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ミツカンの酢づくりの歴史や、食文化の魅力に
触れ、楽しみ学べる体験型博物館です。お酢の製
法や特徴がよくわかる見学コース、オリジナル
グッズを販売するショップなどがあります。

MIZKAN MUSEUM
｜半田市｜

醸　造
博物館

  知多半島を知る旅

住：半田市中村町２-６　℡：0569-24-5111要予約　営：9:30～17:00（最終受付15：30）事前予約制　休：木曜日（木曜日が祝日の場合
開館、翌金曜日休館、年末年始）￥：全館コース大人300円、中高生200円、小学生100円、乳幼児無料・大地の蔵コース大人100円、小中高
生50円、乳幼児無料

ものづくりが盛んなこの地には、その礎となった
歴史や文化が今も息づいています。
ものづくりが盛んなこの地には、その礎となった
歴史や文化が今も息づいています。

複 合
商 業
施 設

中部地域で機体の35%が製造されるボーイン
グ787初号機の展示を中心とした複合商業施
設。フライトを体感できる映像と音のショーを
はじめ9つの体験型コンテンツとオリジナル
グッズ、シアトルグルメなどが楽しめます。｜常滑市｜

フライト・オブ・ドリームズ

住：常滑市セントレア1-1　FLIGHT OF DREAMS中部国際空港　　　　　　℡：0569-38-1195　営：10:00～22:00（飲食店物販店10:00~18:00）
￥：大人（中学生以上）1,200円、子ども（3歳～小6）800円

JA あぐりタウン げんきの郷
知多半島の食材がそろう大型直売所を
中心とした複合施設。「食と農」「健康」
をテーマにレストラン、花と緑のグ
リーンセンター、天然温泉「めぐみの
湯」、子育て世代向けの「すくすくヶ丘」
などがあります。

｜大府市｜

複 合
商 業
施 設

住：大府市吉田町正右エ門新田1-1　℡：0562-45-4080　営：9:00～18:00　休：毎月1日 土日祝日の場合は翌平日が休業日

醸　造
博物館

明治31年にカブトビールの製造工場として誕
生。明治時代に建てられたレンガ建造物として
は、全国で五本の指に入る規模を誇り、明治、大
正時代の復刻カブトビールが味わえます。

半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）

住：半田市榎下町8　℡：0569-24-7031　営：9:00～17:00（カ
フェ、ショップは10：00～）　休：年末年始　￥：大人200円、中学
生以下無料、団体（20名以上160円）

｜半田市｜ 國盛 酒の文化館
現役の酒蔵の一部を活用し、江戸時代からの300
有余年の歴史を誇る酒造りの道具・資料を展示し
ています。利き酒ができ、直売所もあります。
住：半田市東本町2-24　℡：0569-23-1499要予約　営：10:00
～16:00　休：木曜日、お盆、年末年始　￥：無料

醸　造
博物館

｜半田市｜ 中定商店・醸造伝承館
明治12年創業、大杉の八尺桶で国産大豆を使用し、
豆味噌やたまり醤油を製造。醸造道具や資料の展
示館、古蔵を再利用した店舗を併設しています。
住：知多郡武豊町小迎51　℡：0569-72-0030要予約　営：9：30
～17：00　休：土、日、祝日、お盆、年末年始　￥：無料

醸　造
博物館

醸　造
博物館

｜武豊町｜

博物館 博物館 博物館

東邦ガス ガスエネルギー館
「地球温暖化とエネルギー」をテーマにした東邦ガスの展示館
です。環境やエネルギーについて、ゲームやクイズによる展示
物、映画や実験ショーを通じて楽しく学べる展示館です。

知多電力館
「知多火力発電所」の入り口にあり、火力発電の仕
組みをはじめとする様々な展示や体験型のゲー
ムで電気エネルギーの世界を体感できます。

童話「ごんぎつね」や「手袋を買いに」などの作
者として知られる児童文学作家・新美南吉の自
筆原稿や書簡などを収蔵する記念文学館。

新美南吉記念館｜東海市｜ ｜知多市｜ ｜半田市｜

住：東海市新宝町507-2　℡：052-603-2527　営：10：00～
17：00（入館は16：00まで）　休：土、祝日（日曜の場合は翌日）、
お盆、年末年始及び特別に定める休館日　￥：無料

住：知多市北浜町23　℡：0562-55-8311　営：9：00～16：30
休：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始　￥：無料

住：半田市岩滑西町1-10-1　℡：0569-26-4888　営：9：30～
17：30　休：毎週月曜、毎月第２火曜日（祝日または振替休日は開
館、次の会館日が休館）、年末年始　￥：210円（中学生以下無料）、
団体20名以上170円

