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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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一里塚本業窯
特別ガイドツアー
（G-02・瀬戸市）

重要文化財堀田家住宅
ひなまつり展
（H-01・津島市）

2023年大河ドラマ「どうする家康」決定！

徳川家康公関連スポットを事前チェック！
［特集］
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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」。
テーマ性の高い旅行～あいち「ツウ」リズムTM～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⤴

「「ツウ」リズム」は愛知県が商標登録を出願中です。



［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 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

ふぐ料理 しし鍋なごやめし

抹茶なべ
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徳川家康公関連スポットを
事前チェック！

［2023年大河ドラマ「どうする家康」決定！］

松平郷［豊田市］
徳川氏の始祖・松平氏発祥地。

鳳来寺［新城市］
家康公生誕伝説が伝わる。

岡崎城［岡崎市］
家康公生誕地。

長篠・設楽原［新城市］
織田軍と武田軍を打ち破る。

小牧山城［小牧市］
羽柴秀吉方と対陣。

名古屋城［名古屋市］
関ヶ原後、天下普請で築城。
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■家康公関連年表

15世紀初め頃

1541年
1542年
1549年
1560年

1561年
1562年
1563年

1565年
1570年
1572年
1575年
1582年
1584年
1590年
1600年
1603年
1610年

時宗の僧徳阿弥が松平郷に入る。
松平親氏（松平氏・徳川氏の始祖）を名乗る
松平8代広忠と於大が鳳来寺に子宝を願って参籠
岡崎城で家康公（幼名・竹千代）生誕
今川家の人質として駿府へ
今川家が桶狭間の戦いで敗れたことにより、
岡崎城へ
西尾城攻め
清洲城で織田信長と会見、相互不可侵を約す
三河一向一揆と対峙
（本證寺が一揆方の拠点のひとつに）
吉田城・田原城を開城
浜松城に移る
三方原の戦いで武田信玄に大敗
長篠・設楽原の戦いで織田軍とともに武田軍を破る
信長、本能寺で死去。堺から急ぎ岡崎へ（伊賀越え）
羽柴秀吉と織田家の跡目争い（小牧・長久手の戦い）
江戸へ移封
関ヶ原の戦いで西軍を破る
江戸開府
名古屋城の築城を命じる

●松平郷(D-08・09)
●鳳来寺

●岡崎城

桶狭間●
(D-07)

●
西尾城

清洲城●

本証寺(D-10)●

吉田城●

●田原城

●長篠・設楽原

●小牧山城

●名古屋城

※記号・数字は、本書掲載の企画番号

［予告］放送開始に向け、県内各地で様々な武将・城郭関連プログラム企画中

岐阜県
関ヶ原

静岡県
駿府城
浜松城
三方ヶ原



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金交付事業 全域
A-02 愛知・名古屋観光誘客協議会 個別エクスカーション 全域

Ｂ．カセットプラン
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
B-01 西尾市観光協会 ガイドと巡る「抹茶街道」 西三河（西尾市）
B-02 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-03 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）

Ｃ．季節の彩
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
C-01 定光寺 定光寺のもみじ 尾張（瀬戸市）
C-02 愛岐トンネル群 秋の特別公開 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 丈山苑 秋の光に包まれる安らぎの庭 西三河（安城市）

Ｄ．武将・城郭
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
D-01 大高緑地公園 サムライ・ニンジャ フェスティバル 名古屋
D-02 【開催地未定】 にっぽん城まつりfeat.出張！お城EXPO in 愛知 【開催地未定】
D-03 国宝犬山城と城下町 ボランティアガイド 尾張（犬山市）
D-04 国宝犬山城と城下町 わん丸君手形 尾張（犬山市）
D-05 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-06 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-07 桶狭間古戦場伝説地 個人向けガイドボランティア 尾張（豊明市）
D-08 松平郷 松平東照宮正式参拝と「天井画」＆高月院「花月一窓」拝観！お札ご神水などのお土産付 西三河（豊田市）
D-09 松平郷 徳川家のルーツ・松平家を辿る歴史観光ガイドツアー 西三河（豊田市）
D-10 安城ふるさとガイドの会 安城史跡ツアー 西三河（安城市）

Ｅ．旧街道・古いまちなみ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域

現在、調整中です。調整でき次第、情報追加いたします。

Go To Aichi あいち｢ツウ｣リズム ～ワタシのダイスキを訪ねる旅～ 07



Ｈ．伝統文化
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
H-01 重要文化財堀田家住宅 ひなまつり展 海部（津島市）
H-02 田原凧保存会 渥美半島伝統の田原凧作り体験 東三河（田原市）

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 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-03 トヨタ創業期試作工場 ガイド付きご案内 西三河（刈谷市）

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 サイトウハム 手作りウィンナー教室 尾張（犬山市）
K-02 扶桑守口食品壽俵屋 城下町でお漬物のお買い物 工場見学・お買い物 守口漬漬込み体験 尾張（犬山市）
K-03 明治なるほどファクトリー愛知 ガイド付き体験型工場見学（試飲・試食・お土産付き） 尾張（稲沢市）
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Ｆ．神社・仏閣
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
F-01 尾張大國霊神社（国府宮） 天下の奇祭「はだか祭」の舞台の由来を知る！（磐境の見学と神職による解説付き特別参拝） 尾張（稲沢市）
F-02 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-03 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 海部（津島市）

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 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-04 招き猫ミュージアム 入館＋招き猫染付体験 尾張（瀬戸市）
G-05 瀬戸蔵 高さ4mの『ひなミッド』がお出迎え！「陶のまち瀬戸のお雛めぐり」散策 尾張（瀬戸市）
G-06 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 団体様限定特別プレゼント！ 尾張（瀬戸市）
G-07 犬山焼窯元後藤陶逸陶苑 陶芸体験 尾張（犬山市）
G-08 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-09 TOKONAME STORE 常滑焼陶芸体験（タタラ成法） 知多（常滑市）
G-10 常滑焼ヤマタネ 招き猫絵付け体験 知多（常滑市）
G-11 常滑焼きもの散歩道 個人向けおもてなしツアー 知多（常滑市）
G-12 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）
G-13 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紹介 西三河（高浜市）



企画番号 施設・会社名 企画名 地域
K-04 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-05 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）
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 太田油脂株式会社 プレミアム工場見学 西三河（岡崎市）
K-08 大正庵釜春本店 麦がへんしん！本格うどん打ち体験 西三河（岡崎市）
K-09 本宮山自然休養村 男川やな そば打ち体験・ピザ作り体験 西三河（岡崎市）
K-10 御宿 清水館 五平餅作りと豊根村の深山料理を楽しもう 東三河（豊根村）
K-11 三沢高原いこいの里加工体験館 五平餅,こんにゃく作り体験 東三河（豊根村）
K-12 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）
K-13 えびせんべいの里美浜本店 工場見学 知多（美浜町）

Ｌ．醸造・うまみ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
L-01 MIZKAN MUSEUM 日本で唯一の酢の博物館見学と半田運河自由散策 知多（半田市）
L-02 カクキュー八丁味噌の郷 工場見学 西三河（岡崎市）
L-03 株式会社まるや八丁味噌 八丁味噌の蔵見学 西三河（岡崎市）

Ｍ．地酒・ビール
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
M-01 金銀花酒造 冷酒と和菓子を堪能し、自分だけの日本酒作っちゃおう！ 尾張（一宮市）
M-02 株式会社内藤醸造 酒蔵特別見学と試飲体験 尾張（稲沢市）
M-03 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-04 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-05 常滑の地酒「白老」 団体向け酒蔵ガイドツアー 知多（常滑市）
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Ｎ．さかな
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
N-01 形原漁港ヤマスイ 大将！“おいしい魚”チョット食べさせて！形原漁港内の魚屋で蒲郡自慢の5種の魚介類を“堂々つまみ食い” 東三河（蒲郡市）
N-02 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-03 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
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 石井芳典 エアルームトマト収穫体験 東三河（田原市）
P-03 喜美農園 カラフルトマト収穫体験 東三河（田原市）



Q．フルーツ・スイーツ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
Q-01 若松屋阡壱 和菓子づくり体験教室 尾張（犬山市）
Q-02 稲沢フルーツ園 バナナの収穫と本格窯焼きピザ体験 尾張（稲沢市）
Q-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）
Q-04 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）
Q-05 八木みかん園 みかん狩り 東三河（田原市）
Q-06 マルカベジフル株式会社 いちご狩り 東三河（田原市）
Q-07 ニュー渥美観光 いちご狩り 東三河（田原市）

Ｒ．お花
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
R-01 椿園 日本で唯一の椿専門農園 ガイド付き園内見学と椿はちみつの試食体験 尾張（稲沢市）
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 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（お土産付きプラン） 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（お花のお弁当付きプラン） 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（体験付きプラン） 尾張（豊明市）
R-06 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-07 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）
R-08 花名人 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．お茶
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
S-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）
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Ｔ．Ｂｅａｕｔｙ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
T-01 犬山日和、犬山日和弐番館 着物・浴衣レンタル 尾張（犬山市）

Ｕ．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
U-01 春日井市道風記念館 館蔵品展「文字の造形」 尾張（春日井市）
U-02 春日井市道風記念館 館蔵品展「白と黒のコントラスト」 尾張（春日井市）
U-03 春日井市道風記念館 館蔵品展「俳句の書表現」 尾張（春日井市）
U-04 博物館明治村 明治偉人隊貸切公演プラン 尾張（犬山市）
U-05 稲沢市荻須記念美術館 団体ツアー限定！特別展解説付き観覧 尾張（稲沢市）
U-06 舩橋楽器資料館 特別入館 尾張（岩倉市）
U-07 天王川公園 公園で遊ぼ！家族で過ごそう！ 海部（津島市）
U-08 旧中埜家住宅 国重要文化財（建造物）解説付き見学体験 知多（半田市）



企画番号 施設・会社名 企画名 地域
U-09 高浜市やきものの里かわら美術館 美術に出会い・感じる・学ぶ 西三河（高浜市）
U-10 豊田スタジアム あの興奮の裏側をのぞいてみよう！スタジアム見学 西三河（豊田市）
U-11 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）

Ｖ．自然体験
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
V-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）
V-02 FORWARD SURF サーフィン体験 東三河（田原市）

Ｗ．離島
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
W-01 西尾市観光協会 佐久島クルーズ＆クイズラリー（クルーズ設定日以外の11月はクイズラリーのみの販売可） 西三河（西尾市）
W-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）

Ｘ．どうぶつ
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
X-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）
X-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）
X-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）

Ｙ．夜間プログラム
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
Y-01 博物館 明治村 明治建築を照らすイルミネーション 尾張（犬山市）
Y-02 西尾市観光協会 星空ナイトツアー 西三河（西尾市）
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Ｙ．お食事
企画番号 施設・会社名 企画名 地域
Z-01 料亭菊水 １００年続く老舗料亭で「和のおもてなし」 尾張（一宮市）
Z-02 美食一心 ツアー限定 創作美食弁当 尾張（瀬戸市）
Z-03 美食一心 ツアー限定 懐石膳 尾張（瀬戸市）
Z-04 黒潮本店 日本海流（黒潮）で育った本鮪が堪能できる店 尾張（春日井市）
Z-05 日本料理 末広 鮮魚料理、会席料理 尾張（春日井市）
Z-06 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）
Z-07 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）



Z-32 旬彩ふき島 会席料理やお寿司 知多（東海市）
Z-33 中国菜館朱紅 地元から愛される中華料理 知多（東海市）
Z-34 カクキュー八丁味噌の郷 団体様お食事 西三河（岡崎市）
Z-35 おかざき鮎めし街道 鮎めしのお食事 西三河（岡崎市）
Z-36 岡崎ニューグランドホテル ランチブッフェ・松花堂弁当 西三河（岡崎市）
Z-37 真福寺 竹の子づくし「竹膳料理」 西三河（岡崎市）
Z-38 大正庵釜春本店 元祖釜揚げうどんの老舗 西三河（岡崎市）
Z-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）
Z-40 蒲郡クラシックホテル 本格的フレンチコース 東三河（蒲郡市）
Z-41 めっくんレストラン 団体様昼食プラン 東三河（田原市）
Z-42 道の駅あかばねロコステーション ルルモアナ ハワイアンＢＢＱ 東三河（田原市）
Z-43 灯台茶屋 昼食メニュー 東三河（田原市）
Z-44 龍宮の宿 昼食メニュー 東三河（田原市）
Z-45 たかのや 昼食メニュー 東三河（田原市）
Z-46 伊良湖ホテル＆リゾート ＢＢＱプラン 東三河（田原市）
Z-47 伊良湖ホテル＆リゾート 団体お食事プラン 東三河（田原市）
Z-48 御宿 清水館 豊根村の深山料理を楽しむ 東三河（豊根村）
Z-49 うなぎ・じねんじょ まんまる 一色産うなぎと自然薯料理 西三河（豊田市）
Z-50 げんき食堂WAKU家 究極のカレースープで食べるもつ鍋 西三河（豊田市）
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企画番号 施設・会社名 企画名 地域
Z-08 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）
Z-09 犬山ぐーまる 城下町で団体昼食 尾張（犬山市）
Z-10 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）
Z-11 犬山ローレライ麦酒館 ランチバイキング 尾張（犬山市）
Z-12 レストラン桃太郎 木の芽でんがく定食 他 尾張（犬山市）
Z-13 日本モンキーセンター 食事処「楽猿」 尾張（犬山市）
Z-14 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）
Z-15 和食 びやす 祖父江銀杏会席 尾張（稲沢市）
Z-16 季節料理 しろ石 祖父江銀杏会席 尾張（稲沢市）
Z-17 中国料理北京 銀杏ラーメン炒飯セット 尾張（稲沢市）
Z-18 和食にわ 純系名古屋コーチン・うなぎの料理 尾張（岩倉市）
Z-19 松月（しょうげつ） 純系名古屋コーチン 日本料理 尾張（岩倉市）
Z-20 キッチンくま 名物！！天然車エビのエビフライと自家製タルタルソース 尾張（豊山町）
Z-21 名古屋コーチン料理 釜めし 河良 名古屋コーチン観光特別膳 尾張（豊山町）
Z-22 うどん・そば料理 八右衛門 自慢の味噌カツ！特製名古屋定食 尾張（豊山町）
Z-23 半田赤レンガ建物 知多半島の食材を使用したお寿司とお弁当 知多（半田市）
Z-24 魚太郎 蔵のまち 鮮度抜群！知多半島の魚屋が経営する人気の食事処 知多（半田市）
Z-25 寿司会席真砂本店 尾州早寿し お食事 知多（半田市）
Z-26 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）
Z-27 ビストロバルフルール 知多半島をフレンチで堪能！！話題の常滑スイーツ・マカボンも… 知多（常滑市）
Z-28 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）
Z-29 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）
Z-30 割烹たかだ 旬の食材を使った懐石料理 知多（東海市）
Z-31 旬彩料理 懐仙 旬の食材を使ったこだわりの和食 知多（東海市）



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ご用意する予定です。

もちろん、ツアー助成制度も2020年度に引き続き設定予定。

決定次第、旅行会社向けサイト「Aichi Now PRO」で

お知らせいたします。

A
ツアー助成
エクスカーション



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

助 成 メ ニ ュ ー 募集型団体旅行商品 一般団体ツアー 周遊バス商品化支援

交 付 対 象 者 日本国内に拠点を置く第１種・第２種旅行業者 日本国内に拠点を置く第１種・第２種・第３種旅行業者 愛知県内に拠点を置く第１種・第２種旅行業者

交 付 対 象 募集型団体旅行商品向けパンフ、チラシ、ＷＥＢ等 一般団体ツアー（募集型企画旅行を除く） 周遊バス商品化のための広告宣伝費の一部を助成

交 付 対 象 期 間

２０２１年１０月１日（金）～２０２２年３月３１日（木）
（１０/１チェックイン～３/３１チェックアウト）
【ただし、助成金交付額全体の上限に達した場合は、
対象期間内であっても交付しない。】

