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今年、31輌の山車が揃う「はんだ山車まつり」（10月6・7日開催／半田市）
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東海道をゆく

江戸と京を結ぶ道
～旅人が愛した宿場町に思いを馳せる～

エリア
特集

テーマ
特集

秋の祭り華やぐ
伝統

9～10月におこなわれる
地域の祭りやイベントなど

楽しみ
いろいろ東三河

穏やかな海を囲む
県内有数の観光エリア
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愛知の逸品が当たる
読者プレゼント！！

県を代表する土産品を多数ご用意！

特別
企画

※詳しくは19ページをご覧ください。
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勝川

新東名高速道路
（2014年度開通予定）

(額田IC） (新城IC）

（しおさい海道）

東海交通事業城北線

自動車専用道路

愛知観光MAP

愛知県観光協会ホームページ　http://www.aichi-kanko.jp/「愛知」のおもしろ情報が満載！ 愛知県観光ガイド12 2012.9▶10 2012.9▶10 13

桶狭間
古戦場伝説地
桶狭間
古戦場伝説地

桶狭間古戦場公園桶狭間古戦場公園

小牧山薪能小牧山薪能

あの町この町
ぐるっと探訪
あの町この町
ぐるっと探訪

朝倉の梯子獅子朝倉の梯子獅子

東浦のおまんと（駆け馬）東浦のおまんと（駆け馬）

はんだ山車まつりはんだ山車まつり

陶祖８００年祭記念「せともの祭」陶祖８００年祭記念「せともの祭」

藤川宿資料館藤川宿資料館
蒲郡オレンジパーク蒲郡オレンジパーク

三谷祭三谷祭
竹島竹島

恋路ヶ浜恋路ヶ浜

サンテパルクたはらサンテパルクたはら

旅籠 大橋屋旅籠 大橋屋

豊川稲荷豊川稲荷

蔵王山展望台蔵王山展望台

炎の祭典炎の祭典

豊橋総合動植物公園豊橋総合動植物公園
二川宿本陣資料館二川宿本陣資料館

宮の渡し公園宮の渡し公園

長久手の警固祭り長久手の警固祭り

休日特別割引
（土・日・祝） 50%OFF最大 0時～24時

通勤割引
（すべての曜日） 50%OFF最大 6時～9時

17時～20時100
km分

平日夜間割引
（祝日を除く月～金） 30%OFF最大 4時～6時

20時～24時

平日昼間割引
（祝日を除く月～金） 30%OFF最大

6時～20時100
km分

深夜割引
（すべての曜日） 50%OFF最大 0時～4時

平日昼間時間帯割引
（月～土） 15%OFF 6時～7時

13時～16時

日曜・祝日割引
（日・祝） 10%OFF 終　日

夜間割引
（すべての曜日） 10%OFF22時～0時

20%OFF
0時～6時

〈対象となる高速道路・一般有料道路〉
名神高速道路、東名高速道路、中央自動車道、
東海北陸自動車道、伊勢湾岸自動車道、東名阪自動車道、
東海環状自動車道

〈対象となる道路〉
知多半島道路、南知多道路、
知多横断道路（セントレアライン）、
中部国際空港連絡道路（セントレアライン）

・

NEXCO中日本 名古屋高速道路

※下記割引は普通車・軽自動車等の場合です。
※下記割引は平成24年7月1日現在の情報です。
※詳細は各道路会社のホームページ等をご確認ください。

夜間割引
（すべての曜日）

早朝割引
（すべての曜日）

愛知県道路公社

10%OFF
22時～0時

20%OFF
0時～6時

〈問合せ〉NEXCO中日本お客様センター
TEL.0120-922-229

〈問合せ〉名古屋高速お客様センター
TEL.052-919-3200

〈問合せ〉愛知県道路公社総務部
TEL.052-961-1621

高速・有料道路のETC割引情報愛知県内



※イベントは、諸事情により開催日・開催場所等が変更になる場合があります。

開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問合せ先／電話番号 開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問合せ先／電話番号