工場
見学

工場
見学

工場
見学

新日鐵住金（株）名古屋製鐵所
（2019年4月から日本製鉄（株）名古屋製鉄所）  コカ・コーラ ボトラーズジャパン東海工場 カゴメ記念館｜東海市｜ ｜東海市｜ ｜東海市｜
普段見ることのできない高炉内部の様子や、真っ赤な鉄の塊やそれが薄く
伸ばされていく様子を間近で体感し、鉄鋼業のスケールの大きさを感じら
れることと思います。中部地域唯一の鉄の総合基地内をお楽しみください。

「コカ・コーラ」の誕生秘話や歴史、環境や地域
への取組みを紹介。「コカ・コーラ」をはじめと
する、迫力ある製造ラインを見学できます。

東海市で生まれたブランド「カゴメ」の歴史とソー
スの製造工程をビデオで上映。創業者蟹江一太郎と
カゴメの歴史の展示コーナーがあります。

住：東海市東海町5-3　℡：052-603-7047要予約　営：9：00～
12：00、13：00～16：00　休：土、日、祝、工場休業日　￥：無料

住：東海市南柴田町トの割266-18　℡：052-602-0413要予約
営：①10：00②13：00③15：30　各50分間　休：土、日、工場休
業日（一部の土曜と祝日は見学実施）　￥：無料

住：東海市荒尾町東屋敷108　℡：052-603-1161要予約
営：10:00～11:00、13：30～14：30　休：土、日、祝、工場休業日
￥：無料
※上野工場の製造工程は見学できません。

歴　史
文化財

歴　史
文化財

盛田 味の館 旧国鉄武豊港駅転車台｜常滑市｜ ｜武豊町｜ 内田家（内田佐七家）｜南知多町｜重要文化財
尾州廻船内海船船主

江戸時代の醸造蔵で伝統的な食文化を紹介。酒・味噌・
醤油の買物や食事も楽しめ、15名以上の団体なら工
場見学もできます。（要予約）
ソニーの創業者「盛田昭夫」記念館も併設しています。

武豊町の転車台は直角二線式のもので、全国で
武豊町にしか現存しない大変貴重な鉄道文化遺
産です。（国の登録有形文化財）

幕末から明治にかけて内海を代表する有力船主で
あった内田佐七家の家屋。太平洋側に現存する廻船主
の家屋の中でも大規模なものです。（歴史民俗資料館）

住：常滑市小鈴谷脇浜10　℡：0569-37-0733
営：10:00～16:00　休：火、水、お盆、年末年始　￥：無料

住：武豊町忠白田地内　℡：0569-73-4100（歴史民俗資料館）
営：9:00～17:00　休：毎週月曜日、年末年始　￥：無料

住：知多郡南知多町内海南側39　℡：0569-65-2880（南知多町
社会教育課）　営：9:00～16:00　休：月～金（国民の祝日を除
く）、年末年始　￥：大人300円（中学生以下は無料）

02知多半島 観光ガイド知多半島 観光ガイド
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ものづくりの技は、産業の発展とともに祭りにも
受け継がれ、地域の絆を深めています。

展覧会

菊花展 ｜阿久比町｜
ふれあいの森で町民の皆さんが育てた菊の大輪を展示。
昭和62年の国土庁監修「全国市町村なんでも日本一辞
典」住民参加型菊花展では日本一と認められました。
住：阿久比町板山比沙田７８　℡：0569-48-8431
営：10月下旬～11月上旬にかけての6日間、8：30～17：00　
￥:無料

知多半島 観光ガイド知多半島 観光ガイド

幅6.3メートル、高さ3.8メートル「見守り猫とこ
にゃん」は、名鉄常滑駅からやきもの散歩道に向かう
壁におり、国内最大級の招き猫生産地常滑のシシン
ボルです。まちを見守りながら左手をあげ、「千客万
来」とたくさんの人を招き入れています。

大きな招き猫
｜常滑市｜

散　策
スポット

ものづくりの技は、産業の発展とともに祭りにも
受け継がれ、地域の絆を深めています。

  知多半島を知る旅

歴史息づく木綿蔵を利用した伝統的な手織り木
綿に触れられるスポット。昔ながらの「ハタゴ」

（古い機織り機）で裂き織りや平織りの体験がで
き、コースター敷物などのオリジナル作品を作り
あげることができます。

｜知多市｜

住：知多市岡田字中谷9　℡：0562-56-4722　営：10時～16時　　　　　　　休：水、木、毎月最終月曜　￥：無料

手織り
資料館

木綿蔵ちた（知多木綿）

亀崎潮干祭
神前神社前の潮干の浜に５輌の山車が曳き下ろさ
れる勇壮な祭礼です。５輌の山車すべてに上山か
らくり人形があり、華麗に舞い踊る様も必見です。
３００年以上の歴史があり、国の重要無形民俗文
化財に指定、２０１６年にはユネスコ無形文化遺
産に登録されました。毎年５月３日・４日に開催。