２０２１年１０月１日（金）～２０２２年２月２８日（月）
（１０/１チェックイン～２/２８チェックアウト）
【ただし、助成金交付額全体の上限に達した場合は、
対象期間内であっても交付しない。】

２０２１年１０月１日（金）～２０２２年３月３１日（木）
【ただし、助成金交付額全体の上限に達した場合は、
対象期間内であっても交付しない。】

助成金交付メニュー

催行１５名以上の愛知県行き団体型旅行商品掲載
パンフレット、チラシ、ＷＥＢ等作成費の助成
※GoToトラベル事業における助成金との併用は可。
但し、県内市町村及び観光協会等の実施する助成
事業との併用は不可。

一般団体ツアーの送客実績に応じた助成
※GoToトラベル事業、県内市町村及び観光協会等
の実施する助成事業との併用は不可

本協議会が提案する素材を組み込んだテーマ性の
高い日帰りバスツアーを造成・販売する場合、広告
宣伝費の一部を助成。
※GoToトラベル事業における助成金との併用は可
能です。但し、県内市町村及び観光協会等の実施
する助成事業との併用は不可。

助 成
要 件

出 発 地 愛知県外 愛知県外

• この旅行会社向け素材集に掲載されている素材
（食事を除く）。より２つ以上の商品を組み込んだ、
テーマ性の高い日帰りバスツアーを２０２２年２月
２８日（月）までに造成・販売すること。

• ツアー名に「あいち『ツウ』リズム号」の冠を付け
ること。

• 他の旅行業者が委託販売できるよう、コミッショ
ン１５％を含んだ旅行代金を設定すること。（他
の旅行業者へは、本協議会から組み込み、また
はオプション設定を依頼します。）

設 定 １コースあたり５本（日程）以上設定すること －

宿 泊 愛知県内に１泊以上（宿泊商品の場合のみ） 愛知県内に１泊以上

昼 食
愛知県内施設または愛知県に拠点を置く弁当店等
１回以上利用

昼食は愛知県内の施設または愛知県に拠点を置く
弁当店を１回 以上利用すること

観 光
愛知県内有料観光施設（有料体験可）を２箇所以
上組み込むこと。（オプション不可）

愛知県内の有料観光施設（有料体験可）へ２箇所
以上立ち寄りをすること（オプション不可）

人 数 催行１５名以上（小学生以上、乗務員・添乗員除く） 催行２５名以上（小学生以上、乗務員・添乗員除く

そ の 他
２０２１年２月２８日（日）までにパンフレット、チラシ、
ＷＥＢ等を発行すること

助 成 金 の 交 付 額
１造成箇所（支店、営業所等）１コースにつき
宿泊商品・・・・１０万円、日帰り商品・・・・３万円
※県外での宿泊を伴う商品は日帰り商品扱いとする。

バス 25,000円／台
送客（小学生以上） 1,000円／名
※乗務員及び添乗員は除く。

１コース（３日程以上設定）につき８万円。

交 付 限 度 額 １造成箇所（支店・営業所等）につき３０万円 １実施箇所（支店・営業所等）につき２０万円 １社につき２０万円

そ の 他
• パンフレット、チラシ、ＷＥＢ等に「愛知・名古屋観

光誘客協議会助成金利用」と記載してください。
• 上記交付金額は全て税込となります。

• GoToトラベル事業及びその他の助成金との併
用はできません。

• 上記交付金額は全て税込となります。
• 上記交付金額は全て税込となります。

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）
様式などは、右記ＵＲＬからダウンロードできます。 → https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/2021joseikin.html



【愛知・名古屋観光誘客協議会】個別エクスカーション 助成･モニターA-02
全 域

助 成 メ ニ ュ ー 個別エクスカーション

対 象 事 業 者

• 日本国内に拠点を置く第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

交 付 対 象

下見、取材に必要な費用補助

交 付 対 象 期 間

２０２１年７月１日（木）～ ２０２２年２月２８日（月）
【ただし、支援金の上限に達した場合は、対象期間内であっても受付できない場合あり。】

助成金交付メニュー

愛知県内の観光施設等の視察に係る交通費、宿泊費、食事代、施設入館・体験料等の助成

助 成 要 件

① 交通費については、出発地から各観光施設までの往復費用。
② 食事代については、旅行商品にする可能性やメディアへの掲載する可能性のある食事は可とするが、コンビニや全国チェーン店等での買い物や

食事は不可とする。
③ 視察後、２０２２年３月２２日（火）までに旅行商品を造成・販売、または、観光情報を放映・掲載・発信すること。
④ 旅行商品は、県内１泊以上、かつ有料観光施設立ち寄り１箇所以上。

交 付 限 度 額

• １社につき３名まで
• １人につき５万円（税込）を限度額とする

そ の 他

• 県内の視察旅行については各社様のお好きな日程にて実施いただけます。
• 視察旅行を実施される際は必ず事前に簡単な視察行程表を事務局へご提出願います。

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）
様式などは、右記ＵＲＬからダウンロードできます。 → https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/2021joseikin.html



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。

カセットプラン
B



団体（30名以上）
受入れ可否

通常時は可能
★コロナウィルス拡大抑制対策のため、人数を制限して設定し
ております。

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２０名（通常３５名）
＊コースの回り方を変えて、昼食時間をずらせば、３５名でも可。
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施する場合あり。

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＠４，０００円、
小人＠３，０００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 １名無料（２人目からは＠２，５００円）

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」

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

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）

【コース】 ※貸切バスの場合、名古屋駅周辺から約1時間、東名岡崎ICから約４５分

稲荷山茶園公園→→→→→紅樹院→→→→→
10：00 10：30 10：40 11：10

→→→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。

B-01
西三河（西尾市）

カセットプラン



団体（30名以上）
受入れ可否

通常時は可能
★コロナウィルス拡大抑制対策のため、人数を制限して設定し
ております。

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）

催行可能人数 最少１０名～最大２０名（通常３５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４，０００円 小人＠３，０００（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名無料（２人目からは＠２，５００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・抹茶入り緑茶缶をお付けします）
※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】 ※貸切バスの場合、名古屋駅周辺から約1時間、東名岡崎ICから約４５分

（※バスでお越しになる事を想定しています）

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缶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）

石臼

抹茶点て体験

昼食（イメージ）

抹茶工場

茶摘み娘の衣装

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

味噌蔵（みそぱーく）見学

B-02
西三河（西尾市）

カセットプラン



団体（30名以上）
受入れ可否

通常時は可能
★コロナウィルス拡大抑制対策のため、人数を制限して設定し
ております。

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１０名～最大２０名（通常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＠３，０００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 １名無料（２人目からは＠１，０００円）

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

一色学びの館 大提灯

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！

えびせんべい手焼き器具
えびせんべいイメージ

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

【コース】 ※貸切バスの場合、名古屋駅周辺から約1時間、東名岡崎ICからも約1時間

※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

B-03
西三河（西尾市）

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）

C



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

建武3年（1336年）創建の尾張徳川家ゆかりの寺院。室
町時代後期の建築である本堂「無為殿」は国の重要文
化財に指定されています。
寺院と紅葉の情緒あふれる秋の景観をお楽しみください。
※見頃は例年11月中旬～下旬です。

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）
ご予約いただいた後に、駐車場の位置図などをお送りさ
せていただきます。

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場
あり（要予約）
※バスは定光寺参道入り口で一時停車（お客様降車）後、
大型バス駐車場まで回送していただきます。

注意事項 バス降車後、本堂まで165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】定光寺のもみじC-01
尾張（瀬戸市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

日本３大廃線トンネル群の１つである愛岐トンネル群。
庄内川の渓谷に沿って1900年（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紅葉
のおりなす“廃線路の自然・渓谷の秋”をおたのしみくだ
さい。

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
バスツアー造成の場合は募集開始前に要連絡

開催日時
11月下旬～12月上旬ごろ予定、雨天中止。
開催期間はHPにてご確認ください。
公式HP：https://aigi-tunnel.org/index.html

価格 【入場料】100円 ※小学生以下は無料

販売手数料 なし

予約締切日 ツアー開始前に要連絡

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
・廃線にはバラスト(砕石)が残っています。歩きやすい靴
でお越しください。
・懐中電灯をご持参ください。

問い合わせ先
（一社）春日井市観光コンベンション協会
愛知県春日井市鳥居松町5-45（春日井商工会議所内）
TEL 0568-81-4141 FAX 0568-81-3123

【愛岐トンネル群】秋の特別公開C-02
尾張（春日井市）

https://aigi-tunnel.org/index.html


団体（30名以上）
受入可否

可能

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）

黄金色の絶景を見下ろせる
高さ7ｍの展望丘あり

祖父江ぎんなんパーク
2021年6月OPEN予定

日本一、イチョウの黄葉と
銀杏の郷“そぶえ”
晩秋になると、約11,000本ものイチョウが色
づき、町全体が黄金色に染まる稲沢市祖父江町。
冬、この地域に吹き下ろす強風「伊吹おろし」を
避ける防風林として古くから集落に植えられてき
たもので、中には樹齢100年を超えるものも。カ
エデとは異なる、輝くような秋の色彩はフォトジェ
ニックで、訪れる人はカメラを手離せないほどで
す。毎年11月下旬頃から「そぶえイチョウ黄葉ま
つり」が開催され、期間中はステージショーや写
真・俳句・写生コンテストが行われるほか、特産
品の銀杏および銀杏の加工品が販売されます。
また、夜間はイチョウの木のライトアップが実施
され、光り輝くイチョウの黄葉に思わず息を呑ん
でしまいます。

C-03
尾張（稲沢市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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。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
月に開苑したのが丈山苑です。
詩仙堂を模して造られた詩泉閣の周りには、日本の代表

的な三庭園（唐様庭園、池泉回遊式庭園、枯山水庭園）が
設えられ、秋にはそれぞれの庭が、美しい紅葉の輝きに包
まれます。毎年１１月末～１２月前半が見頃です。
「粂蔵塗り」を施された詩仙閣内の床板には、庭の紅葉

が美しく照り映え、「床もみじ」の名で丈山苑随一の撮影
スポットとして親しまれています。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大５０名
＊１５名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 定休日以外は毎日可能。受入時間は応相談。

価格 入苑料１００円（１０名以上は８０円）

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前

キャンセル規程 なし（ツアー中止の場合、電話連絡をいただきたく）

添乗員 無料（施設内、外庭全て無料）

大型バス駐車場 ２台分の駐車スペースあり（要事前連絡）

注意事項
抹茶（お菓子付）は別途３５０円要。
冬季限定の栗ぜんざいは別途３００円要。
※抹茶と栗ぜんざいセットは６００円で提供。

問い合わせ先
丈山苑
愛知県和泉町中本郷180-1
TEL/FAX 0566-92-7780

【丈山苑】秋の光に包まれる安らぎの庭

唐様庭園の紅葉が床に照り映える「床もみじ」 優しい秋の光に包まれる静寂の庭

苑内は紅葉の輝きで満ち溢れる 紅葉の木漏れ日に包まれる「せせらぎの小径」

紅葉の庭を眺めながら過ごす安らぎの時 「池泉回遊式庭園」も秋の彩りを装う

C-04
西三河（安城市）



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。

D



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

信長・秀吉・家康をはじめ、多くの武将を生んだ
「武将のふるさと愛知」で開催される、サムライと
ニンジャをテーマにした参加型戦国イベント。
詳細は、決定次第、追記します。

所要時間 約１時間～

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小１名～人数制限なし

開催日時 2021年秋（詳細未定）

価格 入場無料

販売手数料 なし

予約締切日 未定

キャンセル規程 なし

添乗員 ―

大型バス駐車場 要予約で設定予定

注意事項 荒天の場合は、中止となります。

問い合わせ先 事務局開設後、追記します。

【大高緑地公園】サムライ・ニンジャ フェスティバルD-01
名古屋



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

詳細は、決定次第、追記します。

所要時間 詳細は、決定次第、追記します。

最少催行人数
最大受入れ可能人数

詳細は、決定次第、追記します。

開催日時 詳細は、決定次第、追記します。

価格 詳細は、決定次第、追記します。

販売手数料 詳細は、決定次第、追記します。

予約締切日 詳細は、決定次第、追記します。

キャンセル規程 詳細は、決定次第、追記します。

添乗員 詳細は、決定次第、追記します。

大型バス駐車場 詳細は、決定次第、追記します。

注意事項 詳細は、決定次第、追記します。

問い合わせ先 詳細は、決定次第、追記します。

【開催地未定】にっぽん城まつりfeat.出張！お城EXPO in 愛知D-02
―



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

犬山の歴史をボランティアガイドがご案内いたしま
す。犬山歴史観光ガイド「ナイスで犬山」は、国宝
犬山城をはじめ、城下町散策のガイドを致します。
国宝犬山城は豊臣秀吉が生まれた天文6年（1537）、
織田信長の叔父である織田信康によって創建された、
現存する日本最古の木造天守です。江戸時代の風情
漂う城下町で散策をお楽しみ下さい。

所要時間 約１時間～

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小２名～最大１００名
※１００名を超える場合もご相談下さい

開催日時 犬山祭り等繁忙期以外 犬山城定休日 １２／２９～３１

価格

ガイド案内は無料です。ただし、ガイド1名に付、交
通費1,000円頂戴します。また、ガイド時間がお昼を
またぐ場合は、ガイド用に昼食のご準備をお願い致
します。 施設入場料は別途必要です。

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１ ０台 駐車料金大型バス 1000円（ 1時間 ）
最大設定なし

注意事項 ・ガイド1名に付、最大10名までご案内できます。

問い合わせ先
（一社）犬山市観光協会
TEL0568-61-2825 FAX0568-61-2512

【国宝犬山城と城下町】ボランティアガイドD-03
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

わん丸君手形は犬山城と城下町名物のお得な
セット券です。
国宝犬山城は豊臣秀吉が生まれた天文6年（1537）、
織田信長の叔父である織田信康によって創建された、
現存する日本最古の木造天守です。江戸時代の風情漂
う城下町で散策をお楽しみ下さい。

所要時間 約９０分～

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小２名～

開催日時 犬山祭り等繁忙期以外 犬山城定休日 １２／２９～３１

価格

１０００円（高校生以上）※中学生以下の設定はございま
せん。犬山城の入場登閣券と城下町の対象店で使用で
きる、３００円相当分の引換券２枚がセットになっていま
す。

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程

添乗員

大型バス駐車場
あり１ ０台 駐車料金大型バス 1000円（ 1時間 ）
最大設定なし

注意事項
・購入後のキャンセル、払い戻しは出来ません。
・対象店で指定商品に限り利用頂けます。

問い合わせ先
販売場所 犬山駅観光案内所・犬山城観光案内所
問合せ （一社）犬山市観光協会 片山
TEL0568-61-2825 FAX0568-61-2512

D-04
尾張（犬山市） 【国宝犬山城と城下町】わん丸君手形



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

戦国時代の英雄・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、
テレビドラマや小説では感じ取れない、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-05
尾張（稲沢市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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。
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
！

信長公の遺品
本能寺の「焼け兜」所蔵

興聖山總見院

長光寺から
徒歩10分

合わせてご参拝ください

D-06
尾張（稲沢市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可能

企画・
商品内容

豊明市内には、国指定史跡の桶狭間古戦場伝説地をは
じめ、織田信長と今川義元ゆかりの史跡が多数残されて
います。桶狭間の戦いを知り尽くしたガイドボランティア
が、伝説地など様々な史跡をご案内します。

所要時間 １５～９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

２名以上

開催日時 ２０２１年１０月～２０２２年３月 ※要相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 原則７日前まで（直近まで相談に応じます）。

キャンセル規程 なし

添乗員 －

大型バス駐車場 なし

注意事項

桶狭間古戦場伝説地には専用の駐車場がありません。
乗用車でご来場の方は、事前にご連絡ください。
申込みは、以下のサイトから申込書をダウンロードし、
FAXでお申込みください。
http://toyoake-okehazama.com

