
この行事は、愛知デスティネーションキャンペーン期間の10月から12月の特別な企画です。   

愛知デスティネーションキャンペーンおすすめの旅 

日次 月 行　程 食事

1 10-12月	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝× 
昼× 
夕○ 

2 10-12月	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝○ 
昼○ 
夕○ 

3 10-12月	

朝○ 
昼× 
夕× 

中部
国際空港

名古屋
市内
宿泊

リニア・鉄道館
絞りの里 有松散策

有松絞り体験・有松山車会館	

ホテル	

愛知の紅葉・黄葉みどころ 
 
 
 
 
 

約	
50分	

約	
30分	

約	
30分	

約	
40分〜120分	

普段は入ることのできない	
展示車両の車内特別公開	

約	
10分	

中部 
国際空港 

徳川美術館 
 
 

	
・豊根村 茶臼山高原                  10月中旬～10月下旬 	
・豊田市 香嵐渓 　　　                 11月中旬～下旬 	
・豊田市 小原四季桜                  11月中旬～下旬 	
・稲沢市 そぶえイチョウ　            11月中下旬～12月上旬 	
・犬山市 寂光院(尾張のもみじ寺) 11月下旬～12月上旬	

豊橋手筒花火特別放揚 
	
	11/17・18・23・24・25日に吉田城鉄櫓前で特別敢行!	

豊橋市内
宿泊

ホテル	

鳳来寺・鳳来山東照宮 特別拝観 
 
 
 

約	
60分〜100分	

約	
90分〜120分	

愛知旅行モデルコース
ご旅行日程 :  2018年 10月～12月  3日間

コ ー ス 名  :  

国宝「源氏物語絵巻」特別公開	

大須商店街 
ショッピング・グルメ探訪	

約	
15分	

約	
30分〜60分	

鳳来寺「真達羅大将」特別拝観	
　鳳来山東照宮「御宮殿」特別拝観	

鳳来寺山の紅葉 
11月上旬～11月中旬	

道の駅もっくる新城	

約	
120分	

おりもの感謝祭一宮七夕まつり 
（一宮市） 7月26日（木）〜29日（日）	
メイン会場の本町商店街周辺は、伝
統的な吹き流し飾りや仕掛けもの飾
りで彩られ、その下で 様々なパレー
ドが行われます。	

尾張津島天王祭まつり （津島市）
7月28日（土）・29 日（日）	
【ユネスコ無形文化遺産登録】 	
600年近くの歴史をもち、織田信長も
鑑賞したと伝わる祭り。川面を彩る
「宵祭り」と29日8時40分頃から催さ
れる若者10名が水中に飛び込み、
川を泳いで神社に布鉾を奉納する
「朝祭」が中心。 	

	

	

	

	

須成祭 （蟹江町）
8月4日（土）・5日（日）	
【ユネスコ無形文化遺産登録】	
 古来より疫病退散を祈願する祭りと
して受け継がれています。「車楽船
(だんじりふね)行事」 「神葭(みよし)
流し」に関わる一連の行事で構成。 	

刈谷万燈祭 （刈谷市） 
7月28日（土）・29日（日）	
愛知県の無形民俗文化財に指定さ
れている「刈谷万燈祭（かりやまんど

まつり）」は、刈谷市銀座にある秋葉
社の祭礼で、火難防除・町内安全を
祈願する祭りです。「天下の奇祭」と
呼ばれ、刈谷を代表する夏祭りです。 	

安城七夕まつり （安城市）
8月3日（金）～5日（日）	
1954年にスタートし、願いごとふんせ
んや願いごと短冊など、全国でもこ
こしか見られない貴重な イベントが
盛りだくさん。 	

三河一色 大提灯まつり （一色町）
8月25日（土）・26日（日）	
約450年もの長い歴史を持つ由緒あ
るまつりです。和紙で作られた6組12
張の大提灯の壮大さは 見るものを
圧倒し、灯が入るとそこに描かれた
古色豊かな時代絵巻が漆喰の夜空
に浮かびあがります。	

                                                                                                                                                                                             作成：平成30年8月16日	

記号： 	JR・私鉄 	バス･タクシー 	船舶 	徒歩　　　　　　　　　　　		

このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更になる場合がございます。　	

小原四季桜（豊田市） 

そぶえイチョウ（稲沢市） 

茶臼山（豊根村） 

香嵐渓・足助（豊田市）	

愛知の紅葉・黄葉	

茶臼山の紅葉
茶臼山は標高1,415mで、県内で一番早い紅葉シーズンを迎える。	

香嵐渓の紅葉
東海地方随一の紅葉の名所。約4,000本のもみじが黄や紅に染ま
る様は圧巻。	

小原四季桜
春と秋に花を咲かせる四季桜。小原地区には約1万本も植栽され
ていると言われ、秋の紅葉シーズンに開花すると、桜と紅葉の見事
な共演が目を楽しませてくれる。