開催中 「アール・ヌーヴォーから
アール・デコへ」
ドーム ガラス作品展
ピエール・オーギュスト・
ルノワール 
絵画二作品特別展示

10月28日まで
大一美術館

（名古屋市）
大一美術館
052-413-6777

特別企画展
「ボストン美術館 日本美
術の至宝」

9月17日まで（前期）
9月29日～12月9日（後期）
名古屋ボストン美術館

（名古屋市）

名古屋ボストン美術館
052-684-0101

特別展
「名古屋港の生きもの
～都会の海で見つけた命～」

11月4日まで
名古屋港水族館

（名古屋市）
名古屋港水族館
052-654-7080

1土
TOKYO GIRLS 
COLLECTION 
in NAGOYA 2012

ナゴヤドーム
（名古屋市）

ナゴヤドーム（チケット関連）
052-719-2121
東京ガールズコレクション
実行委員会（イベント関連）
info_tgc@gw.tv

2日
イケメンユニット

「BOYS AND MEN」
ライブ

9月9・16日
名古屋テレビ塔

（名古屋市）
名古屋テレビ塔
052-971-8546

8土
ふるさと全国県人会
まつり2012

9日まで
久屋大通公園

（名古屋市）
読売新聞中部支社事業課
052-211-0083

陶祖800年祭記念
「せともの祭」

9日まで
尾張瀬戸駅前
および市内一円

大せともの協賛会
（瀬戸市商工会議所）
0561-82-3123

炎の祭典 豊橋市営球場
および周辺一帯

炎の祭典実行委員会
0532-53-7211

9日 へきなん油ヶ淵つり大会 油ヶ淵一帯 碧南市観光協会
0566-41-3311

トライアスロン伊良湖大会 伊良湖岬一帯 田原市商工観光課
0531-23-3522

ガン撲滅祈願祭 ガン封じ寺無量寺
（蒲郡市）

ガン封じ寺無量寺
0533-57-3865

11火
ノリタケミュージアム企画展

「フィギュアリンの造形」

2013年9月8日まで
ノリタケの森 
クラフトセンター

（名古屋市）

ノリタケの森 
クラフトセンター
052-561-7114

15土
きてみん奥三河in茶臼山
～Musicハーモニー
Festa～

16日まで
茶臼山高原

（豊根村）
茶臼山高原総合案内所
0536-87-2345

田原祭り 16日まで
田原市街地周辺

渥美半島観光ビューロー
0531-23-3516

仲秋のあかり祭
17日まで
安城産業文化公園
デンパーク

安城産業文化公園
デンパーク
0566-92-7111

刈谷総おどり・
コスプレフェスタ in KARIYA 刈谷駅周辺 刈谷市観光協会

0566-23-4100

ONE PIECE メモリアルログ
新世界編突入！！ in ラグナシア

2013年3月3日まで
ラグーナ 蒲郡 ラグナシア

（蒲郡市）

ラグーナ 蒲郡
インフォメーションセンター
0533-58-2700

ぶらりみてある記
トコトコ東海道

12月9日まで
（P.9をご覧ください）

愛知県観光協会
052-581-5788

16日 岩倉軽トラ市 八剱憩いの広場 岩倉市商工農政課
0587-38-5812

一豊まつり 黒田小学校
（一宮市）

一豊まつり実行委員会
0586-87-3618

にっしん夢まつり 日進市役所駐車場 日進市商工会
0561-73-8000

20木 童話の村秋まつり
10月3日まで
岩滑地区・
矢勝川周辺

半田市観光協会
0569-32-3264

22土
愛・地球博記念イベント

「モリコロパーク秋まつり」
23日まで
愛・地球博記念公園

（長久手市）
愛知県建設部公園緑地課
052-954-6491

尾張横須賀まつり
23日まで
愛宕神社周辺

（東海市）
横須賀まつり保存会
0562-32-0884

半田赤レンガ建物
一般公開

22・23日、29・30日
半田赤レンガ建物

半田市企画課
0569-84-0605

月見のあかり展
道の駅

「どんぐりの里いなぶ」
（豊田市）

どんぐりの里いなぶ
0565-82-3135

23日 秋葉まつり 知立神社 他
（知立市）

知立神社
0566-81-0055

27木 香嵐渓 月見の会 香嵐渓（豊田市） 足助観光協会
0565-62-1272

29土 科学技術映画上映会
「高度成長を支えた
日本のモノづくり」

10月28日までの
土・日開催
トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館

（名古屋市）

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館
052-551-6115

小牧山薪能 小牧山史跡公園
（雨天時は市民会館）

小牧市文化振興課
0568-76-1188

来る福 招き猫まつり 
in 瀬戸

30日まで
尾張瀬戸駅周辺

瀬戸市まるっとミュージアム・
観光協会
0561-85-2730

ふるさと満喫まつり
2012 東三河ふるさと公園 豊川市観光協会

0533-89-2206

とよた産業フェスタ 30日まで
豊田スタジアム

豊田商工会議所
0565-32-4596

30日 観月祭 真清田神社
（一宮市）

真清田神社
0586-73-5196

秋思祭（しゅうしさい） 岩津天満宮
（岡崎市）

岩津天満宮
0564-45-2525

青塚古墳まつり 青塚古墳
（犬山市）

大縣神社
0568-67-1017

東浦のおまんと（駆け馬）
  9月30日 村木神社
10月14日 入海神社、
　　　　  藤江神社
10月28日 稲荷神社

東浦町観光協会
0562-83-3111



開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問合せ先／電話番号 開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問合せ先／電話番号