問い合わせ先
豊明市観光協会（豊明市産業支援課内）
愛知県豊明市新田町子持松1-1
TEL 0562-92-8332 FAX 0562-92-1141

【桶狭間古戦場伝説地】個人向けガイドボランティアD-07
尾張（豊明市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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年の家康公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。
また、本企画では竹千代（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 １～２時間程度 ※ご要望にて調整可能です。

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小１０名～最大４０名
※１組最大２０名とし、見学順序を入れ替える等して対応
します。

開催日時
毎日９：００～１６：００
※所要時間、内容、開始時刻はご相談ください。

価格
１，５００円（東照宮正式参拝料、天井画拝観料含む）
（東照宮のお札、「産湯の井戸」のご神水、松平家の家
系図の授与）

販売手数料 なし

予約締切日 催行日の７日前まで（要相談）

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（お土産等はつきません）

大型バス駐車場 無料駐車場あり（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。
・マスク着用にご協力をお願いします。

問い合わせ先
松平郷ふるさとづくり委員会（加藤）
TEL 080-5166-1629 FAX 0565-58-1629

【松平郷】松平東照宮正式参拝と「天井画」＆高月院「花月一窓」拝観！
お札ご神水などのお土産付

D-08
西三河（豊明市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

松平郷は徳川家のルーツといわれている、松平氏の発
祥の地。園地内には、「松平東照宮」や、初代・松平親氏
をまつる「高月院」など、松平氏ゆかりの史跡が残ってい
ます。植物も多く、四季の風景を楽しむことができ、散策
にもぴったり。
ガイドツアーでは松平の歴史に詳しい地元がイドが丁寧
に案内いたします。

所要時間 １～２時間程度 ※ご要望にて調整可能です。

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小１０名～最大４０名
※１組最大２０名とし、見学順序を入れ替える等して対応
します。

開催日時
毎日９：００～１６：００
※所要時間、内容、開始時刻はご相談ください。

価格
ガイド料 ２，０００円（ガイド１名につき）
天井画拝観 ２００円／名
（２０名以上で団体割引１５０円／名）

販売手数料 なし

予約締切日 催行日の７日前まで（要相談）

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 無料駐車場あり（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。
・マスク着用にご協力をお願いします。

問い合わせ先
松平郷ふるさとづくり委員会（加藤）
TEL 080-5166-1629 FAX 0565-58-1629

○○
（○○市）【松平郷】徳川家のルーツ・松平家を辿る歴史観光ガイドツアー

①松平東照宮（紅葉） ②高月院

③松平東照宮の天井画 ④産湯の井戸

D-09
西三河（豊明市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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。ガイドパンフレッ
トを活用しながら、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 毎日開催

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
・マスクの着用や体調不良の方は参加をご遠慮いただく
など、コロナウイルス対策をお願いします。

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

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）

D-10
西三河（安城市）



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。

F



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

尾張地方の総鎮守神、農商業守護神、厄除神として広く信
仰されています。奈良時代、国衙（こくが）に隣接して御鎮座
していたことから尾張国の総社と定められ、国司自らが祭祀
を執り行う神社であったことから通称「国府宮」として広く知ら
れています。
旧暦の正月13日には、約1,250年前から続く天下の奇祭「儺
追神事（はだか祭）」が行われ、真冬の参道・境内が熱気に
包まれます。
本企画では、普段見ることができない古代原始の祭場「磐境
（いわくら）」を特別に見学いただけます。また、神職から神
社や「はだか祭」を始めとする神事の由来解説のほか、厄除
けの御守り「なおいぎれ」を記念に授与いたします。

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40名

開催日時 開催日時は応相談

価格 お一人につき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 －

添乗員 －

大型バス駐車場 あり（5台・要予約）

注意事項
・必ず事前に予約してください。
・祭典・神事等により、お受けできない場合があります。

問い合わせ先

尾張大國霊神社（国府宮）
（愛知県稲沢市国府宮一丁目1番1号
TEL：0587-23-2121
HP：https://www.konomiya.or.jp/

【尾張大國霊神社（国府宮）】天下の奇祭「はだか祭」の舞台の由来を知る！
（磐境の見学と神職による解説付き特別参拝）

楼門（重要文化財）

記念授与

名鉄国府宮駅から徒歩5分・名神高速一宮I.Cから車で15分

拝殿（重要文化財）

磐境（いわくら）／

本殿に接する形で五個の大き
な自然石が円形に立ち並んで
います。これは、今日のよう
に社殿を建てて神様をお祀り
する以前の最も古い原始的な
祭場で、当社がこの地に古く
より創始されていたことを物
語っています。

儺追神事（はだか祭）／
約1250年前から行われてきた厄除け神事に、寒参りの風習が結
びついて現在の形に。この祭は、人々の厄を一身に背負った神
男が、参道から儺追殿に引き上げられるまでの約1時間がクライ
マックスです。境内は厄落としのため神男に触れようとする裸
男たちでもみ合いとなり、異様な熱気に包まれます。

特別見学

F-01
尾張（稲沢市）

https://www.konomiya.or.jp/


団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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。
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ります。
・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、参拝人
数を制限させていただく場合があります。詳しくはお問い
合わせください。

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／岐阜羽島駅から車で15分！

＜ご本尊御開帳延期のお知らせ＞
令和3年に開催の予定でした「ご本尊御開
帳」ですが、新型コロナウイルス感染が
終息しない状況を受け、開催を一年延期
させて頂きます。

『令和4年善光寺東海別院ご本尊御開帳』
○期間：令和4年4月3日（日）

〜5月29日（日）≪57日間≫
〇主な行事：
・開闢大法要 4月3日（日）
・中日大法要 5月8日（日）
・結願大法要 5月29日（日）

本堂

無料法話

極楽をこの世で拝める「戒壇巡り」

F-02
尾張（稲沢市）

https://www.shiroishi.biz/


団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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、長い歴
史を誇り、織田・豊臣・徳川から格別の崇敬を受けたことがあり
ます。
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。
神職による神社の説明後、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）、「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
＊受入れ人数によって、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：お客様１人につき100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。
神職による説明は繁忙期以外の日程（要予約）。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、内容の変更等

あり。マスクを着用するなど各自で感染症対策をお願いします。

問い合わせ先

津島市建設産業部産業振興課商工観光グループ
〒496-8686 愛知県津島市立込町２－２１
TEL 0567-55-9663（直通） FAX 0567-24-1791
E-Mail：sangyou@city.tsushima.lg.jp

【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

宵祭

朝祭

本殿

楼門

尾張津島天王祭 宵祭・朝祭

尾張津島天王祭の車楽舟行事
（ユネスコ無形文化遺産）

南門

津島神社
本殿（国指定重要文化財）
松平忠吉の妻政子 寄進

楼門（国指定重要文化財）
豊臣秀吉 寄進

南門（県指定文化財）
豊臣秀頼 寄進 東鳥居

F-03
海部（津島市）



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。

G



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

館長または学芸員が、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！
ワイヤレスガイドシステムを使用するため、コロナ禍でも
安心してご見学いただけます。

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（10/25、11/22、12/20、12/28～1/4、
1/24、2/28、3/28）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名以上はさらに団体割引あり

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

【瀬戸蔵ミュージアム】60分じっくりガイドツアー

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。

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。

ワイヤレスガイド
システムで安心♪

G-01
尾張（瀬戸市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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。
ワイヤレスガイドシステムを使用するため、コロナ禍でも
安心してご見学いただけます。

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

見学後は、併設のギャラリーで
お買い物も楽しめます。

瀬戸蔵ミュージアム館長による出張ガイド

ワイヤレスガイド
システムで安心♪

G-02
尾張（瀬戸市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
※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（10/25、11/22、12/20、12/28～1/4、
1/24、2/28、3/28）以外
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 －

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

※講座は立ち見になります。
※お買い物の割引には、ツアーバッチ等、目印になるも
のをレジにてご提示いただく必要がございます。事前に
下記までお問い合わせの上、ご提示されるバッチ等の写
真をお送りください。

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

【瀬戸蔵セラミックプラザ】“瀬戸焼の豆知識”講座

モニターを使って
やきもののエトセトラを
ご紹介！

G-03
尾張（瀬戸市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能 （※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間、20名に限定しており
ます。詳しくはお問い合わせください。）

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）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間最大受入れ可能人数が20名となります。

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
焼くと青く発色する
呉須という顔料を
使って真っ白な素地
に絵付けをします。

G-04
尾張（瀬戸市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

メイン会場の「瀬戸蔵」に登場する高さ4m、11段の巨大
ひな壇『ひなミッド』は見ごたえ満点！商店街のショーウ
インドウなどにもお雛さまが並び、街中がお雛さまで彩ら
れます。また、お雛めぐり期間限定の「お雛ランチ＆ス
イーツ」も市内各所で楽しめます。

所要時間 1時間～3時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

制限なし

開催日時
イベント開催期間：令和4年1月29日（土）～3月6日（日）
9：00～21：30（ひなミッド鑑賞）

価格 無料（ひなミッド鑑賞）

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
ご希望でしたら、お客様分のイベントチラシを事前にお送
り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】高さ4mの『ひなミッド』がお出迎え！
「陶のまち瀬戸のお雛めぐり」散策

見た目も華やかな
お雛ランチ

＆スイーツ
お雛ギャラリー

「ひなミッド」には、陶磁器とガラスの創作雛が約1,000体並びます。

G-05
尾張（瀬戸市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

瀬戸蔵ミュージアムの有料入館or瀬戸市内でお食事処
のご利用で、もれなく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 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（要予約）

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

【瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会】団体様限定特別プレゼント！G-06
尾張（瀬戸市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

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-07
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

やきものの街「常滑」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 10:15～、13:00～、15:00～

開催日時
10:15～、13:00～、15:00～
休館日：水曜日（祝日の場合は開館）、年末年始

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% 、当日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/
※2021年2月現在20名以上の団体の受け入れは中止し
ています。最新情報はWEBページでご確認ください。

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 60分

タイルの時間￥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！

タイルの時間のアイテムのひとつです
小物入れとしても最適

差し替え

素敵な空間での体験教室です

G-08
知多（常滑市）

https://www.livingculture.lixil/ilm/
https://www.livingculture.lixil/ilm/tougaku/


団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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）

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）

G-09
知多（常滑市）



団体（30名以上）
受入れ可否

応相談

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

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）

G-10
知多（常滑市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

常滑に精通した案内人が「やきもの散歩道」の観光ス
ポットや住人が暮らす町並みなどをサイクリングや徒歩
でご案内します。有名陶芸作家の工房で陶芸体験が出
来る地元密着型のツアーです。訪日観光客も対象で多
言語対応可能。

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5名

対応時間(日本時間）
9:00～/13:00～(受け付け）
夜間ツアー/17:00～20:00

価格
スタンダードプラン 3,000円～/人
デラックスプラン 6,000円～/人

販売手数料 10％

予約締切日 前日15:00まで ※完全予約制

キャンセル規程
ツアー当日より起算して5日前から30％、4日前50％、
3日前～当日100％

注意事項

・予約方法、お支払い方法など詳しくは、ウェブページ
https://omotenashi-tour.jp/で検索ご確認ください。
・ツアー発着について

名鉄「常滑駅」改札前 常滑観光プラザ
（変更のご相談も可能です）

実施・製造会社 株式会社知多半島ナビ

問い合わせ先
おもてなしツアー（榊原）
TEL.FAX.0569-89-2919 受付時間:10:00～16:00
※年末年始の受付は休止致します。

【常滑焼きもの散歩道】個人向けおもてなしツアー

中部国際空港セントレアのある「知多半島」は、長靴形の地形がイタリア
半島に似ています。温暖な気候・風土・文化など意外な共通点も多い日
本のイタリア「知多半島」をご案内します。

アニメ映画聖地巡礼ツアーや、地酒を味わうナイトツアーなど、気楽に楽
しめるスタンダードプランから、じっくり日本伝統文化を掘り下げて満喫で
きるデラックスコース、様々なプランをご用意しております。

①コースは徒歩コース or サイクリングコースをお選び頂きます。

②対応言語は、日本語、英語、中国語

※当日の天候によりコースを変更する場合もあります。

G-11
知多（常滑市）



【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
団体（30名以上）
受入れ可否

状況による（新型コロナウイルス感染症の感染対策として定員を減ら
している場合は不可） ※2021年2月現在の定員は20名程度

企画・
商品内容

陶芸創作体験
土に触れて気分をリフレッシュ。自分だけのオリジナル作品を粘土か
ら作ります。
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16名
※定員を超える場合は応相談

開催日時
開館日の土・日曜日 ※一部、開催しない日もあります
【午前の部】10:30～12:45（受付時間10:00～10:30）
【午後の部】14:00～16:15（受付時間10:00～14:00）

価格

陶芸創作体験
大人（高校生以上）：1,600円 ※20名様以上の団体は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）：無料

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
、着払いで発送も可能です。

・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

手びねり

親子で体験

たたらづくり

手回しロクロ

絵付

型押し

魅力的な価格

G-12
西三河（高浜市）



【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紹介

団体（30名以上）
受入れ可否

可能（ただし新型コロナウイルス感染症の状況により、展示室内が
密になる場合は、複数の班に分かれてご観覧いただくなどの対応
をお願いする場合があります）

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。
希望される団体には、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
常設展示入替え期間（11月中旬～12月中旬 ※予定）を除く開館
日の全日 10:00～17:00

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

案内の所要時間は、ご希望に合わせることができます。
観覧案内を希望する場合は、事前にご連絡ください。
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。《「鬼みち」案内は高浜市観光協会まで》

G-13
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。

H



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

地域に残る御殿飾り雛をはじめとする雛人形を展示しま
す。

所要時間 30分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

入館者が10名を超える場合は、お待ちいただく場合があ
ります。

開催日時 2月上旬～３月上旬

価格 一般300円 小中学生100円

販売手数料 なし

予約締切日 ５日前まで（平日のみ予約が必要）

キャンセル規程 なし

添乗員 なし

大型バス駐車場 なし

注意事項

・詳細な開催日時については、２月上旬以降に市ホームページ（下記）
をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、企画展の内容を変
更または中止・延期させていただく場合があります。
・マスクの着用にご協力ください。
・手指の消毒をお願いします。
・名簿の記入にご協力ください。

問い合わせ先

津島市教育委員会社会教育課生涯学習グループ
〒496-8686 愛知県津島市立込町２-21
TEL 0567-55-9421（直通） FAX ）0567-25-8748
Email：shakyo@city.tsushima.lg.jp
ホームページ：
http：//www.city.tsushima.lg.jp/shokai/bunka/bunkazai/index.html

【重要文化財堀田家住宅】ひなまつり展

御殿飾り雛

御殿飾り雛

H-01
海部（津島市）

mailto:shakyo@city.tsushima.lg.jp


団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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

【田原凧保存会】渥美半島伝統の田原凧作り体験H-02
東三河（田原市）



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。

J



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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）



【あいち航空ミュージアム】ボランティアガイドツアー

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、
ＭＵ-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-02
尾張（豊山町）

団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
毎日（休館日を除く）※注意１
●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）

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

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）



団体（30名以上）
受入れ可否

可 通常最大50名（現在、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、最大10名に制限中）

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
通常最大50名（現在、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、最大10名に制限中）

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】ガイド付きご案内

“トヨタ創業期試作工場”
～クルマづくり出発の地～

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-03
西三河（刈谷市）



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。

K



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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-01
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
・工場見学・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工場見学・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
（土日祝は工場見学は休み） ※団体体験は可
④は１月中旬～２月上旬
工場 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
本社工場見学・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
工場見学・お買い物 守口漬漬込み体験

K-02
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

牛乳・ヨーグルトなどを生産する明治愛知工場に併設し
た「明治なるほどファクトリー愛知」で、ヨーグルトの製造
工程見学や原材料の紹介など案内ガイドの説明を聞き
ながら、わくわく！楽しい！体験型工場見学ができます。
ツアー参加者には明治製品の試飲・試食に加え、お土
産（明治のお菓子）をプレゼント♪