そぶえのイチョウ
稲沢市祖父江町は、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。中には樹齢100年を超えるものもある。	

犬山の寂光院の紅葉
別名「尾張のもみじ寺」と呼ばれており、もみじの本数は約1,000本。
木曽川沿いにあることから、寒暖の差を受けて色鮮やかに染まる。	

寂光院（犬山市）	
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※ 料金は変更になる場合がございますので公式サイトでご確認ください。　	

大須商店街
名古屋 大級の商店街。萬松寺と大須観音
の門前町として栄え、一帯には広大なアー
ケード街が広がっている。約1,200店舗の中
には、衣料品店、雑貨屋、アニメグッズショッ
プなどや老舗の和食店、和菓子屋、なごや
めし料理、ピザ屋、トルコ料理などグルメも
魅力。	

大須商店街（名古屋市） 

モデルコースのポイント

有松・鳴海絞会館（名古屋市） 有松山車会館（名古屋市） 

有松（名古屋市） 

愛知デスティネーションキャンペーンおすすめの旅 

愛知旅行モデルコース
ご旅行日程 :  2018年 10月～12月  3日間

コ ー ス 名  :  

リニア・鉄道館
東海道新幹線を中心に、在来線から超伝導リニアまでの実物車両の
展示を通じて「高速鉄道技術の進歩」を紹介。	
人気は、実物車両のほか、東海道新幹線沿線の情景を再現したジオ
ラマ。デスティネーション・キャンペーン期間中は、普段は入ることので
きない展示車両の車内を特別公開。	
入場料　大人1,000円 火曜日休館　10:00～17:30 ( 終入館17:00)	 リニア・鉄道館（名古屋市） 

有松
400年以上の歴史を誇る絞り染めの産地で、絞商の豪壮な屋敷構え
と絞りに関わる人々の町家が混在して建ち並ぶ特色ある街並みが評
価され、2016年7月に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された。	
	

有松絞り体験実習
有松・鳴海絞会館では、絞りの歴史資料展示や実演を行っており、体
験実習を可能。	
資料室 大人300円 12月は水曜日休館　9:30～17:00	
体験はハンカチ1080円など。	
	

有松山車会館
有松にある3台の山車のうち、1台を定期的に展示。豪華飾り付けをし
た山車を、身近に見学可能。　	
大人200円 10:00～16:00	
	

鳳来山東照宮（新城市） 

鳳来寺山・鳳来寺（新城市） 

徳川美術館（名古屋市） 

徳川美術館
徳川家康の遺品をはじめ、初代義直以降の
尾張徳川家の歴代当主やその家族らの遺
愛品を中心に、総数1万件余りを所蔵する。
国宝「源氏物語絵巻」を特別公開。	
入場料　大人1,400円　月曜日休館　10:00～
17:00 ( 終入館16:30)	

道の駅もっくる新城
施設内では、新城市をはじめとする奥三河の特産物を販売しており、湯谷温泉の湯を利用
した足湯も併設され、観光情報も充実。	

豊橋手筒花火
手筒花火は豊橋が発祥で、450年以上の歴史があり、
五穀豊穣、無病息災などを祈る奉納行事。揚げ手が
筒を脇の横に両手でしっかりと抱えるように持ち、巨
大な火柱が天空に噴き出していく様子は大迫力。通
常、決まった祭礼の際にしか見ることができない手筒
花火を、11月土日に、吉田城鉄櫓前にて特別に放揚。
見学は無料。	
※特別放揚期日：11月17日(土)、18日(日)、	
　 23日(金・祝)、24日(土)、25日(日) 	

鳳来寺
703年開山の古刹で、真言宗五智教団の大本山。	
山岳修剣道の霊山として古くから信仰を集めた。　	
拝観料300円	
※「真達羅大将」を特別拝観。	
	

鳳来山東照宮
徳川家光が祖父である家康ゆかりの地であることを
知り、建立した宮で、国指定重要文化財。御宮殿は、
家光により江戸城内紅葉山東照宮から移奉されたも
ので、御神体が安置されている場所。	
拝観料500円	
※「御宮殿」を特別拝観。	

	
 ※特別拝観には観光ガイド(3000円/組)を申込む	
　　必要あり。	
    期間：10月14日(日)、21日(日)、11月4日(日)、	
　　　　　 11月18日(日)、12月2日(日)、16日(日)	

豊橋手筒花火（豊橋市） 