｜半田市｜

住：半田市亀崎町地内　℡：0569-32-3264（半田市観光協会）　

祭り

やきものお散歩道の出発点。館内ではギャラ
リーを開催し、焼き物や常滑の土産品を販売し
ています。

陶磁器会館

住：常滑市栄町3-8　℡：0569-35-2033　営：9時～17時
休：年末年始　￥：無料

やきもの
販売

｜常滑市｜
室町時代から500年以上続けられている伝統行
事。どぶろくの振る舞いや投餅とともに赤ら顔の
猩猩が境内を走り回る「猩猩めった」もあります。

どぶろくまつり（長草天神社）

住：大府市長草町本郷44
開催日：2月の25日に一番近い日曜日、
10時～

祭り

｜大府市｜
徳川家康の母「於大の方」の生誕地です。明徳寺
川沿いの「於大のみち」が八重桜で満開になる4
月中旬に於大行列などを開催します。

於大まつり

℡：0562-83-6118（東浦町於大まつり推進協議会）

祭り

｜東浦町｜

うのはな館（ 　　　　）
貝塚・古窯などの出土遺物、古文書、民具など郷土
の歴史や文化財の紹介と埋蔵文化財や歴史資料の
調査・研究の拠点。企画展、講座なども開催します。
住：知多郡東浦町石浜桜見台18-4　℡：0562-82-1188
営：9時～17時　休：毎週月曜（月曜が祝日の場合でも休館）
￥：無料

郷　土
資料館

｜東浦町｜東浦町郷土資料館
埋蔵文化財センター 武豊町歴史民俗資料館

武豊町の歴史・文化・産業に関する資料を収蔵し、
港や鉄道の変遷から今日の町が形づくられるま
での足跡をテーマにした展示が行われています。
住：武豊町山ノ神20-１　℡：0569-73-4100　
営：9:00~17:00　休：毎週月曜日、年末年始　￥：無料

おまんと祭り
町内の各地区神社で五穀豊穣を願う秋の祭礼に駆
け馬（おまんと）が行われます。若衆が、鈴を背に付
け柵の中を疾走する馬につかまり伴走します。
℡：0562-83-6118（東浦町観光協会）

｜武豊町｜ ｜東浦町｜

祭り郷　土
資料館

長さ10～18メートルの大小の鯛5匹が海の男
（若者）たちにかつがれ、海や街中を練りまわる
奇祭。毎年、7月20日前後の土・日に開催します。

豊浜鯛まつり

住：南知多町豊浜海岸　℡：0569-62-3100（南知多町観光協会）

祭り

｜南知多町｜

野間大坊（源義朝公最期の地）

白河天皇の勅願寺。広大な境内に
は本堂、県の文化財である客殿
や、国の重要文化財に指定された
梵鐘とともに源義朝公の墓があ
ります。
住：美浜町野間東畠ヶ50
℡：0569-87-0050

｜美浜町｜

知多半島は
日本三大新四国霊場のひとつ
　風光明媚な知多半島は、その昔、弘法大師が
東国ご巡錫の途中に上陸した聖地であり、その
折、お大師様は知多の風景があまりにも四国に
似ていることに驚かれたそうです。
　この地で古くから詠われ、お大師様と共に歩
む全行程は194キロあります。
　文化6（1809）年、妙楽寺（79番）住職亮山阿
闍梨がお大師様の夢告により発願。四国に巡拝
を重ねられ岡戸半蔵・武田安兵衛両行者の協力
を得て知多四国霊場を開創されました。以来、
年を重ねるごとにお大師様のご霊徳を慕う
人々が、広く全国から押し寄せるようになりま
した。また、数々の霊験談も後を断ちません。
　知多四国八十八ヶ所霊場は、88ヶ寺の他に、
開山所3ヶ寺、番外札所7ヶ寺を併せた98ヶ寺
で成り立っています。

納経所受印時間
3月～9月：午前6時～午後6時
10月～2月：午前7時～午後5時

歴　史
文化財
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知多半島 観光ガイド知多半島 観光ガイド

春の
  知多半島に魅せられる旅

知多半島
海風・川風のやさしさに春の訪れを感じ
るとともに、多彩な花が見頃を迎えます。
青葉もまぶしい半島の春。

夏の知多半島
まぶしい太陽、輝く水面、万華鏡のような
夏を満喫。玉の汗も夕陽とともに想い出
に変わり、心地よい夜風が包みます。

  知多半島に魅せられる旅

0 1 0 103

04 04

0 1 於大公園八重桜・4 月上旬～｜東浦町｜ 02 れんげ畑・４月上旬～4 月下旬｜阿久比町｜ 03 大倉公園つつじ・４月下旬｜大府市｜

04 花ひろば菜の花・1 月上旬～｜南知多町｜ 05 半田運河の鯉のぼり・４月中旬～5 月上旬｜半田市｜ 06 大池公園桜・3 月下旬～4 月上旬｜東海市｜
0 1 新舞子 マリンパークビーチ・6 月中旬～8 月｜知多市｜ 02 花かつみ園 花かつみ・６月上旬～６月下旬｜阿久比町｜

