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犬山城下、満開の桜とからくり車山（やま）／犬山祭

 色づき染まる、情緒豊かな
「桜」と「藤」

春に咲く花々の薫り

S E A S O N A B L E  S I G H T S E E I N G  A I C H I

エリア特集〈尾張〉

春休み！子どもと行きたい
手作り体験スポット

夢中になって時間を過ごせる
テーマ特集

小牧・長久手の
戦い 秀吉の大作戦開始から

蟹江城の激戦まで

各地で感じる
春のいぶき

3～4月に開催される祭り・イベント
イベント情報

武将たちの夢の跡〈後編〉
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木曽川堤木曽川堤

フラワーパーク江南フラワーパーク江南

サイトウハムサイトウハム

スカイワードあさひスカイワードあさひ
愛知県森林公園愛知県森林公園

お菓子の城お菓子の城

愛知環状鉄道沿線の旅愛知環状鉄道沿線の旅

せと陶祖まつりせと陶祖まつり

愛知県陶磁資料館愛知県陶磁資料館

小牧・長久手の戦い小牧・長久手の戦い

五万石藤まつり五万石藤まつり

男川やな男川やな

新城さくらまつり新城さくらまつり

竹の和竹の和豊川市 桜まつり豊川市 桜まつり

広藤園藤まつり広藤園藤まつり

曼陀羅寺公園曼陀羅寺公園

五条川五条川

天王川公園天王川公園

森津の藤森津の藤

常滑 春の山車まつり常滑 春の山車まつり

えびせんべいの里えびせんべいの里

たけとよ春まつりたけとよ春まつり

清洲公園清洲公園

小牧山小牧山

チューリップフェアチューリップフェア

国宝犬山城国宝犬山城

デンパークデンパーク

坂井海岸

西海岸 東海岸

乙方海岸

一色海岸
衣崎海岸 宮崎東海岸

西幡豆・鳥羽海岸 東幡豆海岸・前島
松島漁場

前ノ尻海岸

形原海岸

竹島海岸
水神海岸
大島

梶島

佐久島大浦海岸

吉田海岸

山田海岸

大島
【期　間】3/12（火）～6/23（日） C-4
【問合せ】三谷漁業協同組合
　　　　TEL.0533-68-5131
三谷海岸

【期　間】3/12（火）～6/27（木） C-4
【問合せ】三谷海岸 ビーチボックス 
　　　　TEL.0533-67-6242
小中山（福江港南東）

【期　間】2/27（水）～6/26（水） C-5
【問合せ】小中山漁業協同組合 
　　　　TEL.0531-32-0219
伊川津（古田町）

【期　間】2/26（火）～6/11（火） C-5
【問合せ】渥美漁業協同組合 
　　　　TEL.0531-32-2332
白谷（白谷運動公園東）

【期　間】3/16（土）～6/23（日） C-5
【問合せ】渥美漁業協同組合田原事務所
　　　　TEL.0531-22-1215

田
原
市

蒲
郡
市

松島漁場
【期　間】3/1（金）～5/13（月） C-4
【問合せ】蒲郡漁業協同組合西浦支所 
　　　　TEL.0533-57-6155
前ノ尻海岸

【期　間】3/1（金）～6/9（日） C-4
【問合せ】蒲郡漁業協同組合西浦支所
　　　　TEL.0533-57-6155
形原海岸

【期　間】4/8（月）～6/11（火） C-4
【問合せ】蒲郡漁業協同組合形原支所
　　　　TEL.0533-57-2191
竹島海岸

【期　間】4/8（月）～6/9（日） C-4
【問合せ】蒲郡漁業協同組合竹島支所
　　　　TEL.0533-69-2727
水神海岸

【期　間】3/11（月）～6/27（木） C-4
【問合せ】三谷漁業協同組合
　　　　TEL.0533-68-5131

蒲
郡
市

吉田海岸
【期　間】3/12（火）～6/23（日） C-4
【問合せ】吉田漁業協同組合
　　　　TEL.0563-32-0146
宮崎東海岸

【期　間】2/27（水）～6/23（日） C-4
【問合せ】西三河漁業協同組合吉良支所
　　　　TEL.0563-32-0224
梶島

【期　間】2/27（水）～6/23（日） C-4
【問合せ】西三河漁業協同組合吉良支所
　　　　TEL.0563-32-0224
西幡豆・鳥羽海岸

【期　間】3/11（月）～6/12（水） C-4
【問合せ】幡豆漁業協同組合
　　　　TEL.0563-62-2176
東幡豆海岸・前島

【期　間】3/12（火）～8/8（木） C-4
【問合せ】東幡豆漁業協同組合
　　　　TEL.0563-62-2068

西
尾
市

乙方海岸
【期　間】3/26（火）～6/28（金） B-5
【問合せ】南知多町観光案内所
　　　　TEL.0569-62-3100
山田海岸

【期　間】3/26（火）～6/28（金） B-5
【問合せ】南知多町観光案内所
　　　　TEL.0569-62-3100
一色海岸（さかな広場西）

【期　間】3/28（木）～6/23（日） B-4
【問合せ】西三河漁業協同組合一色支所 
　　　　TEL.0563-72-8281
衣崎海岸

【期　間】2/28（木）～6/24（月） C-4
【問合せ】衣崎漁業協同組合
　　　　TEL.0563-72-8570
佐久島大浦海岸

【期　間】3/15（金）～6/23（日） C-5
【問合せ】西三河漁業協同組合佐久島支所
　　　　TEL.0563-79-1231

南
知
多
町

西
尾
市

坂井海岸
【期　間】4/8（月）～8/10（土） B-4
【問合せ】常滑市観光案内所
　　　　TEL.0569-34-8888
西海岸（上野間、奥田北・中・南）

【期　間】3/26（火）～8/24（土） B-4
【問合せ】美浜町観光協会
　　　　TEL.0569-82-1111
東海岸（上村、大池、河和口、矢梨）

【期　間】3/26（火）～6/28（金） B-4
【問合せ】美浜町観光協会
　　　　TEL.0569-82-1111

常
滑
市

美
浜
町

開催日・時間については各問合せ先に
ご確認のうえ、お出かけください。
※悪天候の場合は中止となります。

潮干狩り情報
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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 川売（かおれ）梅花まつり 28日まで
新城市海老