所要時間 70分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

1回当たり11名～60名程度（それ以上の場合は要相談）

開催日時
1日4回 (9:30～、11:00～、13:30～、15:00～）
※休館日：日曜日、祝祭日、年末年始、その他指定休日

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 見学日前日

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 ３台

注意事項
・新型コロナウイルスの感染状況により、見学をお断りす
る場合があります。
・見学の開催については、HPでご確認ください。

問い合わせ先

明治なるほどファクトリー愛知
（愛知県稲沢市平和町下三宅菱池933-1.）
TEL：0567-47-1014
HP：https://www.meiji.co.jp/learned/factory/aichi

【明治なるほどファクトリー愛知】
ガイド付き体験型工場見学（試飲・試食・お土産付き）

【施設外観】

【展示エリア】

㈱明治の「おいしさ・楽しさ・健康・安心」への
こだわりを体験できる工場見学施設

乳しぼり体験もできるよ！

明治のキャラクターと
写真を撮ろう！

明治プロビオヨーグルト
R-1ドリンク

当工場で
製造して
いるよ♪

K-03
尾張（稲沢市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

愛知の伝統野菜にも指定されている長さ１ｍ以上にも及
ぶ大変珍しい漬物専用の野菜、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で職人が手漬けに
て漬け込み熟成させる守口漬の製造工房の社員による
ご説明と見学。工房併設の直売処で蔵出しの名産漬物
のお買い物も出来る企画。

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

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DVDの鑑賞とご説明の対応となります。
直売店舗は無休。（１月１日は休み）

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-04
尾張（扶桑町）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

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「守口だいこん」の期間
限定の収穫体験と「守口漬」工房併設の直売店にて蔵出
し漬物のお買い物もお楽しみ頂けます。平日ならば漬込
み工房の見学も楽しめます。トイレ休憩可能。

所要時間
（収穫時間約３０分～４５分 本社へ移動５分）
工房見学お買い物合わせトータル 約９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大２４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１，０００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 圃場(畑）回りも可能

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、DVD鑑賞とご説明の
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）

K-05
尾張（扶桑町）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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（田中）
ＴＥＬ ０５６９-３５-９９００

【かねふくめんたいパークとこなめ】工場見学

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-06
知多（常滑市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能 ※ただし2021.2現在受入れは４名様まで
今後の回復状況で人数変更予定あり

企画・
商品内容

創業明治３５年、日本で初めてえごまオイルを食用化し
た老舗油屋のプレミアム工場見学！工場敷地内の見学
だけでなく、実際に自分で油を搾る体験やオイルの食べ
比べなど各種体験をご用意しています。「えごまオイル」
をはじめとする健康オイルについても学べます。工場見
学参加者にはうれしいお土産付き！

所要時間 ６０分～９０分（コースによって異なります。）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少２名～最大４０名
＊３０名を超える場合は、事前にご相談ください。

開催日時
平日【火曜日～金曜日】
①10：00〜／ ②13：00〜／ ③15：00〜

価格 コースによって異なります。（無料コース有り）

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

※要予約
※生産の都合により機械が動いていない場合がござい
ます。見学では工場内を15分ほど歩きます。歩きや
すい服装・履物でご来場ください。
※工場見学コースにはエレベーター・エスカレーター
設備、バリアフリー対応もございません。

問い合わせ先
太田油脂株式会社
愛知県岡崎市福岡町字下荒追２８
TEL ０５６４－５１－９５２１

【太田油脂株式会社】プレミアム工場見学

直売店「あぶら館」

工場見学 健康オイル

K-07
西三河（岡崎市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能（１６名ごとに時間差をつける） 連続も可能

企画・
商品内容

職人の衣装に着替えて頂きます（帽子はプレゼント）
事前に１人前分用意したうどん生地を丸め(団子）て寝かせる。（この間
に入れ替え）（10分間で小麦の説明、うどんができるまでの説明）（家康
公、長生きの秘訣 うどん好きの話をする）その後、足で踏んで頂き、
（短縮版はここから）麺棒で延ばし、切る。お持ち帰りはここまで。
食事場所へ移動、自身が打ったうどんを、用意した鍋で、茹でる。
（この間に、だしについて説明する） 茹で上がったところで、お好みで
つゆにつけ、食事していただく。

所要時間 体験時間：１時間 （３０分ほどの短縮版も可能）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少 ５ 名～最大 ３２ 名（同時進行）
※１６名を超える場合は、１グループを１６名程度とした
グループローテーションでの実施となります。

開催日時 受入時間 11時～17時 （水曜日定休）

価格

大人 ２，０００円税別(お持ち帰りプラン)
２，５００円税別(食事付プラン)
※釜揚げうどんと野菜天付き

小人 お持ち帰りプラン料金で小学生２名まで体験可能。
※団体割引、内容短縮により大幅な値段減額可

販売手数料 １０％

予約締切日 ご予約日の２日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 休憩室有、お食事（５００円税別）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
アレルギー対応致します。
Free Wi-Fi有
岡崎ICより車で10～15分

問い合わせ先
大正庵釜春本店 http://kamahalu.co.jp
愛知県岡崎市中岡崎町6-9
TEL:0564-21-0517 FAX:0564-25-0517

【大正庵釜春本店】麦がへんしん！本格うどん打ち体験

①こねる
生地を重ね、丸める！

②踏む
足で踏んでこしを出します

③のばす
大きな麺棒で平たくのばす

④切る
切りやすい長さに生地を
たたみ同じ太さに切る

茹で上がった麺をご試食
いただけるプランもございます。

＜うどん打ち体験の工程＞

元祖 釜揚げうどんの老舗
職人と一緒に 本格うどん打ち体験をしよう！

K-08
西三河（岡崎市）

http://kamahalu.co.jp/


団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

そば打ち体験
額田産のそば粉を使った本格的なそば打ちを体験して
みませんか。本物のそばの風味を、ぜひご堪能ください。
ピザ作り体験
鮎や地元の旬の食材を使って石窯で焼き上げるピザ作
り体験が楽しめます。熱々の出来立てピザを召し上がれ。

所要時間
そば打ち体験 60分
ピザ作り体験 60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

そば打ち体験 １名～40名
ピザ作り体験 ４名～30名

開催日時
火曜日定休
開始時間は10：00～

価格

【すべて税込み価格】
そば打ち体験 1名ひとこね５人分 ２，６００円
（1食はその場で食べていただき残り4食はお持ち帰り。）
里山小品 １，５１０円
（じねんじょ又はかき揚げなどの季節の小品）
ピザ作り体験 １名１枚 ２，０００円

販売手数料 10％（税抜き）

予約締切日 10日前

キャンセル規程 前々日まで0％、前日50％、当日100％

添乗員 おまかせ定食 1,000円

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
●飲食物のお持ち込みはできません。
●ペットは入場できません。

問い合わせ先
男川やな

愛知県岡崎市淡渕町字日向23
TEL 0564-82-2089 FAX 0564-82-2411

【本宮山自然休養村 男川やな】そば打ち体験・ピザ作り体験K-09
西三河（岡崎市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

自家製米を使って五平餅作りを体験し、食事を召し上
がっていただきます。リピーターが多い人気メニュー「ラ
ム肉ジンギスカン」や深山料理をお楽しみください。

所要時間 ３時間

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 応相談

価格 １ガイドにつき１,６５０～４，４００円

販売手数料 １０％

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 当日から５０％

添乗員 ランチ定食を提供

大型バス駐車場 あり（無料）

注意事項
くるみ、ごまを使用しますのでアレルギー注意。

問い合わせ先
御宿 清水館
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場御所平４５‐１
TEL ０５３６‐８７‐２０２５ FAX ０５３６-８７-２１２５

【御宿清水館】五平餅作りと豊根村の深山料理を楽しもう

県下最高峰茶臼山の山麓に位置し、
創業140年を迎える老舗の御宿清
水館。
地元の旬の食材を最高の状態でご
賞味いただくため、伝統的な手法
だけにとらわれることなく、和食
料理として丹精込めて調理してい
ます。

・第２東名新城ICから国道１５１号線、長野県飯田市方面
・東名名古屋ICから猿投グリーン道路、国道１５３号線足助経由
・新東名浜松いなさ北ICから三遠南信自動車道、鳳来峡ICから国道１５１号
線長野県飯田市方面

春はワラビ狩りなど、四季を通じていろいろな事にチャレンジできます

K-10
東三河（豊根村）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

地元産の米やコンニャク芋を使って、手作りの五平餅や
コンニャクを作ります。
炭火であぶって、えごま味噌を付けたアツアツの五平餅
は、最高です。ヘルシーなコンニャクは、出来立てを刺身
や甘味噌を付けて、地元で採れた山菜や野菜の天ぷら
も一緒に召し上がっていただきます。
コンニャクのおみやげ付きです。

所要時間 ６０分から１２０分 (食事込み)

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少５名から最大３０名

開催日時 年間実施 開催日、時間は、応相談

価格 １人１７００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 前日から５０％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項 ５才以下は、無料です。

問い合わせ先

三沢高原いこいの里 加工体験館
愛知県北設楽郡豊根村三沢字新井６
TEL 0536-85-1431
Mail ikoinosatolove@gmail.com
HP http://ikoinosatolove.sakura.ne.jp/

【三沢高原いこいの里加工体験館】五平餅,こんにゃく作り体験

愛知県豊根村の中でも特に自然が多く残
る三沢地区に「いこいの里」があります。
移り変わる四季の素晴らしさを満喫でき、
貸別荘ケビン・ＢＢＱ場・総合グラン
ド・テニスコートがあり、ファミリーや
グループでアウトドアライフを楽しむ
ベース基地としてご利用が最適です。

K-11
東三河（豊根村）



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２万円 ２０名以上～３０名まで３万円

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。

K-12
東三河（豊根村）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

えびせんべいの焼き上がる工程や袋詰めの行程が窓越
しにご覧いただけます。出来立てのえびせんべいがコン
ベアで流れてくるところが見所です。資料展示コーナーも
併設しており、えびせんべいについて学ぶことも出来ま
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 30～45分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少10名～最大400名
＊団体様でご予約いただければ少人数でも可

開催日時 毎日 ※年末年始等、工場休み有

価格 無料

販売手数料 要問合せ

予約締切日 当日可

キャンセル規程 無し

添乗員 見学無料、添乗員・乗務員専用休憩室有り

大型バス駐車場 あり 20台可

注意事項
工場内が休憩に入った場合や衛生管理日等、稼動して
いない場合がございます。詳しくはお問合せください。
基本自由見学※ガイド要相談

問い合わせ先
えびせんべいの里美浜本店
愛知県知多郡美浜町大字北方字吉田流52－1
TEL 0569-82-0248 FAX 0569-82-0676

【えびせんべいの里美浜本店】工場見学K-13
知多（美浜町）



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。

L



【 MIZKAN MUSEUM 】日本で唯一の酢の博物館見学と半田運河自由散策

半田赤レンガ建物から車で5分、名古屋から車で40分の好アクセス！

子どもから大人まで楽しめる
酢の体験型博物館

平日のみ

▲ミツカンミュージアムは日本で唯一の酢の博物館。目の前に広がる半田運河。

団体（30名以上）
受入れ可能

可能

企画・
商品内容

通常募集ツアーの受け入れは行っていないミツカン
ミュージアムが、平日限定で受け入れ可能に！
ミツカンミュージアムは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。ミツカンミュージアムの周りには半田運河があり、運
河沿いに建ち並ぶ醸造蔵など、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）
※見学30分のガイドなし「大地の蔵コース」もあり

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）以外 ※時間は要相談

価格
MIM入館料のみ
大人300円、中高生200円、小学生100円
（大地の蔵コースは大人100円、小中高生50円）

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週間前までに連絡）

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 館内ガイドツアーは、他のお客様と一緒のご案内です。

問い合わせ先 半田市観光協会 0569-32-3264

▲体験型コンテンツも充実していて、来場者の満足度も高い

L-01
知多（半田市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

味一筋に十九代。当社カクキューは、徳川家康公の生
誕地である愛知県岡崎市の岡崎城より西へ八丁（約870
ｍ）の距離にある八帖町（旧八丁村）で、江戸時代初期
から伝統製法で八丁味噌を造り続けております。工場見
学では、史料館や味噌蔵をガイドがご案内させて頂きま
す。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

5名～300名 （要相談）

開催日時 9時～17時 年末年始お休み （12/31・1/1）

価格 無料

販売手数料 大人（19才以上）一人100円

予約締切日 前日

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
バス1台ごとにガイドがご案内いたします。台数口の場合、
2台で1人のガイドがご案内させて頂く事もございます。

問い合わせ先
カクキュー八丁味噌の郷
愛知県岡崎市八帖町字往還通り69番地
TEL 0564-21-1355 FAX 0564-21-1382

【カクキュー八丁味噌の郷】工場見学
●本社事務所 （平成8年国の登録文化財に登録）

本社屋が建てられたのは昭和2年。
昔ながらの面影と教会のモダンな雰
囲気が一体化したようなデザインで
す。

●史料館
（平成8年国の登録文化財に登録）

明治40年に建築された当社で最も大きな仕込み蔵を修理・改築
したものです。伝統的な味噌造りの製法を実物大で展示してあ
ります。

●熟成蔵

八丁味噌の香りが染み付いた古い土
蔵と大きな杉桶。この中で味噌は独
特な風味を醸し出すまでじっくりと
天然醸造されます。

L-02
西三河（岡崎市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

延元2年（1337年）創業。伝統製法を守って造り続け、世
界20ヵ国以上に輸出している。巨大な木桶に仕込んで、
重石を積み上げて造る天然醸造の味噌蔵を見学。運が
良いと職人の石積作業を見れるかも。見学後は田楽の
試食や赤だしのお土産付。最後は味噌みやげが充実の
売店でお買い物。

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150名
＊人数に応じて、班分けをして実施

開催日時
年末年始を除き毎日可能
開始時間は9：00～16：20（12：00～13：00は除く）

価格 無料

販売手数料 旅行会社扱いのみ大人（18歳以上）1名につき100円

予約締切日 当日まで

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
旅行会社扱いのみ「味噌のすくい取り」が出来ます。
「味噌のすく取り」は有料です。

問い合わせ先
株式会社まるや八丁味噌
愛知県岡崎市八帖町往還通52
TEL 0564-22-0678 FAX 0564-23-0172

【株式会社まるや八丁味噌】八丁味噌の蔵見学

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）

L-03
西三河（岡崎市）



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。

M



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

江戸時代より続く酒蔵で、冷酒と和菓子を堪能後は、自分だ
けの日本酒を作っちゃおう！

所要時間 60分

最少催行人数
最大受入れ人数

最少人数：１０名
最大人数：30名

開催日時
開催日・時間とも応相談
時間は、午前10時から17時
60分間で御相談ください。

価格 ５００0円（冷酒、和菓子付き）

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）

注意事項

問い合わせ先
金銀花酒造株式会社
一宮市今伊勢町馬寄山之小路19
TEL 0586-73/3282 FAX 0586-73-3257

【金銀花酒造】冷酒と和菓子を堪能し、自分だけの日本酒作っちゃおう！M-01
尾張（一宮市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可（20名まで）

企画・
商品内容

濃尾平野のほぼ中央に位置する愛知県稲沢市で文政9
年（1826年）以来、清流・木曽川の伏流水をつかった酒
造りを続けています。
普段非公開の酒蔵を特別にお見せし、お酒が出来るま
での工程や蔵に関するお話、蔵内のご案内をいたします。
見学後は、看板商品「木曽三川」をはじめ、当社の技術
が結集した様々なお酒を試飲いただけます。気に入った
お酒はその場でお買い求めいただけます。
お好みの一本を稲沢の地で見つけてみませんか？

所要時間 60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

5名～20名（5名以下の場合は要相談）

開催日時 土日祝日を除く。（開催時間は要相談）

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 1週間前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 要確認

注意事項

問い合わせ先

内藤醸造株式会社
（愛知県稲沢市祖父江町甲新田高須賀52-1）
TEL：0587-97-1171 FAX：0587-97-2147 
HP：https://www.naitojouzou.com/