6土
高浜のおまんと（駆け馬）
まつり

6・7日	 春日神社、
	 八剱社
13日　八幡社

（射放弓もあり）
14日　神明社

（射放弓もあり）
28日　神明宮

高浜市観光協会
0566-52-2288

はんだ山車まつり 7日まで
半田市内各地

はんだ山車まつり実行委員会
0569-84-0634

稲沢サンドフェスタ2012
7日まで
サリオパーク祖父江
（稲沢市）

稲沢サンドフェスタ
実行委員会
0586-51-7105

朝倉の梯子獅子 7日まで
牟山神社

知多市観光協会
0562-33-3151

秋季特別展
「徳川将軍の御成」

11月11日まで
徳川美術館
（名古屋市）

徳川美術館
052-935-6262

オンパク in 蒲郡 11月11日まで
蒲郡市内各地

蒲郡市観光協会
0533-68-2526

かにえ町民まつり
オータムフェスティバル

7日まで
蟹江町役場・体育館

かにえ町民まつり実行委員会
0567-95-1111

尾張津島秋まつり 7日まで
津島神社周辺

津島市産業振興課
0567-24-1111

抹茶の日記念行事 7日まで
西尾市役所敷地内

西尾茶協同組合
0563-57-2261

7日 有松天満社秋季大祭 旧東海道
（名古屋市）

有松・鳴海絞会館
052-621-0111

清洲城ふるさとまつり 清洲城周辺 清須市観光協会
052-400-2911

上高根警固まつり 上高根住吉社 豊明市生涯学習課
0562-92-8317

地球のチカラアカデミー
「自然のチカラ」

東邦ガス	
ガスエネルギー館
（東海市）

東邦ガス	ガスエネルギー館
052-603-2527

長久手の警固祭り 		7日　岩作地区
14日　長湫地区

長久手市生涯学習課
0561-56-0627

10水 陶（トウ）と灯（トウ）の日
INAXライブミュージアム
および市内各所
（常滑市）

陶と灯の日事業委員会
0569-34-3200

12金 おんべ鯛祭り 篠島漁業市場
（南知多町）

篠島観光協会
0569-67-3700

13土
尾張旭市民祭

（棒の手は14日）
14日まで
城山公園一帯

尾張旭市まつり実行委員会
0561-76-8132

足助まつり
（棒の手は14日）

14日まで
足助八幡宮・
足助町内（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

せと・あとりえ参道＆
せとめし広場

14日まで
深川神社参道、
瀬戸蔵屋外広場

瀬戸市まるっとミュージアム・
観光協会
0561-85-2730

猿投まつり（棒の手） 14日まで
猿投神社

豊田市観光協会
0565-34-6642

2012あいちを食べに
おいでん祭

諏訪ケヤキ並木周辺
（豊川市）

あいちを食べにおいでん祭
実行委員会
0533-89-2262

14日 小木田の棒の手 小木田神社 春日井市文化財課
0568-33-1113

五本棒おまんと奉納 小牧神明社 小牧市文化振興課
0568-76-1188

大名行列 杉森八幡社、
旧東海道赤坂宿一帯

豊川市観光協会
0533-89-2206

大脇の梯子獅子 大脇神明社 豊明市生涯学習課
0562-92-8317

蔵王山展望まつり 蔵王山展望台一帯
（田原市）

渥美半島観光ビューロー
0531-23-3516

15月 太々神楽と駒牽神事 真清田神社
（一宮市）

真清田神社
0586-73-5196