04 壱町田湿地植物群落・７月～9月の約5日間一般公開｜武豊町｜ 05 野間灯台・通年｜美浜町｜
03 ホタル・６月中旬～6 月下旬｜阿久比町｜

06 花ひろば ひまわり・6 月下旬～11 月下旬｜南知多町｜
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知多半島 ガイドブック 2019知多半島 観光ガイド

秋の知多半島
いつの間にか影が長くなり、稲穂は黄金
色に、木々も色づきます。落ち葉を1枚ポ
ケットへ、童心に帰る秋の知多路です。

冬の知多半島
新しい暦を迎える準備が動き出します。寒
風に耐え開花する梅に、先人に支えられて
きた半島の営みが重なります。

  知多半島に魅せられる旅

  知多半島に魅せられる旅

0 1

04

05 06

03

02

0 1 矢勝川堤 彼岸花・9 月下旬～10 月上旬｜半田市｜ 02 聚楽園公園 紅葉・１１月下旬～12 月上旬｜東海市｜ 03 オレンジライン 紅葉・１１月下旬｜美浜町｜

04 大智院 節分豆まき・２月３日｜知多市｜ 05 知多半島六蔵 新酒の仕込み・1 月～2 月 06 佐布里池 梅・２月中旬～3 月中旬｜知多市｜

07 08



知多半島 観光ガイド知多半島 ガイドブック 2019

知多半島を遊ぶ旅

海に囲まれ、緑豊かな半島は、四季の変化を
感じながらアウトドアを楽しめます。

海水浴
｜南知多町・美浜町｜

三方を海に囲まれた南知多町には、内海、山海、篠島、日間賀島西浜、日間賀
島東浜の5つの海水浴場があり、サンライズ、サンセット、夏祭りなども楽
しめます。中でも、内海海水浴場では、絢爛豪華な花火大会が開催されます。
美浜町では、伊勢湾側の奥田・若松・野間・小野浦で海水浴が楽しめます。
各海水浴場では、ビーチスポーツ大会などが楽しめる「海遊祭」が開催され
ます。

暖かくなった春の海で
新鮮な貝を収穫できま
す。味噌汁や酒蒸しで楽
しむことができます。

潮干狩り
｜南知多町・美浜町｜｜南知多町・美浜町｜

内海、山海、豊浜の3つの地区にある温泉を「南知多温泉郷」と
呼びます。泉質は、ナトリウム塩化物強塩泉で、慢性皮膚炎、
切り傷、疲労回復、やけど、冷え症、婦人病などに効果がある
といわれています。絶景の夕日と大自然は癒しの空間です。

南知多温泉郷 ｜南知多町｜

℡：0569-62-3100（南知多町観光協会） ℡：0569-62-3100（南知多町観光協会）　℡：0569-83-6660（美浜町観光協会）　

クルマ、電車でも名古屋から1時間圏内というロケーショ
ンであることから、気軽に楽しめるビーチとして愛知の夏
の定番スポットとして注目を集めています。また、フェス
やイベントなども盛んに開催され、海水浴場という用途
以外にも、多くの方が来場する人気のビーチです。

TOKONAME RINKU BEACH PARK

住：常滑市りんくう町１丁目地内　
営：8:00-19:00（4月中旬から10月初旬）
℡：080-2632-7228（株式会社アド・ライブ）　

家族で楽しめる無料施設(子どもの森、大
芝生広場、交流センター)や、グループで
使える有料施設(球技場、体育館、テニス
コートなど)が園内にあります。

あいち健康の森公園

住：大府市森岡町9-300　℡：0562-47-9222
休：月（月曜日が祝日の場合は翌日以降で最初の
平日）ただし1/2と1/3は営業、12/29-1/1は休
館日　公園は年中開放

陸上競技場、テニスコートなどのスポー
ツ施設、ＢＢＱが楽しめるディキャンプ場、
遊具が備わったちびっこ広場など、子ども
から大人まで楽しめます。

半田運動公園

住：半田市池田町3-1-1　℡：0569-27-6663　
営：9:00-21:00　休：年末年始（12/29-1/3）

緑豊かな丘陵地に、展望台、パターゴル
フ場、ディキャンプ場、ホタル養殖場や体
育室などの施設があり、四季折々の自然
にふれあえる公園です。

ふれあいの森

住：知 多 郡 阿 久 比 町 板 山 比 沙 田 7 8 　 ℡：
0569-48-8431営：9:00-17:00　休：年末年始

（12/28-1/4）、毎月第3月曜日（祝日の場合は翌日）

｜常滑市｜ ｜大府市｜ ｜半田市｜ ｜阿久比町｜

｜南知多町｜ ｜美浜町｜ ｜南知多町｜

バンジージャンプ、スカイコースター、
フィールドアスレチックなど大自然の中で
遊べます。季節の狩り物やＢＢＱなども楽し
むことができます。

南知多グリーンバレイ

住：知多郡南知多町内海打越77-1　
℡：0569-62-3939　営：10:00-17:00（最終
16:30）　休：不定休（冬季休園あり）　￥：高校生
以上1,100円3才～中学生600円