【株式会社内藤醸造】酒蔵特別見学と試飲体験

愛知県稲沢市で文政9年より190年以上続く酒蔵・酒造

試飲して気に入ったお酒は
その場で購入できます。

M-02
尾張（稲沢市）

https://www.naitojouzou.com/


団体（30名以上）
受入れ可能

可能

企画・
商品内容

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。
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(カブトビール試飲付きコースは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 年末年始以外は毎日 ※開始時間は要相談

価格
2,000円/ガイド1名＋常設展示室入場料200円/人
試飲を希望される場合は、別途340円/人
※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
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

圧倒的重厚感の歴史産業遺産で
明治時代のビールを味わう異体験

▲1900年にパリ万博で金賞を受賞したカブトビールが味わえる

▲かつてカブトビール工場だった半田赤レンガ建物は圧倒的な重厚感

名古屋からバスで35分とアクセス良好（知多半島道路半田中央ICから10分）

M-03
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

所要１時間未満で高い満足度！
半田運河に隣接する日本酒の博物館

▲200年間酒造りが行われていた酒蔵を博物館として活用。

団体（30名以上）
受入れ可能

可能

企画・
商品内容

“知多の半田は蔵のまち”と古くからの唄にも歌われるよ
うに、300余年の歴史を誇る醸造文化の地で、1972年ま
で約200年にわたって実際に酒づくりが行われていた酒
蔵をそのまま活用した、お酒の博物館。館内には酒造り
の道具が展示してあり、ガイドが酒造りについて解説し
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
最大受入れ可能人数

最小10名～最大30名

開催日時

休館日以外は毎日開催可能。１日につき１回～３回を想
定。開始時間は要相談
＜休館日＞
毎週木曜日（木曜日が祝日の場合は翌日）
年末年始（12／28～1／5）
盆休み（8月中旬）

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

隣接する日本庭園「半六庭園」も見学可能▲

周辺にはMIZKAN MUSEUMや半田運河も。徒歩で移動可能。

M-04
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。
※現在新型コロナウイルス感染症の対策として、密をさ
ける人数（再大受入れ20名）での開催とさせていただい
ております。

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」】団体向け酒蔵ガイドツアーM-05
知多（常滑市）



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。

N



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

蒲郡はいろいろな深さの魚が同時に水揚げされる
漁港があります。よって食通でもなかなか知らない
魚が水揚げされます。そこで「年間250日魚市場へ通う店
長」もしくは「蒲郡の魚を案内するローカルエキスパート
に認定された社員」が蒲郡の5種の美味しい魚を説明し、
店舗内で皿と箸を持って「つまみ食い」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2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
毎日可能
開始時間は応相談

価格 600円

販売手数料 15％

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 当日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 旅行の最終日でお願いします。

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

【形原漁港ヤマスイ】大将！“おいしい魚”チョット食べさせて！
形原漁港内の魚屋で蒲郡自慢の5種の魚介類を“堂々つまみ食い”

N-01
東三河（蒲郡市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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 約６０分（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-02
東三河（田原市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
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-03
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7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。

P



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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

特になし。
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(団体利用時)
・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）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

イタリアで古くから愛され３０００年もの歴史を持つ、エア
ルームトマトの栽培をしています。まごころこめて育てた
トマトの説明・解説をします。トマトの試食付き。３玉収穫
をして、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
＊５０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 １月～５月 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-02
東三河（田原市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

カラフルトマトの生産農家「宮じい」が丹精込めて栽培し
た自慢のトマトを紹介・ご説明します。カップ一杯分お好
きな色のトマトの収穫体験をお楽しみください。ご試食付
きです。

所要時間 約１時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

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

開催日時 １月～５月 開始時間は応相談

価格 １人 ５００円

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

【喜美農園】カラフルトマト収穫体験P-03
東三河（田原市）



いちじく、メロン、みかん、いちごなど、

生産量全国トップクラスのフルーツがあるのも愛知県の魅力。

各地のフルーツ狩りは人気プログラムのひとつです。

さらに、フルーツや抹茶を使ったスイーツも人気です。

Q



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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Q-01
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

応相談（25名以上の場合）

企画・
商品内容

半日でフルーツ園を満喫していただくプランです。

①バナナの収穫体験
園長のお話を聞きながらバナナ収穫体験ができます。 収穫した青バナ
ナはお持ち帰りいただけます（幼児以外お一人様1本)。さらに黄バナナ1
本、または当園産お土産付き♪

②本格窯焼きピザ体験
ランチには生地から作る本格窯焼きピザ体験！ トッピングには、当園
でとれたバナナ、レモンなどを使用します。自分たちの手で自由に作るこ
とができるので、普段とは変わったピザを楽しく、美味しく召し上がれます。

所要時間 3時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少15名～24名（大人１名以上の同伴が必要）

開催日時
不定期 10：30～13：30 （詳しくはHPで確認）
稲沢フルーツ園（https://inazawafruits.jimdofree.com/）

価格

大人（中学生以上）：3,000円 小学生：2,000円
小人（３歳以上～小学生入学前）：1,000円（ピザ無し）
幼児（3歳未満）：無料（収穫体験無し・ピザ無し・お土産無し）

＜オプション＞ 【※いずれも税込み】
・ピザ追加1枚：1,000円
・その他あり

販売手数料 なし

予約締切日 5日前まで

キャンセル規程 －

添乗員 －

大型バス駐車場 要確認

注意事項
・駐車場あり（現在9台… R3夏までに拡張予定あり）
・個人グループ（2名～14名）については、HPでご予約ください。

問い合わせ先

稲沢フルーツ園（愛知県稲沢市祖父江町祖父江南方26 ）

TEL：090-3936-0356 MAIL：inazawafruits.info@gmail.com 
ﾒｲﾝSNS：Instagram （inazawafruitsen で検索）

【電話対応は19時～21時のみ】

【 メールやSNSでのお問合せにご協力ください。 】

【稲沢フルーツ園】バナナの収穫と本格窯焼きピザ体験Q-02
尾張（稲沢市）

＜アクセス＞
◆お車でお越しの方
名古屋市から一般道で約40分
東海道自動車北陸線一宮インターから約20分
◆公共交通機関でお越しの方
名鉄尾西線山崎駅から車で約5分
新幹線岐阜羽島駅から車で約20分
※予約時にお申し出いただければ、山崎駅までの送迎可能です（7名まで）。

園長：石田正幸

嬉しいお土産付き

https://inazawafruits.jimdofree.com/


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Q-03
知多（常滑市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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。マンゴー
やパッションフルーツなどフルーツ狩り体験もできます。

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
毎日可能 営業時間１０時～２２時
開始時間は応相談

価格
大人１，０００円 子ども８００円（税込） トロピカルフルー
ツジュースと選べるフルーツのシロップ漬け付き
※入園のみは300円引き

販売手数料 ５％

予約締切日 ３日前まで

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

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

Q-04
東三河（田原市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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Q-05
東三河（田原市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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

価格
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

注意事項

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】いちご狩りQ-06
東三河（田原市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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 右料金表参照

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】いちご狩りQ-07
東三河（田原市）



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。

R



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

昭和23年の創業以来、椿の生産・販売・育種を続ける日本
で唯一の椿専門農園です。
数百種類の園芸品種を生産する農園を専門スタッフによる
ガイド付きで見学していただけます。園内には「椿の森」も
存在し、季節になると様々な椿が美しく咲き誇ります。椿の
話を聞きながら、美しい花々に囲まれる幸せな体験は当園
だけの貴重なものです。
見学後は、椿の森からミツバチが集めた、ここでしか味わえ
ない蜂蜜「椿はちみつ」を試食していただけます。食べた瞬
間に鼻から抜ける椿の香りと黒糖のような天然の甘み、そ
の濃厚な味わいを是非ご堪能ください。

所要時間 40分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大80名

開催日時 イベント開催時以外毎日可能 10：00～14：00

価格
1人につき300円
（入園チケットは300円のお買い物券付）

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
団体ツアーを企画された旅行事業者様には、ツアー参加者
数に応じた金額（一人あたり100円）をキャッシュバックしま
す。

問い合わせ先

椿園株式会社
（愛知県稲沢市祖父江町本甲大溝116）
TEL：0587-97-0641 FAX：0587-97-5496 
HP：https://www.satotsubakien.com/

【椿園】日本で唯一の椿専門農園
ガイド付き園内見学と椿はちみつの試食体験

花が好きなら一度は来てほしい。
そんな想いでお待ちしております。

椿園株式会社
代表取締役／三代目園主

佐藤 幹大

椿の生産農園

養蜂場
椿はちみつ生産農園

椿の森

椿はちみつ農園で咲く花を見て購入していただくこともできます。

お土産に是非どうぞ

R-01
尾張（稲沢市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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

最少１名～最大２０名
※新型コロナウイルス感染症対策のため縮小。

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-02
尾張（豊明市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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

最少１０名～最大２０名
※新型コロナウイルス感染症対策のため縮小。

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

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-03
尾張（豊明市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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「とよあけ花めし」１，０００円、「とよあけ花重」
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１０名～最大２０名
※新型コロナウイルス感染症対策のため縮小。

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

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

「とよあけ花めし」「とよあけ花重」
の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「とよあけ花重」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。

※写真はイメージです。
（季節により、花や内容は変わります。）

R-04
尾張（豊明市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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１０名～最大２０名
※新型コロナウイルス感染症対策のため縮小。

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

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。

※写真はイメージです。
（花は季節によって変わります。）

R-05
尾張（豊明市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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「とよあけ花めし」１，０００円、「とよあけ花重」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１０名～最大２０名
※新型コロナウイルス感染症対策のため縮小。

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

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

エディブルフラワーを
使ったオリジナル弁当

※写真はフラワーアレンジです。 ※写真は１，５００円の「とよあけ花重」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。

※写真はフラワーアレンジ、弁当ともにイメージです。
（季節により、花や内容は変わります。）

R-06
尾張（豊明市）



【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。

団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
２０２１年１１月２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

R-07
知多（阿久比町）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

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。

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

開催日時 開催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 ５％

予約締切日 ３日前まで

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

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）

【花名人 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-08
東三河（田原市）



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。

S



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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、工程を学ぶながら、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

価格 １，０００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。

S-01
尾張（犬山市）



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」に関連するスポットで、

より美しくなってください。

T



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
2021年10月1日～2022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T-01
尾張（犬山市）



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。

U



団体（30名以上）
受入れ可否

可能（新型コロナウイルス感染拡大状況により、要相談）

企画・
商品内容

古代中国で誕生した漢字は、ながい歴史のなかでさまざ
まに変化してきました。甲骨文などの古代文字から篆書が
つくられ、隷書、草書、行書、楷書がつくられました。また日
本では、漢字をもとに平仮名、片仮名がつくられました。
現在では、あらゆる書体が書作品に用いられています。
書体が異なれば書作品の雰囲気も自然と異なります。同じ
書体でも、文字そのものの形・構成を工夫することで、書に
はさまざまな表情が生まれます。
館蔵品展「文字の造形」では、さまざまな書体、文字構成
によって豊かな表情を引き出した作品を展示します。

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６０名

開催日時 １０月８日（金）～１２月１９日（日）

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】館蔵品展「文字の造形」

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

U-01
尾張（春日井市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能（新型コロナウイルス感染拡大状況により、要相談）

企画・
商品内容

“余白”の部分、つまり何も書かれていない部分の美をたい
せつにする感覚は、東洋の美意識の特徴といえます。水墨画
においても墨のついていない部分を生かして山水の情景を表
現し、能や雅楽といった芸能の世界でも、“間”が非常に重要
な意味をもっています。書においても余白の表現しだいで作
品の美しさが決まると言っても過言ではありません。
余白の表現は、墨の黒の表現と表裏一体です。白と黒との
絶妙なコントラストが、白を美しくみせ、黒を際立たせるのです。
この展覧会では、館蔵の書作品のなかから、余白の美しい
作品、余白に工夫を凝らしてさまざまな効果のあらわれた作
品をご紹介します。

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６０名

開催日時 １２月２２日（水）～３月６日（日）

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】館蔵品展「白と黒のコントラスト」

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

U-02
尾張（春日井市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能（新型コロナウイルス感染拡大状況により、要相談）

企画・
商品内容

俳句は書作品の題材としてしばしば用いられます。道風
記念館の所蔵品のなかにも俳句を書いた書作品が多くあり
ます。今回はその中から書家が俳人の句を借りて書いた作
品、俳句の作者が自ら筆をとった作品を展示します。
俳句を書いた書作品の見どころの一つに、余白の美しさ
があります。１７音を基本とした短い言葉で書くことによって
生まれる広々とした美しい余白は、俳句の余情と重なること
によって書としても文学としても深い趣のある雰囲気をつく
り出します。
書表現の美しさと、文学としての深いあじわいを感じてくだ
さい。

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６０名

開催日時 ３月１８日（金）～５月１５日（日）

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】館蔵品展「俳句の書表現」

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

U-03
尾張（春日井市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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）

未定U-04
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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23日（土）～12月19日（日）には、特別展「生誕120年記念
荻須高徳展 －私のパリ、パリの私－」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解説付きで特別
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15名～最大30名

開催日時
会期：10月23日（土）～12月19日（日）
【休館日：毎週月曜日】

価格

一般1,000円、高校・大学生800円、小・中学生100円

＜20名以上の場合は団体割引あり＞
一般800円、高校・大学生640円、小・中学生80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 －

添乗員 －

大型バス駐車場 2台（要予約）

注意事項

・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、観覧人数や
日時を制限させていただく場合があります。
・今後の新型コロナウイルスの感染状況、また市内小学生の団
体鑑賞授業の日程によっては、ツアーの受入をお断りする場合
があります。
・詳しくはお問い合わせください。

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：http://www.city.inazawa.aichi.jp/museum/

【稲沢市荻須記念美術館】団体ツアー限定！特別展 解説付き観覧

美術館外観

復元されたパリのアトリエ

特別展

「生誕120年記念 荻須高徳展
－私のパリ、パリの私－」

会期：10月23日（土）～12月19日（日）

パリに生きた画家・荻須高徳が美を感じ追求し
続けたパリの街並みやヨーロッパの風景を主軸
として、国内にある珠玉の代表作約80点を一堂
に会し、初期から晩年にかけてその画業を見渡
すことで、画風の変遷と確立を明らかにします。
また、画文集『私のパリ、パリの私 荻須高徳
の回想』に掲載された素描48点も展示します。

展示室

U-05
尾張（稲沢市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能（20名を超える場合は、班分けをして実施）

企画・
商品内容

平成4年（1992）に開館した、全国でも珍しい個人運営の
楽器資料館。館長自ら収集した世界の民族楽器の永久
保存と修理が目的。2階建てで弦楽器を中心に国別に展
示されている。館長亡き後は夫人が運営を受け継ぎ、予
約なしでは入館できない貴重な施設となった。閲覧後に、
喫茶室でくつろげるのも魅力。

所要時間 1時間程度

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少1名～
＊２０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時 10：00～17：00（要予約）

価格
大人500円 大学生400円 中学生300円 小学生200円
団体 各100円引き （団体は20名から）

販売手数料 なし

予約締切日 前日等でなければ、各ツアーの締め切りに準ずる

キャンセル規程 なし

添乗員 無料（コーヒーも無料）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

予約をして訪問したときだけ開館してもらう、あなただけ
の博物館です。館内閲覧後は、喫茶室でコーヒー等の
サービス（おつまみ付き）もあります。実際に演奏できる
楽器も展示されています。