20土 TOYOTA 75 2013年4月14日まで
トヨタ博物館（長久手市）

トヨタ博物館
0561-63-5151

稲沢まつり
21日まで
国府宮神社参道、
稲沢中学校グランド外

稲沢商工会議所
0587-21-0502

挙母まつり 21日まで
挙母神社

豊田市観光協会
0565-34-6642

春日井まつり
21日まで
春日井市役所
およびその周辺

春日井まつり実行委員会
0568-85-6622

豊橋まつり
21日まで
豊橋駅から
豊橋公園一帯

豊橋まつり振興会
0532-51-2430

KARIYA洲原音楽祭 刈谷ハイウェイ
オアシス

刈谷市観光協会
0566-23-4100

名古屋まつり
21日まで
名古屋市内中心部、
久屋大通公園、
オアシス21など

名古屋まつり協進会
052-972-7611

ながくて
アートフェスティバル2012

11月4日まで
長久手市
文化の家  他

ながくてアートフェスティバル
実行委員会
0561-61-3411

21日 安良の棒の手 安良八王子社 江南市生涯学習課
0587-54-1111

西尾のおまんと（駆け馬）祭 中畑八幡社 西尾市観光協会
0563-56-2111

田貫の棒の手 田貫神明社 西尾市観光協会
0563-56-2111

大浜てらまちウォーキング 大浜てらまち
地区一帯

碧南市商工課
0566-41-3311

つぐ高原
グリーンパークまつり

つぐ高原グリーンパーク
（設楽町）

つぐ高原グリーンパーク
0536-83-2344

27土 あっちべたこっちべたフェスタ 28日まで
やきもの散歩道とその周辺

常滑市観光案内所
0569-89-6561

とこなめ窯屋まつり 28日まで
旧常滑高校（常滑市）

とこなめ焼協同組合
0569-35-4309

秋の犬山お城まつり 28日まで
犬山城下町（犬山市）

犬山観光案内所
0568-61-2825

よってらっ祭みてらっ祭
28日まで
下山支所駐車場

（豊田市）
香恋の里しもやま観光協会
0565-90-2530

知多市産業まつり
28日まで
市民体育館、勤労文
化会館、市役所周辺

知多市商工振興課
0562-33-3151

酒蔵の重陽の節供
28日まで
國盛 酒の文化館

（半田市）
國盛 酒の文化館
0569-23-1499

三谷祭
28日まで
三谷町内、三谷温泉
前海岸（海中渡御28日）

（蒲郡市）

三谷温泉観光協会
0533-68-4744

2012びさいまつり
28日まで
尾西庁舎駐車場、
尾西第一中学校、
ルート102（一宮市）

びさいまつり運営委員会
0586-62-9111

月見の宴 伊奈城址公園 豊川市観光協会
0533-89-2206

28日 田原市民まつり 田原市街地一帯 田原市商工観光課
0531-23-3522

小原文化まつり ザ・小原座 小原交流館 
ザ・小原座（豊田市）

小原交流館 ザ・小原座
0565-65-3711

筆まつり 岩津天満宮
（岡崎市）

岩津天満宮
0564-45-2525

金魚日本一大会 海南こどもの国
（弥富市）

弥富金魚漁業協同組合
0567-65-1250

30火 三河の菊まつり 11月8日まで
岡崎公園

岡崎市公園緑地課
0564-23-6399

みんなの菊花展 11月4日まで
阿久比町役場駐車場

阿久比町産業観光課
0569-48-1111

渥美半島菊花大会
11月11日まで
サンテパルクたはら

（田原市）
渥美半島観光ビューロー