知多半島サイクリングロード（武豊町と
大府市を結ぶ延長31.1ｋｍの半島縦断
自転車道）をはじめ、半島の海岸沿いの周
遊も四季折々楽しむことができます。施
設、飲食店などへのバイクスタンドの設
置も進んでいます。

サイクリング
大迫力の「イルカショー」と、色々な動物と
ふれあえる「ふれあいカーニバル」が人気
の水族館とおもちゃのテーマパーク。

南知多ビーチランド／南知多おもちゃ王国

住：知多郡美浜町奥田428-1　℡：0569-87-2000
営：9:30-17:00（時期により異なる）
休：12月-2月の毎週水曜（冬休み期間を除く）
￥：おとな（高校生以上）1,800円、こども（2歳以
上）800円

師崎港から高速船で10分ほどで渡ることがで
きます。日間賀島には、「ハイジのブランコ」を
はじめ、「タコやふぐ」をモチーフにしたもの
など撮影スポットが満載です。レンタサイク
ルでの島内巡りも人気です。
篠島は、伊勢神宮とのつながりが深い歴史と
史跡の島です。釣りは1年を通して釣果が期待
でき、釣り船でも釣堀でも楽しめます。

日間賀島・篠島
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アタリ

東海市

大府市

知多市
東浦町

阿久比町

常滑市 半田市

武豊町

美浜町

南知多町

知多半島
狩もの体験
マップ

知多半島 観光ガイド知多半島 観光ガイド

新美南吉の童話「ごんぎつね」の舞台となった権
現山、矢勝川という里山の一角にあり、清潔で自
然の恵みたっぷりのいちご狩りが楽しめます。

いちご狩り マリモファーム ブルーベリー狩り 萬秀フルーツ

住：知多郡阿久比町植大東矢勝7-1　℡：05696-49-2117（いち
ご狩りは要予約）　営：9:00-17:00（いちごが売切れ次第終了）　
休：1/1-3、5/1、2詳しくは予約カレンダー　￥：12/上～4/7一
般1,900円小学生1,600円２才以上1,300円4/8～5/6一般
1,500円小学生1,200円２才以上1,000円5/7～5/19一般
1,000円小学生900円２才以上800円

グレープフルーツのオーナー制度などを展開
する萬秀フルーツの農園「ちたフルーツビレッ
ジ」では500円玉ほどの大粒のブルーベリー狩
りが楽しめます。
住：美浜町奥田石坂平井130-3　℡：0569-87-5088（（株）萬秀
フルーツ内）要予約　営：5月上旬から8月上旬10:00-12:00 
14:00-16:00

6月初旬、県内一の梅林がある佐布里池周辺に
て、この地域特有の品種「佐布里梅」のもぎ取り
体験ができます。

梅ちぎり 佐布里池

住：佐布里緑と花のふれあい公園　
℡：0562-54-2911（公園事務所）
住：佐布里水源の森　
℡：0562-51-5637（知多市観光協会）

みかん狩り
温暖な気候に恵まれ、甘味と酸味がちょうど良
い美味しいみかんが実ります。
営：10月上旬から12月上旬
ジョイフルファーム鵜の池　住：美浜町上野間中新田１0
℡：0569-87-6080　営：9:30-15:00
内海みかん狩り組合　住：南知多町内海奥鈴ヶ谷　
℡：0569-62-3100（南知多町観光協会）　営：8:00-日没

塩づくり体験 食と健康の館
塩ができるまでを学習し、実際にカン水から自
然海塩を作ります。要予約。1日2回（10:00～、
14:00～）。4名以上、最大36名まで。
住：美浜町小野浦西川１　℡：0569-83-3600　営：9:00-17:00
休：火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始　￥：500円/釡（材料費
込）

℡：0569-62-3100（南知多町観光協会）要予約

地引き網体験 内海・山海・篠島・日間賀島
二手に分かれて網を引っ張り力を合わせて引
き寄せます。大人から子どもまで楽しめる団体
ならではの体験です。内海・山海・篠島・日間賀
島で体験できます。

｜阿久比町｜ ｜美浜町｜ ｜知多市｜ ｜南知多町・美浜町｜ ｜美浜町｜ ｜南知多町｜

ものづくりを農業・工業・水産業でも体感でき
ます。自作の器で季節の食を楽しむ、至福の時
が生まれます。  知多半島を体験する旅

09 10

ぶどう狩り 東浦森岡ぶどう組合 豊かな丘陵地を利用して造られたぶどう園で
は、巨峰をはじめ20種類以上のぶどうの販売の
ほか、ぶどう狩りが楽しめます。｜東浦町｜

住：東浦町森岡地内　営：8月中旬-9月中旬（東浦森岡ぶどう組合） http://www.hm-grape.com/

農業体験 げんきの郷

「農」は大地の恵みに触れることからです。げん
きの郷内の体験農園では、週末を中心に米作り
体験、土づくり体験をはじめ、玉ねぎ、とうもろ
こし、ジャガイモなどの収穫体験も開催されて
います。｜大府市｜