問い合わせ先
舩橋楽器資料館
愛知県岩倉市八剱町石橋11
TEL 0587-37-5100

【舩橋楽器資料館】特別入館

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）

U-06
尾張（岩倉市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

天王川公園は、1920年開設で昨年は100周年。平成19年に
は「日本の歴史公園100選」に選定され、「日本の公園の父」と
も呼ばれた本多静六博士が手掛けた公園です。
地元ガイドの案内で天王川公園をめぐり「パークマイスター検
定 津島」で簡単なクイズを実施、パークランチ（主に地場産品
販売）で家族の遠足を企画し、コロナ禍で失った、「家族との時
間」を取り戻していただきます。
地元ガイドの案内で天王川公園にまつわる問題をクイズ形式
で解いていきます。順路→公園北端の尾張津島天王祭御旅所
▶丸池▶藤棚▶園内の野外ステージで検定結果発表▶パークラン
チ（園内）で団らんの順。

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30名
＊受入れ人数によって、班分けをして実施

開催日時 開催日時は応相談

価格 参加料 大人400円こども300円（ガイド料含む）

販売手数料 要問合せ

予約締切日 30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 津島神社において）

注意事項

パークランチは各自負担。 イベント等による混雑時期は開催
できない場合があります。 新型コロナウイルス感染拡大の状
況によって、内容の変更等あり。マスクを着用するなど各自で
感染症対策をお願いします。

問い合わせ先

一般社団法人津島市観光協会 事務局
〒496-0857 愛知県津島市南門前町一丁目８番地1
TEL 0567-28-8051 FAX 0567-28-8371
E-Mail：yokoi@tsushima-kankou.com

【天王川公園】公園で遊ぼ！家族で過ごそう！

クイズポイント
公園内（昭和30年11月当時）

クイズポイント
ウコン桜

焼き団子にしょうゆ糀
で作った特製のタレを
合わせます

～ パークランチ ～

・地場野菜で煮込んだ特製カレー
・あまざけの玉子焼き
・しょうゆ糀漬唐揚げ

れんこんパテの
ハンバーガー
もっちりヘルシー

クイズポイント
御旅所

クイズポイント
藤棚

クイズポイント
天王川公園 車河戸

U-07
海部（津島市）



【旧中埜家住宅】国重要文化財（建造物）解説付き見学体験

明治の浪漫感じる洋風住宅！
希少な国重要文化財の建築を解説付きで

団体（30名以上）
受入れ可能

不可

企画・
商品内容

旧中埜家住宅は、明治44（1911）年に第十代中埜半
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。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ともに、希
少な当時の設備を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～20名程度

開催日時 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 なし

注意事項

・駐車場はありません。公共交通機関をご利用くださ
い。また、お手洗い、空調設備もありません。
・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

▲日本におけるハーフティンバースタ
イルを取り入れた住宅の遺例として優
秀であり、明治後期の洋風建築の姿が
よく残されていること等が高く評価さ
れている

半田のまちの中心部。名鉄知多半田駅から徒歩５分。

U-08
知多（半田市）



【高浜市やきものの里かわら美術館】美術に出会い・感じる・学ぶ

団体（30名以上）
受入れ可否

可能（ただし新型コロナウイルス感染症の状況により、展示
室内が密になる場合は、複数の班に分かれてご観覧いただ
くなどの対応をお願いする場合があります）

企画・
商品内容

瓦や“やきもの”をはじめ、美術やサブカルチャーなど、様々
なジャンルの展覧会を行っています。
希望される団体には、学芸員が展覧会のみどころをご案内
いたします。

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
展覧会により異なる／中学生以下無料
※20名様以上の団体は2割引き

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

案内の所要時間は、ご希望に合わせることができます。
観覧案内を希望する場合は、事前にご連絡ください。
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

U-09
西三河（高浜市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

名古屋グランパスのホームスタジアムとして知られる、豊
田スタジアム。2019年にはラグビーワールドカップ2019™
が開催され、数々の感動を生み出した場所です。
見学ツアーでは、普段は見られない舞台裏やボランティ
アスタッフによる構造の解説など、特別感たっぷりの体
験ができます。

所要時間 約４０分～７５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

開催日時
※イベントや試合の開催状況により、受入可能日が変動
します。お問合せください。

価格
Ａコース ５００円／人（ギャラリー、ロッカールーム、
ウォームアップ室見学）
Ｂコース ８００円／人（Ａコースに内容＋プラスα）

販売手数料 なし

予約締切日 ３か月前より受付開始・２週間前締切

キャンセル規程 ご予約日の２０日前から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項

・イベントや試合の日程により受入可能日が変動するため、３
か月前より受付開始となります。
・状況により、ご案内するルートが変更になる場合がございま
す。新型コロナウイルス感染症の感染状況により、ご予約いた
だいた見学を急遽中止とさせていただく場合がございます。

問い合わせ先
豊田スタジアム 見学担当
愛知県豊田市千石町7丁目2番地
TEL 0565-87-5200 E-mail tour@toyota-stadium.co.jp

【豊田スタジアム】あの興奮の裏側をのぞいてみよう！スタジアム見学U-10
西三河（豊田市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

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。

所要時間

【安祥城址ガイドウォーク】
安祥城址と安城松平を巡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

最少催行人数
最大受入れ可能人数

５～５０名

開催日時
安城歴史博物館の休館日以外
安城歴史博物館の休館日は、毎週月曜日（祝日の場合
は開館）、年末年始

価格
ガイド料は無料。
ただし、安城歴史博物館の常設展観覧料は別途要。

販売手数料 なし

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 常設展ガイドは1回につき5人まで

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

安城歴史博物館観覧料
・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。

U-11
西三河（安城市）



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。

V



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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V-01
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

サーフィンの世界大会が開催された田原市のビーチで
サーフィン教室。プロサーファー鈴木勝大 指導の下、初
心者や女性も安心してサーフィン体験ができます。

所要時間 約2時間前後（ウェットスーツへの着替え時間含む）

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V-02
東三河（田原市）



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。

W



団体（30名以上）
受入れ可否

可能
★コロナウィルス感染状況を考慮して乗船人数を制限して設
定しています。

企画・
商品内容

佐久島はアートの島！島内に点在する２２個のアートはインス
タ映え間違いなし。蒲郡港及び西尾宮崎港からチャーター船
利用。島内でクイズラリーを行う企画です。※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。

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６０名（各コース）※通常ならば１２０名
＊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】 ２０２１年１１月７日（日）・２３日（火・祝）

価格
大人＠２，０００円、小人＠１，０００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。（昼食は手数料対象外）

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。
※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

クイズラリーのみの利用

※１１月はクイズラリーのみの販売もOK（＠1,000円）。但し、上
記クルーズ設定日は除外。20名以上で30日前までにお申し込
みください。おまた、一色港から毎日運航の定期船をご利用下
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】佐久島クルーズ＆クイズラリー（クルーズ設定日以外の11月はクイズラリーのみの販売可）

※貸切バスの場合、西尾宮崎港までは、名古屋駅周辺から約1時間、東名岡※崎ICからも約1時間。

【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

佐久島航空写真

アポロ

カモメの駐車場 ｱｰﾄｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰｶｰﾄﾞ

クルーズ船

W-01
西三河（西尾市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能
★コロナウィルス拡大抑制対策のため、人数を制限して設定
しております。

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

受入れ可能人数 最少１５名～最大２０名（通常３０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、お客様が多い場合
は増便し、乗船できないと言う事は過去にはございません。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

【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

※貸切バスの場合、西尾一色港までは、名古屋駅周辺から約1時間、東名岡※崎ICからも約1時間。

【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。）

W-02
西三河（西尾市）



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。

X



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、1回最
大80名で、複数回に分けて実施します。

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」X-01
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては人数を
縮小し、複数回に分けて実施します。

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】X-02
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

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。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては人数を
縮小し、複数回に分けて実施します。

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」X-03
尾張（犬山市）



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。

Y



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

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

１１月３・６・７・１３・１４・２０・２１・２３・２７・２８日
１２月４・５・１１・１２・１８・１９・２４・２５・２６日
１月２・３・８・９・１０日開催
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

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】明治建築を照らすイルミネーション

高校生以上の入村料がなんと５５０円！(通常2,000円～1,200円）
中学生以下の入村料は300円(通常700円)
※16時以降の入村に限る
※催事内容は予告なく変更・中止する場合があります。
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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Y-01
尾張（犬山市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能
★コロナウィルス拡大抑制対策のため、人数を制限して設定し
ております。

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／マイクロ２台で３０名迄に制限）

所要時間 約１時間４０分

催行可能人数
最少２０名～最大５０名 ※通常ならば１００名
※吉良温泉からの無料送迎バスは利用は３０名まで。

開催日時
【通年】※リクエストベースです。※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＠２，５００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

※貸切バスの場合、名古屋駅周辺から約1時間15分、東名音羽蒲郡ICから約1時間。

【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

Y-02
西三河（西尾市）



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。

Z
お食事処



内 容

2022年4月に創業100年を迎える老舗料亭「菊水」。
コロナをきっかけに創業以来初めてランチをスタートしま
した。ランチメニューの「季節のミニ会席」は大変ご好評
頂いております。また、日本庭園や室礼も大変拘ってお
り、料亭ならではの「おもてなし」を感じて頂けます。幅広
い年齢層に楽しんで頂けます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

30名様
※お座敷内にテーブルにてご用意。お膳スタイルも可。

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 不定休 ※お客様に合わせて営業しております。

団体向けメニュー

【平日昼限定】 ※土日ご希望の場合はご相談下さい。
①季節のミニ会席（3,800円プラン）※税込価格
②季節のミニ会席（5,000円プラン）※税込価格
※ドリンク費用は別途頂戴致します。

販売手数料
5％ ※プランの5%。また、プラン以外の場合はFood（お
料理代）の5%とさせて頂きます。

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） ※一般車両30台収容可。

注意事項

ご不明な点、ご要望等ございましたらお気軽にお問合
せ下さい。また、館内の様子は、ここでご紹介できないも
のもたくさんありますので、 Instagram、 Facebook、
Youtubeにてご確認下さい。@kikusui.138又は、料亭菊水
で検索下さい。アクセスも抜群です。ツアー実績あり。

問い合わせ先
料亭菊水
愛知県一宮市泉1-4-10
TEL 0586-71-1234 FAX 0586-71-1235

【料亭菊水】１００年続く老舗料亭で「和のおもてなし」

四代目亭主 外館

鶴の間 春ランチ

扇の間月の間

※館内はかなり広く、上記以外にも客室あり。（大宴会場2室、他６室）

Z-01
尾張（一宮市）

お食事



【美食一心】ツアー限定創作美食弁当

1,100円（税込み）

1,650円（税込み）

2,200円（税込み）

内 容

瀬戸市で人気の割烹料理店「美食一心」の創作美食弁
当をツアー限定で三種ご用意しました。
季節の食材が満載の美食弁当をご堪能ください。
昼食会場として、観光拠点施設「瀬戸蔵」の会議室も無
料で貸し出しいたします。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

40名分まで

営業時間
昼 全日 11：30～14：00（L.O.13：30）
夜 平日・土 17：30～22：00（L.O.21：30）
日・祝 17：30～21：00（L.O.20：30）

定休日 水曜日

団体向けメニュー 1,100円、1,650円、2,200円の3種（すべて税込み）

販売手数料 なし

予約締切日 10日前まで

キャンセル規程 前日50％、当日100％

添乗員 1,100円（税込み）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 写真はイメージです。内容は季節に応じて変わります。

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

Z-02
尾張（瀬戸市）

お食事



内 容

瀬戸市で人気の割烹料理店「美食一心」の懐石膳を、ツ
アーのお客様の好みやご年齢に合わせた内容でご提供
いたします。
季節の食材をふんだんに使った、見た目も美しい懐石膳
をご堪能ください。
ご希望がございましたら、ご予算に合わせたコース
料理もお作りいたします。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

34名
（座敷18席、テーブル10席、カウンター6席）

営業時間
昼 全日 11：30～14：00（L.O.13：30）
夜 平日・土 17：30～22：00（L.O.21：30）
日・祝 17：30～21：00（L.O.20：30）

定休日 水曜日

団体向けメニュー 2,200円（税込み）～

販売手数料 なし

予約締切日 10日前まで

キャンセル規程 前日50％、当日100％

添乗員 1,100円（税込み）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 写真はイメージです。内容は季節に応じて変わります。

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

【美食一心】ツアー限定 懐石膳

懐石膳 2,200円（税込み）※写真はイメージです

Z-03
尾張（瀬戸市）

お食事



内 容
和食、海鮮をメインに美味しいを追及し自信をもって営業
しております。
是非、当店で東海の味をご堪能ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

130名
座敷３０卓、テーブル１２卓、カウンター４席

営業時間
昼食 11:00～14:00
夕食 17:00～22:00（L.O.21:30）

定休日 年中無休

団体向けメニュー

名古屋御膳 １５００円（税込み）
「刺身三種盛り・海老フライ・ひきずり鍋・愛知のシラス
ご飯・漬物・茶碗蒸し・赤だし」
ひつまぶし御膳 １６２８円（税込み）

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 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
新型コロナウイルス感染症対策のため、営業日時が変
更になる可能性がございます。

問い合わせ先
黒潮本店
愛知県春日井市鳥居松町4-114
TEL 0568-83-0851 FAX 0568-83-0851

【黒潮本店】日本海流（黒潮）で育った本鮪が堪能できる店Z-04
尾張（春日井市）

お食事



内 容

JR春日井駅東へ徒歩5分。東海地区最大級マンモス居
酒屋全館420席。
豊富な居酒屋メニュー、会席料理、各種定食メニューもあ
り、お食事だけのお客様もご利用いただけます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

100名

営業時間
【火曜～日曜】11:00～13:30
【火曜～日曜】17:00～23:00（L.O.22:00）

定休日 月曜日

団体向けメニュー

ジャンボエビフライ定食（2,100円）
活アジ定食（1,450円）
トンカツ定食（950円）
どて煮定食(1,000円）末広定食（2,650円） 価格は税別

販売手数料 1名様につき100円

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
テーブル席は22名様まで。

問い合わせ先
日本料理末広
愛知県春日井市割塚町185
TEL 0568-83-1370 FAX0568-84-0335

【日本料理 末広】鮮魚料理、会席料理Z-05
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、サボテンのまち「春日井」ならではの食用サボテン
を使用した“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
11:00～14:00(L.O.13:30)
17:00～21:30(L.O.21:00)

定休日 月曜・第４火曜日（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～）
・コース料理各種（4,400円～）
・サボテンアイス（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Z-06
尾張（春日井市）

お食事



内 容

春日井で唯一本場の四川料理を味わえる店。
サボテンの町「春日井」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も豊富に味わえる。
テレビ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
11：00～14：00
17：00～23：00（22：30ラストオーダー）

定休日 水曜日、第3火曜日

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。
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
TEL0568-84-8359

【中華料理 四川】本格四川料理と絶品中華のサボテン料理Z-07
尾張（春日井市）

お食事



内 容

旬の食材を中心に、その時期の美味しい鮮魚や野菜を
使用した本格的な和食と、サボテンの町「春日井」で美
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
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。

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
11：00～15：00（14：30L.O）
17：00～22：00（21：00L.O）

定休日 月曜日（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）
・月替わり 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（価格は税込）

販売手数料 なし

予約締切日 ツアー開始前に要連絡

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出来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）
・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Z-08
尾張（春日井市）

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
あり１０台 駐車料金大型バス 1000円（ 1時間）
最大設定なし

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

Z-09
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

Z-10
尾張（犬山市）

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Z-11
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

Z-12
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】食事処「楽猿」Z-13
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

２０２１年４月１日（木）～２０２２年３月３１日（木）

２０２１年４月１日（木）～２０２２年３月３１日（木）

Z-14
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。
ご予算に応じてお作りすることも可能です

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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Z-15
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）
銀杏をふんだんに使用。

・その他ご予算に応じてお作りいたします。

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

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

Z-16
尾張（稲沢市）

お食事

https://www.shiroishi.biz/


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。ぜひ非お立ち寄りいただき、
その美味しさをご賞味ください。

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
17:00～21:30

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（税込 1,100円）
◆単品
・銀杏ラーメン（税込 930円）
・銀杏炒飯（税込 820円）
・銀杏のさくさく丼（税込 880円）

※その他、ご予算に応じて対応しますので、お気軽に
ご相談ください。

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 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 https://pekin.sobue.biz/