0531-23-3516

中旬 南知多コスモス街道 11月中旬まで
豊丘地区（南知多町）

南知多町観光案内所
0569-62-3100

下旬 名古屋城菊人形・
菊花大会

11月下旬まで
正門（菊花大会は
西之丸広場）

（名古屋市）

名古屋城総合事務所
052-231-1700

大井平公園もみじまつり 11月中旬まで
大井平公園（豊田市）

いなぶ観光協会
0565-83-3200

※イベントは、諸事情により開催日・開催場所等が変更になる場合があります。
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おすすめの宿泊・観光施設ご案内（電話番号）　※施設名はエリア内および市町村内での五十音順表記

クラシックホテル
迎帆楼（犬山温泉）
名鉄犬山ホテル（犬山温泉）
八勝閣 みづのを（犬山温泉）
リバーサイド犬山（犬山国際ユースホステル）
尾張温泉観光ホテル（尾張温泉）

アイリス愛知
ウェスティンナゴヤキャッスル
ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋
サンプラザ シーズンズ
つちやホテル
名古屋観光ホテル
名古屋クラウンホテル（三ッ蔵温泉）
名古屋東急ホテル
名古屋マリオットアソシアホテル
西鉄イン名古屋錦
ビジネス和室 名龍
ホテルセントメイン名古屋
名鉄グランドホテル
名鉄イン 名古屋駅前
名鉄イン 名古屋金山
名鉄イン 名古屋錦
ローズコートホテル

コンフォートホテル中部国際空港
中部国際空港セントレアホテル
東横イン 中部国際空港本館オレンジサイド
ホテル・メッツォイン半田
名鉄イン 知多半田駅前
あいち健康の森プラザホテル
ホテル小野浦（海炎温泉）
活魚の美舟
海栄館 鯱亭（山海温泉）
グランドホテル山海館（山海温泉）
ホテル魚半日吉苑（内海温泉）
南知多観光ホテル大新（内海温泉）
まるは食堂旅館（南知多温泉）
篠島ヒルトップヴィラ 高峰荘
漁師民宿たから舟
大海老
サンホテル大陽荘
たくみ観光ホテル
日間賀観光ホテル
日間賀島いすず館
ホテル日間賀荘
ホテルやごべい

0586-24-6111
0568-61-2205
0568-61-2211
0583-85-4611
0568-61-1111
0567-95-3161
052-223-3751
052-521-2121
052-683-4111
052-774-0211
052-451-0028
052-231-7711
052-211-6633
052-251-2411
052-584-1111
052-209-5454
052-331-8686
052-242-2711
052-582-2211
052-571-3434
052-324-3434
052-951-3434
052-269-1811
0569-38-7211
0569-38-1111
0569-38-0045
0569-26-3888
0569-23-3434
0562-82-0235
0569-87-0368
0569-63-2200
0569-62-2525
0569-62-0218
0569-62-2088
0569-62-2211
0569-65-1315
0569-67-2119
0569-67-2024
0569-68-2144
0120-987-489
0569-68-2221
0569-68-2211
0569-68-2040
0569-68-2311
0569-68-2025