住：大府市吉田町正右エ門新田1-1　℡：0562-45-4080　 営：9:00-18:00（めぐみの湯は21:00まで）
休：毎月1日、土、日、祝日の場合は翌平日が休業日 ￥：ちゃぷーん100円・めぐみの湯大人700円

「世界のタイル博物館」を始めとする6館から構
成される体験・体感型ミュージアムで企画展を
開催。レストラン、ショップもあります。

INAX ライブミュージアム
｜常滑市｜

住：常滑市奥栄町1-130　℡：0569-34-8282　営：10時～17時（入館は16時30分まで）　休：毎週水曜（祝日の場合は翌日）
￥：一般600円、高・大学生400円小・中学生200円、70歳以上500円、障害者無料

-------------------------------------------------------
●大府長根山観光ぶどう組合事務局
　℡：0562-46-3634
　住：大府市長根町2丁目180
　種なしデラ…8月5日～8月14日頃
　巨峰…8月23日～9月17日頃
-------------------------------------------------------
●東浦町観光協会
　℡：0562-83-6118
-------------------------------------------------------
●ストロベリーファームソービー
　℡：0562-56-6039
　住：知多市佐布里台2-21
　開：12月中旬～5月末
-------------------------------------------------------
●西本ファーム
　℡：0562-22-1739
　住：東海市加木屋町御林101
　開：12月中旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●春香園
　℡：0562-84-8859
　住：東浦町大字緒川字広狭間24
　開：12月～5月
-------------------------------------------------------
●Berry Garden's
　℡：0569‐47‐8015
　住：半田市北滑草町153
　開：12月下旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●澤田農園
　℡：0569-27-6430
　住：半田市金山町2-145
　開：12月中旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●市野園芸
　℡：0569-27-7586
　住：半田市田代町156-1
　開：12月中旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●ジョイフルファーム鵜の池
　℡：0569-87-6080
　住：美浜町上野間中新田10
　開：1月上旬～5月下旬
　※ブルーベリー狩り（6月下旬～7月下旬）
　　ぶどう狩り（8月上旬～8月下旬）
-------------------------------------------------------
●いちごの丘
　℡：0569-83-1519
　住：知多郡南知多町大字豊丘字旭台4
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●いちごの里
　℡：0569-62-1115
　住：知多郡南知多町大字内海字奥鈴ヶ谷40-1
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●憩いの農園
　℡：0569-62-1851
　住：知多郡南知多町大字内海字打越39-1
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●観光農園花ひろば
　℡：0569-65-2432
　住：知多郡南知多町大字豊丘字高見台48
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●OREGON FARM
　℡：0569-89-2613
　住：常滑市榎戸午新田213
　開：6月上旬～8月下旬
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
●東海市クラインガルテン
　℡：052-601-9909
　住：東海市荒尾町寺前48
　開：11月中旬～12月中旬
-------------------------------------------------------
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東浦町
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美浜町

南知多町

知多半島
狩もの体験
マップ

知多半島 観光ガイド知多半島 観光ガイド

新美南吉の童話「ごんぎつね」の舞台となった権
現山、矢勝川という里山の一角にあり、清潔で自
然の恵みたっぷりのいちご狩りが楽しめます。

いちご狩り マリモファーム ブルーベリー狩り 萬秀フルーツ

住：知多郡阿久比町植大東矢勝7-1　℡：05696-49-2117（いち
ご狩りは要予約）　営：9:00-17:00（いちごが売切れ次第終了）　
休：1/1-3、5/1、2詳しくは予約カレンダー　￥：12/上～4/7一
般1,900円小学生1,600円２才以上1,300円4/8～5/6一般
1,500円小学生1,200円２才以上1,000円5/7～5/19一般
1,000円小学生900円２才以上800円

グレープフルーツのオーナー制度などを展開
する萬秀フルーツの農園「ちたフルーツビレッ
ジ」では500円玉ほどの大粒のブルーベリー狩
りが楽しめます。
住：美浜町奥田石坂平井130-3　℡：0569-87-5088（（株）萬秀
フルーツ内）要予約　営：5月上旬から8月上旬10:00-12:00 
14:00-16:00

6月初旬、県内一の梅林がある佐布里池周辺に
て、この地域特有の品種「佐布里梅」のもぎ取り
体験ができます。

梅ちぎり 佐布里池

住：佐布里緑と花のふれあい公園　
℡：0562-54-2911（公園事務所）
住：佐布里水源の森　
℡：0562-51-5637（知多市観光協会）

みかん狩り
温暖な気候に恵まれ、甘味と酸味がちょうど良
い美味しいみかんが実ります。
営：10月上旬から12月上旬
ジョイフルファーム鵜の池　住：美浜町上野間中新田１0
℡：0569-87-6080　営：9:30-15:00
内海みかん狩り組合　住：南知多町内海奥鈴ヶ谷　
℡：0569-62-3100（南知多町観光協会）　営：8:00-日没