【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）

1,100円

中国料理

北京

Z-17
尾張（稲沢市）

お食事

https://pekin.sobue.biz/


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：2,200円
【夜】純系名古屋コーチン鍋：6,270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1,210円
大型バス駐車場が少し離れているため、事前にご相談
いただければ、お弁当のご用意も可能です。

大型バス駐車場

近隣にあり（要予約）
・土日祝のランチ時のみ、近隣のJA愛知北岩倉支店の
駐車場をご利用いただけます。
・駐車場の利用をご希望の場合、催行が決定した時点で、
以下までお知らせください。
いわくら観光振興会
TEL.0587-81-3368 FAX.0587-66-1189

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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尾張（岩倉市）
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内 容

日本三大地鶏のひとつで、地鶏の王様ともいわれる「名
古屋コーチン」料理の店。“完全予約制”の理由は、鶏を
食べるその日に絞めるから。鶏肉を使ったすき焼きで岩
倉名物の『ひきずり鍋』や、名古屋コーチンの旨みがたっ
ぷり溶け出した『水炊き』を味わえる。ふぐ鍋コースや会
席料理もあり。ランチのみ予約不要。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

30名
テーブル30席（お座敷にもできます）

営業時間
ランチ／１１：3０～１４：００（月～木）
＊団体予約の場合は土日祝も応相談
夕食／～２2：００（要予約）

定休日 不定休・１２／27～１／4

団体向けメニュー

・岩塩で食べる石焼膳（2,200円）
名古屋コーチンの味がもっともわかるお料理です。
・名古屋コーチン鍋（水炊きorすき焼き）のコース

4人前から。一人前5,500円

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・当日１００％

添乗員 名古屋コーチンカツ弁当（1,500円）

大型バス駐車場

近隣にあり（要予約）
・土日祝のランチ時のみ、近隣のJA愛知北岩倉支店の
駐車場をご利用いただけます。
・駐車場の利用をご希望の場合、催行が決定した時点で、
以下までお知らせください。
いわくら観光振興会
TEL.0587-81-3368 FAX.0587-66-1189

注意事項
ランチ以外は完全予約制。鍋コースは、前菜・串焼き・鍋
（水炊きorすき焼き）・ご飯（五目ご飯）・デザートで、飲料
代は別となります。

問い合わせ先
松月
愛知県岩倉市本町神明西10
TEL 0587-37-0276

【松月（しょうげつ）】純系名古屋コーチン日本料理

岩塩で食べる石焼膳

松月特製 ひきずり 松月特製 水炊き

Z-19
尾張（岩倉市）

お食事



内 容

県営名古屋空港近くの老舗レストラン
天然車海老を使用した【ジャンボエビフライ】が名物
揚げたてに自家製タルタルソースを乗せてどうぞ
団体様も利用可能なホール、お座敷があります。
駐車場も大型バスに対応致します。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１００名
座敷５０席、テーブル８０席、他テーブル席あり

営業時間
昼／１１：００～１４：００（ラストオーダー）
夜／１７：００～２１：３０（２０：００ラストオーダー）

定休日 水曜定休 月・火の夜はご予約宴会のみ

団体向けメニュー
・松定食（天然車エビのエビフライ付き） 1,980円(税込)
・天然車エビのジャンボエビフライ定食 3,190円(税込)
など、1,800円からご予算に応じて対応いたします。

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 別メニュー・無料サービスあり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

コロナ対策により人数を制限する場合があります。

キッチンくまホームページ
https://web-kuma.com/

問い合わせ先
キッチン くま
愛知県西春日井郡豊山町豊場若宮118
TEL 0568-28-2098 FAX 0568-28-2941

【キッチンくま】名物！！天然車エビのエビフライと自家製タルタルソース

【名物】天然車エビの
ジャンボエビフライ定
食

松定食
天然車エビのエビフライ付
き

食べタル（食べるタルタルソース）
５０年続く自家製タルタルソース。飯にかけ
て食べても美味しい。

Z-20
尾張（豊山町）

お食事



内 容

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１０２名
掘りごたつ２０席、テーブル２２席、２階テーブル６０席

営業時間
ランチ／１１：００～１４：３０（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（祝日の場合翌日）

団体向けメニュー

・青膳 １，８００円 （税別）
・尾張おもてなし膳 ２，２００円 （税別）
・名古屋コーチ食べ比べ膳 ２４６０円（税別）
＊その他お値段に応じてご用意いたしますのでご相談ください

販売手数料 １０％（１８００円税別以上）

予約締切日 一週間前まで

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円より）あります。

大型バス駐車場 あり（要予約）最大で３台まで停めれます。

注意事項

現在コロナ対策のために間隔をあけてご案内している為
通常の席数より少なくなっております。

その他のご質問は、お電話、または、下記HPまで
https://www.ko-chin-kawayoshi.com/

問い合わせ先
名古屋コーチン料理 釜めし 河良（かわよし）
愛知県西春日井郡豊山町青山金剛6−1
TEL 0568-28-6006 FAX 0568-28-6006

【名古屋コーチン料理 釜めし 河良】名古屋コーチン観光特別膳

・豊山、小牧、楠インターすぐ、国道41号線沿

・県営名古屋空港より車で約６分

・中部エリアの観光スポットにアクセス良好

・養鶏場直送の新鮮名古屋コーチンを使用

・広い駐車場と団体様用のフロア完備

・こだわりの釜めしを炊きたてでご提供

＊県営名古屋空港にお弁当配送可能＊

当店は、契約養鶏場より取り寄せる新鮮な名古屋コーチン
の逸品と創業３３年以来変わらぬこだわりの釜めしを名物
として掲げるお店です。愛知県の宝、日本一の地鶏
〝名古屋コーチン”を自慢の釜めしで織りなす、観光特別膳
を是非ツアーの合間のお食事にご利用くださいませ！！

第七回全国丼グランプリ親子丼部門金賞受賞の親子丼も！

Z-21
尾張（豊山町）

お食事



内 容

創業昭和５６年。県営名古屋空港の近くの、そば・
うどん・お食事処です。
「空港のそばのそば屋」として名古屋空港に国際線
がある頃から空港関係や地元の方々に親しまれてい
ます。自慢は手打ち麺と味噌カツ。どの料理もボ
リューム満点です。

お食事・宴会に心と味とサービス料金で最高のおも
てなしをいたします！

団体受入れ可能人数
（客席構成）

２階座敷５０名 離れテーブル座敷２０名
１階テーブル・座敷４４名

営業時間
ランチ／１１：００～１４：００
夕食／１７：００～２０：００（予約延長できます）

定休日
月曜夜の部
月曜祭日の時は翌日火曜夜の部

団体向けメニュー
・団体限定 特製名古屋定食（２，３００円税別）
・会席コースは２，５００円税別より、お弁当は５００円税
別よりご予算に応じてご相談させていただけます。

販売手数料 なし

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 別メニュー（７８０円税別より）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
詳しくは下記ホームページにてご覧下さい
8emon.jp

問い合わせ先
うどん・そば料理 八右衛門
愛知県西春日井郡豊山町豊場流川１５５
TEL 0568-28-2216 FAX 0568-28-1047

【うどん・そば料理 八右衛門】自慢の味噌カツ！特製名古屋定食

お弁当はお重タイプから行楽用、
法事用のお持ち帰りタイプまで
様々な型式をご用意しております

特製名古屋定食（2,300円税別）

Z-22
尾張（豊山町）

お食事



【半田赤レンガ建物】知多半島の食材を使用したお寿司とお弁当

大人数でも受け入れ可能！
明治の歴史産業遺産で味わう知多の味覚

▲お寿司（並）1,200円

半田赤レンガ建物は大型バス４台駐車可能。駐車場も広々。

▲お寿司（上）1,800円

▲寿司会席2,500円

Z-23
知多（半田市）

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

営業時間 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



【魚太郎蔵のまち】鮮度抜群！知多半島の魚屋が経営する人気の食事処

蔵のまち散策とともに！
団体受け入れ可能な海鮮料理の人気店

◀上寿司御膳
2,500円

半田運河蔵のまち周辺にあるので、周辺の観光の際に利用しやすい

Z-24
知多（半田市）

お食事

内 容

魚太郎・蔵のまちは、知多半島でとれた新鮮な海の
幸をご堪能いただける食事処です。隣にはオープン
カフェや知多半島中のお土産をそろえたショップを
備えています。半田運河沿いに立地し、ミツカン
ミュージアム（MIM）や国盛 酒の文化館などの市内
観光施設からも徒歩圏にあり、観光バスの駐車も可
能な駐車場を備えています。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

90席（10名様～）

営業時間
食事処：11:00～15:00（L.O.14:00）
※夜の利用はご相談ください。

定休日 カフェ：木曜定休 食事処：水曜定休

団体向けメニュー

・松華堂弁当 ・・・ 1,500円（税抜）
・寿司御膳 ・・・ 2,000円（税抜）
・上寿司御膳 ・・・ 2,500円（税抜）
・知多の幸御膳 ・・・ 3,000円（税抜）
※団体様メニューは昼席のみ10名様から承ります。
※メニューは相談可能

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 添乗員・乗務員は別メニューで要相談

大型バス駐車場 5台（要相談)

注意事項

問い合わせ先
魚太郎 蔵のまち
愛知県半田市中村町1-33-2
TEL：0569-89-7800／FAX：0569-89-7801



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Z-25
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Z-26
知多（半田市）

お食事



内 容

知多牛・知多豚・知多半島野菜・伊勢湾渡り蟹をフレンチ
でリーズナブルに頂ける常滑で人気の隠れ家ビストロ。
TVでも話題の常滑スイーツマカボンをはじめ、
専属パティシエによるスイーツも魅力。
団体・結婚式・２次会・貸切・各種パーティーなど、
特別コースなどにも対応させていただきます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

35名
座敷1席、テーブル15席

営業時間
ランチ／１１：００～１４：００（１３：３０ラストオーダー）
夕食／１８：００～２２：００（２１：１５ラストオーダー）

定休日 年中無休（メンテナンス休業あり）

団体向けメニュー

バルフルールコース 4250円
（旬のオードブル・渡り蟹パスタ・知多牛赤ワイン煮込み・
パティシエの豪華デザートetc…）
各種コースあり 2500円〜

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 別メニューあり

大型バス駐車場 あり

注意事項

貸切の場合は、
特別コース・お料理・時間など自由に設定していただけ
ます。（音響・プロジェクターなども完備）
飲み放題やアルコール・ノンアルコールもございます。
お気軽にご相談ください。

問い合わせ先
BISTROT Barfleur （ビストロバルフルール）
愛知県常滑市虹の丘2-145
TEL 0569-58-5448 FAX 0569-58-5449

【ビストロバルフルール】知多半島をフレンチで堪能！！話題の常滑スイーツ・マカボンも…

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）

Z-27
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／１７：００～２１：００（２０：００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Z-28
知多（常滑市）

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）

７０名
テーブル１５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（５，５００円～）
・アメリカンスタイルコース料理（５，５００円～）
・プレミアム飲み放題付きパーティプラン（６，６００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

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）

Z-29
知多（常滑市）

お食事



内 容

上品な懐石料理を味わえる老舗店。旬の素材を惜しげも
なく使った懐石メニューは月変わり。季節を感じる献立に
は新しい味が次々と登場する。昼には人気の限定定食
があり、たかだの味をリーズナブルに味わうことができる。
全部屋完全個室で、イス席、庭付き、最大６０名の宴会
会場等のお部屋を用意しています。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

６０名

営業時間
火～日 ランチ 11:30～14:00
火～日 ディナー 17:00～22:00

定休日 月曜

団体向けメニュー
お値段はご予算に応じ対応いたします。
たかだ定食２０００円（税込）
懐石料理３８５０円～（税込）

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（１１００円）あり

大型バス駐車場
あり（要予約）
＊店舗横もしくは、太田川駅前にて

注意事項

問い合わせ先
割烹たかだ
愛知県東海市横須賀町四ノ割7
TEL 050-5485-3952

【割烹たかだ】旬の食材を使った懐石料理Z-30
知多（東海市）

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堀ごたつ式です。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。
http://kai1000.jp/

団体受入れ可能人数
（客席構成）

2名～１０８名
掘りごたつタイプで人数によりお部屋の調整が出来ます

営業時間
昼の部11:00から14:00
夜の部 17:00から21:00

定休日 水曜日定休日（相談可）

団体向けメニュー
お昼のミニ会席ランチ1,430円（税込み）～2,090円
お昼のうなぎ料理1,760円（税込み）～4,290円
お昼の懐石料理 4,480円（税込み）～8,960円

販売手数料 ５％

予約締切日 人数の変更（前日18：00）

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 500円と1000円の幕の内弁当あり

大型バス駐車場 あり 大型バスだと8台分

注意事項

問い合わせ先

旬彩料理 懐仙
愛知県東海市養父町３丁目64
TEL（０５６２）３２－０１４２
FAX（０５６２）３３－０１４２

【旬彩料理 懐仙】旬の食材を使ったこだわりの和食

懐仙丼上
1650円（税込み）

日替わり会食
1650円（税込み）

いくらご飯と豆乳鍋会席
2090 円(税込み）

花かご会席
2090円(税込み）

鯛茶漬け会食
1650円（税込み）

ジャンボ天丼並
1430円（税込み）

懐石料理4480円 (税込み） 懐石料理5600円 (税込み）釜ひつまぶし3190円(税込み）

Z-31
知多（東海市）

お食事



内 容

地元の農家や企業からこだわって仕入れる食材で、40
年変わらぬ味を守り続けています。板長は板前歴40年を
超えた職人で、日本料理の道を極めてきました。そんな
経験豊富で腕の立つ自慢の板前たちが、寿司とおもて
なしで、お客様の舌と心を唸らせます。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。
HP https://syunsaifukishima.owst.jp/

団体受入れ可能人数
（客席構成）

70名 （＊コロナウイルス感染症対策のため現在は人数
制限しています）

営業時間
（団体受入可能時間）
平日ランチ／11時～13時

定休日 月曜日（12月30日～1月4日はお休みです）

団体向けメニュー

①（ランチ）ふき島セット2200円（税込）
②京割子3520円（税込）
③富木島割子2970円（税込）
④かにちらし割子2420円（税込）

販売手数料 １０％

予約締切日 前日14時まで

キャンセル規程 当日100％

添乗員 添乗員用で別メニューで1000円（税別）

大型バス駐車場 大型バス2台

注意事項

問い合わせ先
旬彩ふき島
愛知県東海市富木島町伏見１-11-12
TEL 052-604-0440

【旬彩ふき島】会席料理やお寿司

ふき島セット 2200円（税込）

京割子 3520円（税込）

Z-32
知多（東海市）

お食事



内 容
横須賀I.Cからすぐの好立地。
最大１２０名まで一席で作れる大型中華料理のお店です。
http://www.shukou-tokai.com/

団体受入れ可能人数
（客席構成）

７０名

営業時間
AM11：00～PM2：00
PM5：00～PM9：00（OS 9：30） 店内PM10:00まで

定休日 水曜定休

団体向けメニュー
日替り弁当￥７５０ （税込み）
日替りランチセット￥８９９ （税込み）
＊夜は要相談

販売手数料 なし

予約締切日 前日１４時まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 対応なし

大型バス駐車場 大型（１台まで）、中型小型はOK

注意事項

問い合わせ先
中国菜館 朱紅
愛知県東海市横須賀町天宝新田1-2
TEL 0562-32-3907

【中国菜館 朱紅】地元から愛される中華料理Z-33
知多（東海市）

お食事



内 容

味一筋に十九代。当社カクキューは、徳川家康公の生
誕地である愛知県岡崎市の岡崎城より西へ八丁（約870
ｍ）の距離にある八帖町（旧八丁村）で、江戸時代初期
から伝統製法で八丁味噌を造り続けております。八丁味
噌を使用し、国産・地産地消にこだわった食材を使用し
ております。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