尾
　張

名
古
屋

知
　多

ホテル・旅館
一宮

常滑

半田

東浦
美浜

南知多

南知多
（篠島）

南知多
（日間賀島）

蟹江

犬山
（各務原）

名鉄イン 刈谷
ホテルクラウンパレス知立
紫翠閣とうふや（笹戸温泉）
ビジネスホテル松風
プラザホテル豊田
ホテル金泉閣（猿投温泉）
ホテル豊田キャッスル
ホテルフォレスタヒルズ
名鉄トヨタホテル
グリーンホテル三ヶ根
吉良観光ホテル（吉良温泉）
竜宮ホテル（吉良温泉）
福の神 吉良の庄
銀波荘（西浦温泉）
南風荘海花（西浦温泉）
西浦グランドホテル吉慶（西浦温泉）
冨士見荘（西浦温泉）
和のリゾートはづ（西浦温泉）
鈴岡（形原温泉）
山田館（形原温泉）
サンヒルズ三河湾（三谷温泉）
松風園（三谷温泉）
ひがきホテル（三谷温泉）
平野屋（三谷温泉）
ホテル明山荘（三谷温泉）
蒲郡ホテル（蒲郡温泉）
ホテル竹島（蒲郡温泉）
蒲郡クラシックホテル
シーパレスリゾート
豊鉄ターミナルホテル
伊良湖シーパーク＆スパ
伊良湖ビューホテル
松風苑（湯谷温泉）
湯谷観光ホテル 泉山閣（湯谷温泉）
はづ別館（湯谷温泉）
旅館ひさご（湯谷温泉）
休暇村茶臼山高原

0566-27-3434
0566-85-3939
0565-68-2331
0565-28-2797
0565-29-1811
0565-45-6111
0565-31-2211
0565-58-3500
0565-35-6611
0563-62-4111
0563-32-1181
0563-32-0234
0563-32-2905
0533-57-3101
0533-57-2101
0533-57-6111
0533-57-3111
0533-58-1811
0533-57-8111
0533-57-6131
0533-68-4696
0533-68-6611
0533-69-4111
0533-68-5161
0533-68-4641
0533-68-1300
0533-69-1256
0533-68-1111
0532-32-8811
0532-56-1100
0531-35-1500
0531-35-6111
0536-32-1578
0536-32-1535
0536-32-1211
0536-32-1252
0536-87-2334

西
三
河

刈谷

東
三
河

蒲郡

豊橋

田原

新城

豊根

知立

豊田

西尾

犬山カンツリー倶楽部
お菓子の城
小牧コロナワールド
品野陶磁器センター
トヨタ博物館
長久手温泉ござらっせ

大一美術館
中京競馬場
徳川美術館
トヨタテクノミュージアム 産業技術記念館
名古屋港水族館
名古屋テレビ塔
ナゴヤドーム
名古屋ボストン美術館
ノリタケの森
東山ガーデン
ブラザー コミュニケーション スペース
御園座
名鉄レジャック

東邦ガス  ガスエネルギー館
ＩＮＡＸライブミュージアム
盛田味の館
国盛・酒の文化館
博物館「酢の里」
観光農園花ひろば
安城産業文化公園デンパーク
岡崎駒立ぶどう狩組合
男川やな
IPC わんわん動物園
吉浜人形
一の谷
広瀬やな
西尾劇場
蒲郡オレンジパーク
ラグーナ蒲郡
サンテパルクたはら
シーサイドファーム伊良湖
ニュー渥美観光
マルカ農園観光
道の駅　田原めっくんはうす
寒狭川広見ヤナ