新城市観光協会
0536-32-0022

いなぶのひなまつり
4月14日まで
どんぐり工房
および稲武商店街
周辺（豊田市）

いなぶ観光協会
0565-83-3200

ドラマチック大陸
風景画でたどるアメリカ

5月6日まで
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

大竹伸朗「焼憶展」
6月9日まで
INAXライブ
ミュージアム

（常滑市）

INAXライブミュージアム
0569-34-8282

1金 城山公園さくらまつり 10日まで
城山公園一帯

尾張旭市観光協会
0561-52-6500

2土 いなざわ梅まつり
3日まで
愛知県
植木センター

稲沢市観光協会
0587-22-1414

布川花祭り 3日まで
布川集会所

東栄町経済課
0536-76-1812

3日 スキー場感謝祭 茶臼山高原
スキー場（豊根村）

茶臼山高原スキー場
0536-87-2345

ガン封じ寺初不動大祭 ガン封じ寺・無量寺
（蒲郡市）

ガン封じ寺・無量寺
0533-57-3865

5火 秘仏観音おいただき 寂光院（犬山市） 寂光院
0568-61-0035

8金
マラソンフェスティバル
ナゴヤ・愛知2013

10日まで
ナゴヤドーム

（名古屋市）

マラソンフェスティバルナゴヤ・
愛知 実行委員会事務局
052-201-1560

10日 大縣神社　豊年祭 大縣神社（犬山市） 大縣神社
0568-67-1017

12火 開扉（おみと）祭 津島神社 他
（津島市）

津島神社
0567-26-3216

16土
旅まつり名古屋2013
～旅と宿と人のふれあい～

17日まで
久屋大通公園　
久屋広場・光の広場

（名古屋市）

旅まつり名古屋
実行委員会
052-202-1677

半田春の山車まつり 17日まで
乙川地区

半田市観光協会
0569-32-3264

フラワーフェスティバル
5月6日まで
安城産業文化公園
デンパーク（安城市）

安城産業文化公園
デンパーク
0566-92-7111

17日 野間大坊 ねはん会 野間大坊（美浜町） 野間大坊
0569-87-0050

18月 大池公園桜まつり
4月14日まで
大池公園
※催事は4月7日

東海市観光協会
0562-32-5149

20水㊗
セラモール
創業祭ウィーク

24日まで
セラモール

（常滑市）

とこなめ焼卸団地
協同組合
0569-43-7111

チューリップフェア サンテパルクたはら
（田原市）

サンテパルクたはら
0531-25-1234

21木 新城さくらまつり 4月14日まで
桜淵公園

新城市観光協会
0536-32-0022

献書大会（展覧会）
25日まで
真清田神社

（一宮市）
真清田神社
0586-73-5196

23土 桜まつり（碧南）
4月14日まで
明石公園を始め
市内4ヵ所

碧南市観光協会
0566-41-3311

瀬戸万博記念公園
「愛・パーク」
開園4周年イベント

瀬戸万博記念公園
「愛・パーク」

瀬戸市まるっと
ミュージアム・観光協会
0561-85-2730

奥山田のしだれ桜まつり 4月4日まで
岡崎市奥山田町

岡崎市観光課
0564-23-6384

つくばの里梅まつり 24日まで
最光院（豊田市）

旭観光協会
0565-68-3653

25月 一宮桜まつり
4月10日まで
大江川河畔、
木曽川堤 他

一宮市観光協会
0586-28-9131

豊川市桜まつり
4月13日まで
諏訪の桜トンネル、
佐奈川堤 他

豊川市観光協会
0533-89-2206

岩津天満宮例祭 岩津天満宮
（岡崎市）

岩津天満宮
0564-45-2525

28木 千本桜ライトアップ
4月10日まで
高浜市内・
大山緑地

高浜まちづくり協議会
0566-87-9112

29金
水源桜まつり＆
矢作川舟遊び

4月14日まで
水源公園一帯

（豊田市）

NPO矢作川と
三河武士フォーラム
090-1565-1429

桜まつり（刈谷）
4月14日まで
亀城公園、
洲原公園

刈谷市観光協会
0566-23-4100

30土 西尾みどり川桜まつり
（イベント4月6・7・13・14日開催）

4月14日まで
みどり川周辺、