60名

営業時間 11：00～14：00

定休日 年末年始（12/31・1/1）

団体向けメニュー
・八丁味噌の味噌すきやき御膳（2530円）
・八丁味噌の味噌坦々鍋御膳（1980円）
・八丁味噌の味噌煮込みうどん御膳（1650円）

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 お弁当（550円）あり

大型バス駐車場 あり

注意事項
・精算は現金又は前振込みでお願い致します。
・料理内容、器など変更になる場合もあります。

問い合わせ先
カクキュー八丁味噌の郷
愛知県岡崎市八帖町字往還通り69番地
TEL 0564-21-1355 FAX 0564-21-1382

【カクキュー八丁味噌の郷】団体様お食事

八丁味噌の味噌すきやき御膳 2530円

八丁味噌の味噌坦々鍋御膳 1980円

八丁味噌の味噌煮込みうどん御膳 1650円

・前菜 三種
・味噌すきやき鍋 みかわ牛

国産野菜
玉子 （プレミアムランニングエッグ）
豆腐 (国産大豆使用)

・きしめん 金とびきしめん
・味噌茶碗蒸し
・香の物
・ご飯 低農薬米
・デザート

・前菜 三種
・味噌坦々鍋 愛知県産豚しゃぶしゃぶ肉

国産野菜
豆腐 (国産大豆使用)

・きしめん 金とびきしめん
・刺身こんにゃく 酢味噌だれ
・香の物
・ご飯 低農薬米
・デザート

・前菜 三種
・味噌煮込みうどん 玉子（プレミアムランニングエッグ）

天かす
・刺身こんにゃく 酢味噌だれ
・香の物
・ご飯 低農薬米
・デザート

団体様お食事会場（最大60名様収容）

★料理内容、器等変更になる場合もございます。

Z-34
西三河（岡崎市）

お食事



内 容

清らかな水と空気、美しい自然に囲まれた額田地区で育った
「幻のお米」ミネアサヒ（１０月ごろから新米）と、各店舗の素材
の味を生かした鮎料理（１０月ごろまで）が堪能できます。ミネア
サヒは米粒がやや小さく、香り色つやが良く粘りがあり、炊きた
てはもちろん冷めても美味しいお米です。「東海道中膝栗毛」に
も登場した、こだわりの鮎料理、各店簿の四季折々料理を是非
ご賞味ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

かしやま／座敷50名 バーベキュー(室内）50名
男川やな／座敷100名バーベキュー(屋外11月迄）500名
Café柚子木／屋外テラス 15名 一升／座敷40名

営業時間
かしやま／11：00～22：00 Café柚子木／10：00～17：00
男川やな／10：00～15：00 一升／11：00～22：00

定休日
かしやま・一升／月曜日 ※祝日の場合は翌平日
男川やな／火曜日 ※団体予約は応相談
Café柚子木／月・火曜日 ※団体予約は応相談

団体向けメニュー

かしやま／鮎定食 3,000円～ BBQ 2,500円～
男川やな／鮎料理1,100円～ 里山料理 1,510円～
Café柚子木／竹取あゆめし物語1200円 BBQ3,500円～ 一升
／四季折々料理 昼席 2300円～夜席 3,300円～

販売手数料 １０％(税抜き）

予約締切日
かしやま／１ヶ月前まで Café柚子木／10日前まで
男川やな／10日前まで 一升／10日前まで

キャンセル規程
かしやま／当日100％ Café柚子木／ 当日100％
男川やな／前日50％、当日100％ 一升／当日100％

添乗員

かしやま／別メニュー無料
男川やな／おまかせ定食1,000円
Café柚子木／別メニュー無料
一升／おまかせ定食1,100円

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
●飲食物のお持ち込みはできません。
●ペットは入場できません

問い合わせ先

かしやま ＴＥＬ0564-82-3130
男川やな ＴＥＬ0564-82-2089
Café柚子木 TEL0564-83-2069
一升 TEL0564-83-2711

【おかざき鮎めし街道】鮎めしのお食事

TEL0564-82-3130

TEL0564-82-2089

TEL0564-83-2069

TEL0564-83-2711

Z-35
西三河（岡崎市）

お食事



松花堂弁当

内 容

・天守閣と同じ高さのレストランパリでのランチブッフェ。
40種類以上の品ぞろえに加え、ポーク・チキン・フィッシュ
の中から１品メイン料理が選べます。

・旬の食材を使用した本格和食の松花堂弁当。八丁味
噌を使用した岡崎ならではの食材を使用するなど、ご要
望にお応えしてご用意いたします。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

ランチブッフェ（レストランパリ) ～80名
松花堂弁当（バンケット会場） 20名～200名

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 無し

団体向けメニュー
・ランチブッフェ 2500円（税・サービス料込）
・松花堂弁当 2200円～（税・サービス料込）

販売手数料 ５％

予約締切日 ７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（１，０００円～）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

団体様15名以上は要予約。
松花堂弁当は事前予約制。

※社会情勢により営業形態の変更の可能性がございます。
予めご了承ください。

問い合わせ先
岡崎ニューグランドホテル
愛知県岡崎市康生町515番地33
0564-21-0116（宴会予約課）

【岡崎ニューグランドホテル】ランチブッフェ・松花堂弁当

ランチブッフェ

SkyRestaurantParis

料亭おとがわ

￥２,５００

￥２,２００～

Z-36
西三河（岡崎市）

お食事



内 容

竹膳料理は膳から器、はしにいたるまで、すべて竹細工
で作られた料理。もちろん料理の方もタケノコ中心。タケ
ノコの刺し身、てんぷら、でんがく、煮つけ、酢の物、吸い
物とまさにフルコース。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

200名
テーブル席70席、座敷130席

営業時間 11：00～14：00

定休日 不定休

団体向けメニュー タケノコご飯付き ￥1,540(込)

販売手数料 13％

予約締切日 2日前

キャンセル規程 特になし

添乗員 サービス

大型バス駐車場 あり

注意事項
10名様以上のご予約でご祈祷あり
その他茶碗蒸し付・鮎の塩焼き付コースあり
魚つき料理は水曜日以外で

問い合わせ先
竹膳料理の真福寺
愛知県岡崎市真福寺町字薬師山6
Tel 0564-45-4626 Fax 0564-45-2376

【真福寺】竹の子づくし「竹膳料理」

お料理内容（1,540円税込）
・煮物 ・天ぷら ・田楽 ・お刺身 ・酢の物
・漬物 ・お吸い物 ・炊き込みご飯

真福寺参道 太子堂（国重要文化財）

聖徳太子建立の密教寺院

10名様以上のご予約で、本堂での
ご祈祷あり

Z-37
西三河（岡崎市）

お食事



内 容

創業は明治中期、今や全国的に普及した「釜揚げうど
ん」の元祖。オリジナル粉から手でこねる手打ち麺は独
特の食感。最高級食材をたっぷり長時間かけて作った、
つゆは門外不出の味。特注の漆塗り桶に入った「釜揚げ
うどん」をはじめ、職人の技が伝える絶品の天ぷら、八丁
味噌を使った「煮込みうどん」も深い味わいと食感が人気。
移転前の店舗は東海道沿い。現在でも旧八帖町に位置
し、観光名所の八丁味噌蔵、岡崎城が至近距離にあり、
店内では手打ちうどんの実演を行っている。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

２階大広間テーブルイス席90名
※お座敷へ変更も可能

営業時間 １１：００～２１：３０（２１：００ラストオーダー）

定休日 不定休

団体向けメニュー

☆☆一番人気☆☆
煮込み膳 ２種（八丁味噌と醤油ベース）
天ざるうどん膳
天釜揚げうどん膳
（計４種類） １，５００円税別
（野菜天盛合せ・煮物・御飯・漬物・サラダ・デザート）
※他コースもご用意しております。

販売手数料 １３％

予約締切日 ご予約日の７日前まで

キャンセル規程 当日１００％

添乗員 別メニュー（５００円税別）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

特記事項
アレルギー対応致します。
Free Wi-Fi有
岡崎ICより車で10～15分

問い合わせ先
大正庵釜春本店 http://kamahalu.co.jp
愛知県岡崎市中岡崎町6-9
TEL:0564-21-0517 FAX:0564-25-0517

【大正庵釜春本店】元祖釜揚げうどんの老舗

２階舞台付き大広間イス席定員 90名

天釜揚げうどん膳天ざるうどん膳

八丁味噌煮込み膳
釜春(醤油ベース)煮込み膳

※団体様のご人数にあわせてお部屋をご利用頂けます。

Z-38
西三河（岡崎市）

お食事

http://kamahalu.co.jp/


【レストランＯｍｉ】黒毛和牛ステーキのお弁当

ペース

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

2,000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

Z-39
西三河（高浜市）

お食事



内 容

昭和9年建築のホテルで
本格的フレンチのコース料理をお楽しみください。
メインディッシュは文豪たちが愛したビーフカツレツ
蒲郡ホテル時代の味を再現しました。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

メインダイニングルーム２４名（テーブル・イス席）
２５名以上の場合は宴会場で受け入れ可能です

営業時間
ランチ／１１：００～１４：３０（１４：００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 なし

団体向けメニュー
・ランチC （10,000円コース）
・ディナーB （10,000円コース）
メインディッシュは伝統のビーフカツレツです

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（1,650円税込）あり

大型バス駐車場 あり（2台）

注意事項

問い合わせ先
蒲郡クラシックホテル
愛知県蒲郡市竹島町15-1
TEL 0533-68-1111 FAX 0533-68-1199

【蒲郡クラシックホテル】本格的フレンチコース

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）ホテル外観

ホテルロビー 伝統のビーフカツレツ

Z-40
東三河（蒲郡市）

お食事



内 容
渥美半島のうまいもんを満喫できる昼食プランをご用意
しています。名物！赤羽根港直送の「釜揚げしらす丼」を
ご賞味ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１４０名

営業時間 １０：００～１７：００（予約の場合１７：００以降も営業）

定休日 年中無休

団体向けメニュー 右図参照

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

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

【めっくんレストラン】団体様昼食プラン

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

１６５０円（税込）

釜揚げしらす丼 大あさり 小鉢3
種 味噌汁

１６５０円（税込）

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

１６５０円（税込）

めっくんはうす丼（小盛海鮮丼）
大あさり 小鉢3種 味噌汁

Z-41
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）

６０名
（テーブル９席）

営業時間 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】ハワイアンＢＢＱ

よくばりコンビ1280円（税別） スペシャルBBQ2人前

Z-42
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）

営業時間 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

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1,800円

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

Z-43
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 １，８００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。

Z-44
東三河（田原市）

お食事



内 容

伊良湖市場仲買人の店主が、地魚を中心に渥美半島の
食材を、お客様に提供いたします。
団体昼食プランは、８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（座敷）
洋宴会場 約４０名（椅子席）
小宴会場 約２０名（座敷）

営業時間
ランチ／１０：３０～１４：００頃
夕食／１５：００～２０：００（１９：３０ラストオーダー）

定休日 不定休

団体向けメニュー

・軽食ランチ １，８００円・２，０００円
・地魚ランチ ２，５００円
・おまかせ地魚料理 ３，５００円
・天然ふぐ料理・伊勢海老料理 ５，０００円より
・お子様ランチ １，０００円・１，５００円
その他、相談に応じて （料金は税別）

販売手数料 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％、前日正午３０％、前日５０％当
日７０％、当日連絡なしの場合１００％
人数変更は前日正午まで無料

添乗員 添乗員・乗務員(乗務員食 １，０００円税別)

大型バス駐車場 あり（２台可）

注意事項
受け入れ可能人数 バス２台分
大宴会場は３分割に仕切れます。

問い合わせ先
伊良湖岬地魚の宿 たかのや
愛知県田原市伊良湖町宮下3000-51
TEL 0531-35-6864 FAX 0531-35-6878

【たかのや】昼食メニュー

軽食ランチ 2,000円税別 地魚ランチ 2,500円税別

大宴会場

洋宴会場

地魚ランチ 1,800円税別
＋豚すき焼き付き・姿なしお造り
※乗務員食イメージ

※料理写真はイメージとなります。
食材は天然魚介類につき季節により異なります。

Z-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プランZ-46
東三河（田原市）

お食事



内 容

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 前面取消の場合 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】団体お食事プランZ-47
東三河（田原市）

お食事



内 容
「清水館といったらジンギスカン」と言われるほどファンの
多いメニューを、地元で採れた食材やその季節の美味し
いものと一緒にお召し上がりいただけます。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

５名～３０名
大広間４３畳（３分割可）

営業時間
ランチ／１０：００～１４：００
夕食／応相談

定休日 なし

団体向けメニュー
・ジンギスカンランチ（基本プラン１，６５０円）
・ジンギスカンランチフルコース（基本プラン＋１６５０円
＝３３００円）

販売手数料 なし

予約締切日 ５日前まで

キャンセル規程 当日は５０％

添乗員 ランチ定食を提供

大型バス駐車場 あり（無料）

注意事項 くるみ、ごまを使用しますのでアレルギー注意。

問い合わせ先
御宿 清水館
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場御所平45-1
TEL ０５３６‐８７‐２０２５ FAX ０５３６-８７-２１２５

【御宿清水館】豊根村の深山料理を楽しむ

県下最高峰茶臼山の山麓に位
置し、創業140年を迎える老舗
の御宿清水館。
地元の旬の食材を最高の状態
でご賞味いただくため、伝統
的な手法だけにとらわれるこ
となく、和食料理として丹精
込めて調理しています。

・第２東名新城ICから国道１５１号線、長野県飯田市方面
・東名名古屋ICから猿投グリーン道路、国道１５３号線足助経由
・新東名浜松いなさ北ICから三遠南信自動車道、鳳来峡ICから国道１５１号線
長野県飯田市方面

Z-48
東三河（豊根村）

お食事



内 容
一色産うなぎと自然薯の専門店です。自慢のタレで焼き
上げたうなぎ料理と、特製出汁で食べる自然薯料理をお
楽しみください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

７０名（コロナ対策時 ４４名）

営業時間
ランチ ：１１：３０～１４：００（L.O１４：００）
ディナー：１７：３０～２１：００（L.O２１：００）

定休日
月曜日
※団体予約の場合は営業可能なのでご相談ください

団体向けメニュー

じねんじょ御膳 １，４８０円
うなぎ御膳 １，９８０円
まんまる御膳 ２，４８０円 など
※ご要望に応じて相談承ります。

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 別メニューあり（１，０００円）

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項 事前のご相談で営業時間は適宜対応可能です。

問い合わせ先
うなぎ・じねんじょ・まんまる
愛知県豊田市前田町6-27-1
TEL 0565-41-6712 FAX 0565-80-3301

【うなぎ・じねんじょ まんまる】一色産うなぎと自然薯料理Z-49
西三河（豊田市）

お食事



内 容

一番人気の『元祖 極のカレーもつ鍋』は、和風だしと牛
脂スープを合わせた究極のカレースープ。カレーとモツ
の美味しいところだけをギュッと詰めたお鍋です。厳選プ
リプリの国産ホルモンは絶品！〆にはチーズリゾットが
おすすめです。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

７０名（コロナ対策時 ５０名）

営業時間
ランチ：11：30〜14：00（O.S 13：30）
ディナー：17：00〜22：00（O.S 21：30）

定休日 なし

団体向けメニュー

・WAKU家自慢の料理を集めたおすすめコース料理：
3,000円(税別)～
※ローストビーフやステーキランチをご予算に合わせて
団体特別メニューにすることも可能です。

販売手数料 １０％ ２０名以上２，０００円(税別)～(ランチ・コース)

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 ランチメニュー（６８０円（税別）～） あり

大型バス駐車場 大型駐車場料金/３，０００円(税別)→無料（要予約）

注意事項

問い合わせ先
げんき食堂WAKU家（プラザホテル豊田１Ｆ）
愛知県豊田市豊栄町1-88
TEL 0565-29-1811 FAX 0565-29-5163

【げんき食堂WAKU家】究極のカレースープで食べるもつ鍋

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）

Z-50
西三河（豊田市）

お食事