塩づくり体験 食と健康の館
塩ができるまでを学習し、実際にカン水から自
然海塩を作ります。要予約。1日2回（10:00～、
14:00～）。4名以上、最大36名まで。
住：美浜町小野浦西川１　℡：0569-83-3600　営：9:00-17:00
休：火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始　￥：500円/釡（材料費
込）

℡：0569-62-3100（南知多町観光協会）要予約

地引き網体験 内海・山海・篠島・日間賀島
二手に分かれて網を引っ張り力を合わせて引
き寄せます。大人から子どもまで楽しめる団体
ならではの体験です。内海・山海・篠島・日間賀
島で体験できます。

｜阿久比町｜ ｜美浜町｜ ｜知多市｜ ｜南知多町・美浜町｜ ｜美浜町｜ ｜南知多町｜

ものづくりを農業・工業・水産業でも体感でき
ます。自作の器で季節の食を楽しむ、至福の時
が生まれます。  知多半島を体験する旅
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ぶどう狩り 東浦森岡ぶどう組合 豊かな丘陵地を利用して造られたぶどう園で
は、巨峰をはじめ20種類以上のぶどうの販売の
ほか、ぶどう狩りが楽しめます。｜東浦町｜

住：東浦町森岡地内　営：8月中旬-9月中旬（東浦森岡ぶどう組合） http://www.hm-grape.com/

農業体験 げんきの郷

「農」は大地の恵みに触れることからです。げん
きの郷内の体験農園では、週末を中心に米作り
体験、土づくり体験をはじめ、玉ねぎ、とうもろ
こし、ジャガイモなどの収穫体験も開催されて
います。｜大府市｜

住：大府市吉田町正右エ門新田1-1　℡：0562-45-4080　 営：9:00-18:00（めぐみの湯は21:00まで）
休：毎月1日、土、日、祝日の場合は翌平日が休業日 ￥：ちゃぷーん100円・めぐみの湯大人700円

「世界のタイル博物館」を始めとする6館から構
成される体験・体感型ミュージアムで企画展を
開催。レストラン、ショップもあります。

INAX ライブミュージアム
｜常滑市｜

住：常滑市奥栄町1-130　℡：0569-34-8282　営：10時～17時（入館は16時30分まで）　休：毎週水曜（祝日の場合は翌日）
￥：一般600円、高・大学生400円小・中学生200円、70歳以上500円、障害者無料

-------------------------------------------------------
●大府長根山観光ぶどう組合事務局
　℡：0562-46-3634
　住：大府市長根町2丁目180
　種なしデラ…8月5日～8月14日頃
　巨峰…8月23日～9月17日頃
-------------------------------------------------------
●東浦町観光協会
　℡：0562-83-6118
-------------------------------------------------------
●ストロベリーファームソービー
　℡：0562-56-6039
　住：知多市佐布里台2-21
　開：12月中旬～5月末
-------------------------------------------------------
●西本ファーム
　℡：0562-22-1739
　住：東海市加木屋町御林101
　開：12月中旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●春香園
　℡：0562-84-8859
　住：東浦町大字緒川字広狭間24
　開：12月～5月
-------------------------------------------------------
●Berry Garden's
　℡：0569‐47‐8015
　住：半田市北滑草町153
　開：12月下旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●澤田農園
　℡：0569-27-6430
　住：半田市金山町2-145
　開：12月中旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●市野園芸
　℡：0569-27-7586
　住：半田市田代町156-1
　開：12月中旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●ジョイフルファーム鵜の池
　℡：0569-87-6080
　住：美浜町上野間中新田10
　開：1月上旬～5月下旬
　※ブルーベリー狩り（6月下旬～7月下旬）
　　ぶどう狩り（8月上旬～8月下旬）
-------------------------------------------------------
●いちごの丘
　℡：0569-83-1519
　住：知多郡南知多町大字豊丘字旭台4
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●いちごの里
　℡：0569-62-1115
　住：知多郡南知多町大字内海字奥鈴ヶ谷40-1
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●憩いの農園
　℡：0569-62-1851
　住：知多郡南知多町大字内海字打越39-1
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●観光農園花ひろば
　℡：0569-65-2432
　住：知多郡南知多町大字豊丘字高見台48
　開：12月上旬～5月下旬
-------------------------------------------------------
●OREGON FARM
　℡：0569-89-2613
　住：常滑市榎戸午新田213
　開：6月上旬～8月下旬
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-------------------------------------------------------
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知多半島 観光ガイド知多半島 観光ガイド

ふぐ
魚介類が豊富な南知多町・美浜町の冬（10月～3月）のキング。てっさ、
しゃぶしゃぶ、唐揚げ、雑炊、ひれ酒、白子焼と余すところなく堪能でき
ます。ふぐ料理のコース付きの宿泊プランなども用意されています。