0568-61-2281
0568-67-8181
0568-72-9226
0561-41-1141
0561-63-5151
0561-64-3511
052-413-6777
052-623-2001
052-935-6262
052-551-6115
052-654-7080
052-971-8546
052-719-2121
052-684-0101
052-561-7290
052-698-4611
052-824-2227
052-222-8200
052-581-8831
052-603-2527
0569-34-8282
0569-37-0733
0569-23-1499
0569-24-5111
0569-65-2432
0566-92-7111
0564-45-5151
0564-82-2089
0564-26-3884
0120-11-4480
0565-62-0508
0565-41-2359
0563-56-8952
0533-68-2321
0533-58-2700
0531-25-1234
0531-38-0031
0531-32-0636
0531-45-3167
0531-23-2525
0536-36-0201

真清田神社
尾張大国霊神社（国府宮神社）
尾張三霊場会（地泉院、大徳院、西福院）
祖父江 善光寺東海別院
大縣神社
継鹿尾観音寂光院
針綱神社
成田山大聖寺
桃太郎神社
津島神社

熱田神宮宮庁
野間大坊・大御堂寺
岩津天満宮
真福寺
知立神社
ガン封じ寺無量寺
豊川閣妙厳寺

うな善（うなぎ料理）
か茂免（老舗料亭、ウェディング）
THE KAWABUN NAGOYA（レストラン）
グランス パティスリー（洋菓子）
札幌かに本家（蟹料理／名古屋駅前店）
札幌かに家（蟹料理／名古屋店）
すたみなバイキング（バイキング料理／吹上店）
マルナカ食品センター（海産物販売・飲食店）
矢場とん（とんかつ料理／矢場町本店）

鯛祭り広場（水産加工品販売）
豊浜魚ひろば（海産物販売）
えびせんべいの里（煎餅菓子販売）
魚太郎（海産物販売・飲食店）
大正庵釜春（釜揚げうどん）
スタミナ刈谷（バイキング料理）
一色さかな広場（海産物販売）
松鶴園（抹茶販売）
かさすぎ（郷土料理）
味のヤマスイ（海産物販売）
魚や長栄（海産物販売）
和食処松屋（和食、いなり寿司）
きく宗（田楽料理）

0586-73-5196
0587-23-2121
0587-97-1828
0587-97-0043
0568-67-1017
0568-61-0035
0568-61-0180
0568-61-2583
0568-61-1586
0567-26-3216
052-671-4151
0569-87-0050
0564-45-2525
0564-45-4533
0566-81-0055
0533-57-3865
0533-85-2030

052-551-5235
052-931-8506
052-222-0020
052-982-6255
052-583-0012
052-562-0001
052-733-7639
052-581-8111
052-252-8810
0569-65-0323
0569-65-0483
0569-83-0120
0569-82-6188
0564-21-0517
0566-23-9646
0563-72-3700
0563-54-3300
0536-35-0955
0533-57-1155
0531-45-2429
0533-86-2825
0532-52-5473

尾
　張

名
古
屋

知
　多

犬山

長久手

小牧

瀬戸

常滑

東海

半田

南知多

西
三
河

安城

高浜

西尾

豊田

東
三
河

蒲郡

田原

新城

岡崎

尾
　張

名古屋

知多

一宮

津島

稲沢

犬山

美浜

西
三
河
東
三
河

東
三
河

新城
蒲郡
田原

豊川

豊橋

岡崎

蒲郡

知立

豊川

名
古
屋

知
　多

南知多

美浜

西
三
河

岡崎
刈谷

西尾

観光施設 神社・仏閣

飲食・土産店

尾張

名古屋

西三河
東三河知多
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入場割引券
◎大人、高校・大学生200円OFF　◎小学・中学生100円OFF

アール・ヌーヴォーからアール・デコへ
ドーム ガラス作品展

開催中


