めっくんはうす

キャベツ収穫体験

トロピカルフルーツのジャングル探検

画像はすべてイメージです。

（５）現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！
したらがはら

桶狭間の戦い、長篠・設楽原の戦い、小牧・長久手の戦いの 3 つの戦国合戦の地を
巡りながら、信長・秀吉・家康による、天下統一への道を辿ります。それぞれの戦
いの地を現地ガイドがご案内するほか、長篠・設楽原では、鉄砲隊による模擬演武
や甲冑試着体験（料金別途）もお楽しみいただけます。
【運 行 日】11/2（土）
【ル ー ト】名古屋駅 9:00 発→→桶狭間古戦場伝説地→→NEOPASA 岡崎→→設楽原
歴史資料館→→古戦場公園・長久手史跡巡り→→名古屋駅 18:00 頃着
【旅行代金】おとな 800 円、小学生 300 円 ※未就学児は無料

桶狭間古戦場伝説地

NEOPASA 岡崎

長篠・設楽原決戦場跡

（６）食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「文化の日」編
知多半島と言えば、農産物や醸造など、食の宝庫でもあります。そこで、このコー
スでは、全国一の生産量を誇る東海市のフキや、醸造業や海運業で活躍した中埜半
六家ゆかりの住宅などを巡ります。ご昼食は、知多半島の食材を中心にした食事を
楽しめる阿久比 PA でどうぞ。また、かつて住民参加型菊花展で日本一と認められた
阿久比町の菊花展にも立ち寄ります。
【運 行 日】11/3（日・祝）
【ル ー ト】名古屋駅 8:45 発→→大倉公園→→ダイニチ食品・おふくろ庵→→みん
なの菊花展（阿久比ふれあいの森）→→阿久比 PA「愛知多の種～大地
の種」→→旧中埜家住宅→→名古屋駅 17:00 頃着
【旅行代金】おとな 500 円、小学生 300 円 ※未就学児は無料

大倉公園

旧中埜家住宅

みんなの菊花展

画像はすべてイメージです。

ちゅうま

（７）愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！
愛知県民にもあまり知られていない紅葉の穴場 2 スポットを巡ります。標高が高く、県内
でも比較的早く色づくタカドヤ湿地で紅葉鑑賞したあとは、ちょうど新酒の仕込み時期を
迎える酒蔵で、搾りたての試飲を。ご昼食後は、大井平公園の紅葉と中馬街道・稲武宿を
散策。途中、新ゴボウを使ったお漬物工場で試食＆お買い物を楽しんでいただきます。
【運 行 日】11/9（土）
【ル ー ト】名古屋駅 8:00 発→→タカドヤ湿地→→ほうらいせん吟醸工房→→道
の駅どんぐりの里いなぶ周辺（ご昼食）→→大井平公園と中馬街道・
稲武宿散策→→道の駅どんぐりの里いなぶ（休憩・お買い物）→→名
古屋駅 17:20 頃着
【旅行代金】おとな 3,600 円、小学生 3,300 円 ※未就学児は無料

タカドヤ湿地

ほうらいせん吟醸工房

大井平公園と中馬街道・稲武宿散策

（８）豊川稲荷秋季大祭＆まぐろ解体ショーとセリ体験！
旧海軍の機銃などの生産工場があった豊川海軍工廠平和公園を見学後、パワースポ
ットとしても人気の豊川稲荷にご参拝。観光ボランティアガイドがその魅力をご紹
介します。当日は、秋季大祭が開かれているので、たくさんの出店も出ている門前
町でご昼食を。その後、旧東海道赤坂宿の旅籠をご見学いただき、蒲郡ではまぐろ
解体ショーとセリ体験をお楽しみください。
【運 行 日】11/16（土）
【ル ー ト】豊橋駅 8:15 発→→豊川海軍工廠平和公園→→豊川稲荷→→東海道旅
籠大橋屋・JA ひまわりグリーンセンター音羽→→味のヤマスイ 山本
水産→→名鉄西浦駅 16:20 頃着（西浦温泉無料送迎バス接続）→→形
原温泉 16:35 頃着→→蒲郡駅 16:55 着→→蒲郡温泉 17:00 頃着→→三
谷温泉 17:15 頃着→→豊橋駅 18:00 頃着
【旅行代金】おとな 2,000 円、小学生 1,600 円 ※未就学児は無料

豊川海軍工廠平和公園

豊川稲荷

味のヤマスイ 山本水産

画像はすべてイメージです。

（９）カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路
したら

だ みね

ゆったりした山里の時間が流れる愛知県設楽町田峯地区。集落を見渡す高台にある
田峰観音や天空の山城・田峯城を地元ガイドがご案内します。その後、紅葉と桜の
おばら

こうらんけい

共演が見事な小原四季桜を鑑賞し、国内有数の紅葉名所・香嵐渓へ。コースを通じ
て、写真映えするスポットが続きます。
【運 行 日】11/17（日）・11/24（日）
【ル ー ト】名古屋駅 7:30 発→→湯谷温泉駅 9:30 発→→田峯地区散策・名物大五
せんみ