中心市街地一帯

西尾市観光協会
0563-65-2169

春休み 発見☆
体験発見ミュージアム

31日まで
産業技術記念館

（名古屋市）
産業技術記念館
052-551-6115

中旬 さくらまつり（大府） 4月中旬まで
桃山公園

大府市観光協会
0562-47-2111

香嵐渓 
かたくりの花 鑑賞

4月上旬まで
香嵐渓（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

下旬 常滑春の山車まつり
4月下旬までの土日
坂井、多屋、大谷、
小鈴谷、矢田、常滑、
小倉、大野地区

常滑市観光案内所
0569-34-8888

滝頭桜まつり
（イベント4月7日開催）

4月上旬まで
滝頭公園（田原市）

渥美半島観光ビューロー
0531-23-3516

桃太郎さくらまつり 開花から約10日間
桃太郎公園

犬山市観光案内所
0568-61-6000

山崎川四季の道の桜
（ライトアップあり）

4月上旬まで
山崎川四季の道

（名古屋市）
瑞穂土木事務所
052-831-6161

さくらまつり（豊橋）
4月中旬まで
向山緑地・
岩屋緑地・豊橋公園

豊橋市観光振興課
0532-51-2430

安城桜まつり
4月中旬まで
安城公園、
城山公園、
日の出公園

安城市観光協会
0566-71-2235

三崎水辺公園
桜ライトアップ

4月上旬まで
三崎水辺公園

豊明市観光協会
0562-92-8312

※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

上旬 瑞龍寺・大安寺
しだれ桜まつり

中旬まで
瑞龍寺・大野瀬町
（豊田市）

いなぶ観光協会
0565-83-3200

1月
小牧山さくらまつり
～華やかに花舞う小牧山城～

10日まで
小牧山

小牧市観光協会
0568-76-1172

五条川桜まつり 10日まで
五条川

江南市五条川桜祭り
運営委員会
0587-55-0687

岩倉桜まつり 10日まで
五条川

岩倉市商工観光グループ
0587-66-1111

幸田しだれ桜まつり 15日まで
幸田文化公園

幸田しだれ桜まつり
実行委員会
0564-62-1111

岡崎桜まつり 15日まで
岡崎公園一帯

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

豊川・萩 
コバノミツバツツジまつり

21日まで
冨士神社・
善住禅寺周辺

豊川市観光協会
0533-89-2206

6土 稲沢桜まつり 国府宮神社
参道一帯

稲沢商工会議所
0587-21-0502

春日五条川さくらまつり はるひ夢の森公園 清須市観光協会
052-400-2911

サボテンフェア 7日まで
落合公園

春日井市観光協会
0568-85-6244

犬山祭 7日まで
犬山城下町一帯

犬山観光案内所
0568-61-6000

やとみ春まつり 7日まで
弥富市文化広場

やとみ春まつり実行委員会
0567-65-1111

たけとよ春祭り 6・7日富貴地区
13・14日長尾地区

武豊町企画政策課
0569-72-1111

7日
阿久比町制60周年記念
あぐい桜まつり

阿久比町
役場駐車場

阿久比町商工会
0569-48-7085

長久手古戦場桜まつり 長久手古戦場 長久手市生涯学習課
0561-56-0627

岩崎城春まつり 岩崎城址公園、
岩崎川河川敷

日進市商工会
0561-73-8000

家康行列 伊賀八幡宮～
乙川河川敷

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

8月 二村山 花祭り 二村山山頂付近
（豊明市）

二村山保存会
0562-92-7293

13土 足助春まつり
14日まで
足助神社と足助の町
並み一帯（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

岡田春まつり 14日まで
岡田大門前

知多市観光協会
0562-33-3151

半田春の山車まつり
14日まで
上半田、岩滑、
岩滑新田、成岩、
西成岩、板山地区

半田市観光協会
0569-32-3264

19金 広藤園藤まつり 5月6日まで
広藤園

碧南市観光協会
0566-41-3311

20土 せと陶祖まつり
21日まで
中心市街地一帯

（瀬戸市）
大せともの祭協賛会
0561-82-3123

いなざわ植木まつり
29日まで
国府宮神社参道、
稲沢市総合文化センター

稲沢市農務課
0587-32-1111

五万石藤まつり 5月5日まで
岡崎公園

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

東浦町於大まつり
※雨天時21日
於大のみち、
於大公園、乾坤院

東浦町於大まつり
推進協議会
0562-83-3111

道の駅 開駅20周年
21日まで
道の駅 田原めっくん
はうす（田原市）

道の駅 田原めっくんはうす
0531-23-2525

芝桜まつり 三ツ又池公園 やとみ春まつり実行委員会
0567-65-1111

半田春の山車まつり 21日まで
下半田地区

半田市観光協会
0569-32-3264

21日 岩倉軽トラ市 神明ふれあい広場 岩倉市商工観光グループ
0587-38-5812

25木 江南藤まつり 5月6日まで
曼陀羅寺公園

江南藤まつり運営協議会
0587-54-1111

尾張津島藤まつり 5月6日まで
天王川公園

津島市観光協会
0567-28-8051

27土 史跡八橋かきつばたまつり 5月26日まで
八橋かきつばた園

知立市観光協会
0566-95-0125

常滑クラフトフェスタ
2013

28日まで
常滑りんくうエリア

常滑クラフトフェスタ事務局
052-262-6697

大倉公園つつじまつり 28日まで
大倉公園、桃山公園

大府市観光協会
0562-47-2111

春の茶臼山高原2013 5月6日まで
茶臼山高原（豊根村）

茶臼山高原協会
0536-87-2345

東三河ふるさと公園
つつじまつり

5月6日まで
東三河ふるさと公園

（豊川市）
東三河ふるさと公園
0533-87-9301

森津の藤まつり 28日まで
弥富市森津

弥富市歴史民俗資料館
0567-65-4355

29月㊗
どーだん香恋の里
しもやま鯉恋まつり

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

成田山学童写生大会
5月6日まで
成田山（犬山市）、
成田山貞照寺

（各務原市）

成田山
0568-61-2583

中旬 阿久比山車まつり
下旬までの土日
萩、宮津、大古根、
横松地区

阿久比町社会教育課
0569-48-1111

つつじまつり（豊橋）
5月上旬まで
向山緑地内
向山大池周辺

豊橋市観光振興課
0532-51-2430

上中のしだれ桃 下旬まで
上中町（豊田市）

旭観光協会
0565-68-3653

下旬 一宮つつじ祭 浅野公園 一宮市観光協会
0586-28-9131

※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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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）
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）
活魚の美舟（豊浜温泉）
まるは食堂旅館（豊浜温泉）
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
0569-62-2525
0569-62-0218
0569-62-2088
0569-62-2211
0569-63-2200
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）
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（蒲郡温泉）
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
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