平餅と限定だみねそばのご昼食→→小原四季桜（川見）→→香嵐渓→
→名古屋駅 19:30 頃着
【旅行代金】おとな 2,500 円、小学生 2,000 円

田峯城

小原四季桜（川見）

※未就学児は無料

香嵐渓

（１０）国宝犬山城＆秀吉家臣団ゆかりの地を巡る武将好き必見ツアー
信長・秀吉・家康を生んだ愛知の地は、彼らの配下にあった多くの武将の生誕地で
もあります。このツアーでは、特に秀吉配下の武将たちゆかりの地を次々と巡りま
す。大河ドラマの主役になった武将から、主役とはならずも脇役として、いくつも
の大河ドラマに登場していた武将まで、さすが、
「武将のふるさと愛知」を実感で
きる内容です。
【運 行 日】11/23（土・祝）
【ル ー ト】名古屋駅 9:15 発→→名古屋市秀吉清正記念館→→菊泉院→→蓮華寺
→→（車内お弁当）→→山内一豊誕生地碑→→堀尾跡公園・堀尾吉晴
邸趾→→国宝犬山城→→名古屋駅 18:20 頃着
【旅行代金】おとな 1,000 円、小学生 300 円 ※未就学児は無料

名古屋市秀吉清正記念館

菊泉院（福島正則公の菩提寺）

国宝犬山城
※保存修理工事中のため、
外観の一部が見えない予定です。
（入場は可能です）

画像はすべてイメージです。

（１１）幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見
学（試飲付）
お ぎ す たかのり

パリを中心に活躍した画家・荻須高徳の作品でパリの空気に触れたあと、町全体が
黄金色に包まれる「そぶえイチョウ黄葉まつり」へ。写真映えする景観と特産のぎ
んなんを使った料理をご堪能ください。最後は、
「キリン一番搾り」ができるまでの
工程を楽しく紹介してくれる工場見学にご案内します。
【運 行 日】11/24（日）・12/1（日）
【ル ー ト】名古屋駅 8:30 発→→荻須記念美術館→→そぶえイチョウ黄葉まつり
→→びやす本店→→善光寺東海別院→→キリンビール名古屋工場→→
名古屋駅 17:00 頃着
【旅行代金】おとな 4,500 円、小学生 1,500 円 ※未就学児は無料

荻須記念美術館

そぶえイチョウ黄葉まつり

キリンビール名古屋工場

（１２）竜の子街道五蔵巡り＋“当日限定”竜の子みりんランチ♪
醸造文化が盛んな地域をつなぐ「竜の子街道」（常滑市・半田市・碧南市・西尾市）
を巡るコース。なんと 5 つもの酒蔵に立ち寄って、試飲＆お買い物を楽しめるほか、
三河本みりんで有名な九重味淋にも。みりんの可能性を余すところなく表現したイ
タリアンをご賞味ください。
【運 行 日】11/30（土）
【ル ー ト】名古屋駅 8:30 発→→山崎合資会社→→九重味淋→→相生ユニビオ→
→國盛 酒の文化館→→オレゴンファーム＆ワイナリー→→澤田酒造
→→名古屋駅 18:20 頃着
【旅行代金】おとな 4,500 円 ※20 歳以上の方限定

九重味淋“K 庵”

国盛 酒の文化館

オレゴンファーム＆ワイナリー

画像はすべてイメージです。

（１３）家康公のルーツを辿る！松平から徳川へ、地元ガイドと巡る興隆の歴史
松平徳川氏の発生から三河統一までの歴史の地を、地元ガイドの解説で辿ります。
徳川三百年の礎となった松平氏発祥の地・松平郷、矢作川を下り進出した安城城跡、
最後は、新たな本拠地となった岡崎（家康公生誕地）へ。ご昼食は、岡崎で八丁味
噌煮込み膳をお召し上がりください。
【運 行 日】12/7（土）
【ル ー ト】名古屋駅 7:45 発→→松平郷→→大正庵釜春本店→→安祥文化のさと
→→岡崎公園→→徳川家康公像（名鉄東岡崎駅）→→名古屋駅 17:40
頃着
【旅行代金】おとな 2,900 円、小学生 2,300 円 ※未就学児無料

松平郷

岡崎公園

徳川家康公像

（１４）観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」接続！喫茶文化と繊維産業の不思議な
関係に迫る旅
ＪＲ東海の観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」のダイヤに接続して運行する
バスツアーです。コーヒー一杯の値段でトースト等が付いてくる「モーニングサー
ビス」発祥の地と言われる一宮で「モーニングカフェイベント」へのご参加と一宮
の喫茶文化が繁栄した源流“織物”の不思議な関係に迫ります。最後は、三大毛織
物産地である「尾州」でコースター作り体験をお楽しみいただきます。
【運 行 日】10/20（日）・12/1（日）
【ル ー ト】尾張一宮駅 9:45～10:00 発→→ツインアーチ 138→→豊島記念資料館
→→ぎんなべ→→一宮地場産業ファッションデザインセンター・のこ
ぎり二（平松毛織株式会社）→→尾張一宮駅 15:30～15:50 頃着
【旅行代金】おとな 2,700 円、小学生 1,800 円 ※未就学児無料

モーニングカフェイベント

豊島記念資料館

のこぎり二（平松毛織株式会社）

画像はすべてイメージです。