有松・鳴海絞会館
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
ランの館

東邦ガス  ガスエネルギー館
ＩＮＡＸライブミュージアム
セントレア（テレホンセンター）
とこなめ焼卸団地セラモール
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（いちご狩り）
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
八丁味噌の郷
IPC わんわん動物園
吉浜人形
一の谷
広瀬やな
ありがとうの里
西尾劇場
道の駅　にしお岡ノ山
蒲郡オレンジパーク（いちご狩り）
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（いちご狩り）
ニュー渥美観光（いちご狩り）
マルカ農園観光（いちご狩り）
道の駅　田原めっくんはうす
寒狭川広見ヤナ

真清田神社
国府宮神社（尾張大国霊神社）
尾張三霊場（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

0568-61-2281
0568-67-8181
0568-72-9226
0561-41-1141
0561-63-5151
0561-64-3511
052-621-0111
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
052-243-0511
052-603-2527
0569-34-8282
0569-38-1195
0569-43-7111
0569-37-0733
0569-23-1499
0569-24-5111
0569-65-2432
0566-92-7111
0564-45-5151
0564-82-2089
0564-21-1355
0564-26-3884
0120-11-4480
0565-62-0508
0565-41-2359
0566-92-5213
0563-56-8952
0563-55-5821
0533-68-2321
0533-58-2700
0531-25-1234
0531-38-0031
0531-32-0636
0531-45-3167
0531-23-2525
0536-36-0201

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

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
豊川稲荷（豊川閣妙厳寺）

サイトウ（ハム・ソーセージ販売）
愛知絞販売（有松絞り販売）
青柳総本家（和菓子販売）
石昆（食品販売）
うな善（うなぎ料理）
大須ういろ（和菓子販売）
か茂免（老舗料亭、ウェディング）
THE KAWABUN NAGOYA（レストラン）
きよめ餅総本家（和菓子販売）
グランス パティスリー（洋菓子）
桂新堂（煎餅菓子販売）
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）
正直屋（呉服屋）
すたみなバイキング（バイキング料理／吹上店）
トゥートカンパニー（戦国グッズ販売）
トップカメラ名古屋本店（電気製品販売）
廣田（麺製造販売）
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）
大和屋守口漬総本家（漬物販売）
両口屋是清（和菓子販売）

坂角総本舗（煎餅菓子販売）
ダイニチ食品（漬物販売）
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）
川村屋（和菓子販売）
大正庵釜春（釜揚げうどん）
まるや八丁味噌（八丁味噌販売）
スタミナ刈谷（バイキング料理）
178 食品（食品販売）
一色さかな広場（海産物販売）
松鶴園（お茶・抹茶販売）
かさすぎ（郷土料理）
味のヤマスイ（海産物販売）
菓子蔵関（煎餅菓子販売）
魚や長栄（海産物販売）
門前そば山彦（和食･いなり寿司）
和食処松屋（和食、いなり寿司）
きく宗（田楽料理）
ヤマサちくわ（水産加工品販売）

052-671-4151
0569-87-0050
0564-45-2525
0564-45-4533
0566-81-0055
0533-57-3865
0533-85-2030

0568-61-5711
052-621-1067
052-793-0136
052-932-2911
052-551-5235
052-626-3000
052-931-8506
052-222-0020
052-681-6161
052-982-6255
052-681-6411
052-583-0012
052-562-0001
052-741-0529
052-733-7639
052-228-9387
052-971-0111
052-876-8307
052-581-8111
052-252-8810
052-251-0431
0120-052-062
0120-758-106
052-604-1405
0569-65-0323
0569-65-0483
0569-83-0120
0569-82-6188
0565-62-0014
0564-21-0517
0564-22-0222
0566-23-9646
0563-79-5120
0563-72-3700
0563-54-3300
0536-35-0955
0533-57-1155
0531-22-0868
0531-45-2429
0533-85-6729
0533-86-2825
0532-52-5473
0532-53-2211

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

碧南

西尾

豊田

東
三
河

蒲郡

田原

新城

岡崎

名古屋

知多 美浜

尾張 犬山

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

東海

美浜

西
三
河

岡崎

刈谷

豊田

西尾

観光施設

飲食・土産店

神社・仏閣

尾
　張

一宮

津島

稲沢

犬山

尾張

名古屋

西三河
東三河知多
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