｜南知多町・美浜町｜ 知多牛
知多酪農発祥の地・半田市を中心に豊かな自然の中で育てられた知多牛
は、肉質が柔らかく、脂肪の甘さに定評があり、銘柄牛として高い評価を
受けています。

｜半田市｜

海の幸、里の幸、調味料の宝庫です。生で良し、
和食・洋食・中華・スイーツとジャンルを超えた
コラボレーションが生まれています。

知多半島を味わう旅

豊浜魚ひろば（海鮮・たこ・しらす）

愛知県一の水揚げ量を誇る豊浜漁港。豊富な品目と活きの良さ、産地価
格が魅力です。卸売り市場の活気が体験でき、その日水揚げの食堂も人
気です。
住：知多郡南知多町豊浜相筆33　℡：0569-65-0483　
営：平日8:00-16:00／土日祝8:00-17:00　休：火曜日（祝日は営業）

｜南知多町｜ えびせんべいの里

知多半島六蔵（日本酒）

伝統の味が丹念に焼き上げられる製造ラインの見学やほとんどの商品
が試食できます。充実の販売コーナーや無料休憩スペースもあります。

住：知多郡美浜町北方吉田流52-1　℡：0569-82-0248　営：8:00-17:00　休：年中無休

｜美浜町｜

武豊のたまりにこだわったラーメンを町内外の店舗がそれぞれオリジ
ナルで開発提供しています。ダシの開発はバランスが難しく、醤油より
上手いの自負と称賛の声が届きます。

｜武豊町｜ 味の蔵たけとよ（みそ・たまり）

世界に誇る日本の味噌・たまり商品をはじめ野菜・くだもの・お米から、
伝統菓子などの特産品コーナー、フードコートもあるまちの駅です。

｜武豊町｜たまりラーメン

伝統の味を受け継ぐ知多半島六蔵による日本酒をはじめ、
ビール・ワイン・ウイスキー・果実酒など個性あふれるお酒があります。

お酒

住：武豊町忠白田11-1　℡：0569-73-6002　営：9:00-18:00　休：月曜日（祝日の場合は翌日）

①山の芋焼酎 木の山　②東海市産ぶどうワイン　③サントリー知多　④カブトビール　
⑤愛してる　⑥うめ酒 いちじく酒　⑦みかん酒　

江戸時代、半田の粕酢造りから215年余、酒と並
ぶ醸造産業の代表です。海鮮を活かした握りず
しをはじめ、祭りに合わせた押し寿司など、半島
の食文化は「酢」とともに歩んで来ました。

「尾州早すし」の再現、粕酢を取り入れた創作料
理など美食への探求が続いています。

酢（ミツカン） ｜半田市｜

えびフライ まるは

昭和25年の開業以来、「ボ
リュームたっぷりのえびフ
ライをアツアツ、プリプリで
食べていただく」創業者相川
うめさんの想いが受け継が
れています。
住：知多郡南知多町豊浜峠8
℡：0569-65-1315
営：昼11:00-15:30　夜17:00-21:00
宴会11:00-22:00　休：年中無休

｜南知多町・常滑市｜

阿久比米

古くからお米の町として知
られる阿久比町の、肥沃な水
田から収穫するお米です。中
でも、秋に田んぼに種まきし
たレンゲを春に鋤き込んで
田起しした特別栽培米「れん
げちゃん」は安心・安全・美味
しいを届けています。

｜阿久比町｜
恋美豚 とんかつの喜太条
こいびとん

美浜の農場で生まれた三元
豚のブランド豚で、脂が非常
に甘く後味がさっぱりして
います。サクッとした衣のカ
ツに八丁味噌のたれが良く
合います。
住：美浜町奥田御茶銭124-3
℡：0569-87-2169
営：11:00-14:00（LO13:30 ）
17:30-20:30（LO20:00）
休：毎週木曜日

｜美浜町｜

農家レストラン サンセットウォーカーヒル

知多半島の食材でアメリカ
ンスタイルの料理を提供す
る農家レストラン。丘陵地か
ら眼下に広がる伊勢湾を眺
めながら、ワイナリー、狩り
ものも楽しめます。
住：常滑市金山上白田130
℡：0569-47-9478 
営：11:00-22:00（14:00-17:00はカ
フェタイム）　休：不定休

住：東海市加木屋町石田78
℡：0562-32-8788 
営：11:00-15:00、17:30-22:00
休：毎週月曜日

江戸時代最盛期200蔵を数える酒どころでした。現在、六蔵がひたむき
に酒造りに取り組み、各蔵魅力ある「知多酒」をお届けしています。

お酒いろいろ
明治・大正の味を復刻したカブトビールをはじめ、地元で獲れる芋や果
物、花酵母とコラボした日本酒、「知多」の名をしるしたウイスキーそし
てワインと様々な味が楽しめます。①原田酒造（資）  住：東浦町生路坂下29 ℡：0562-83-5171　

②丸一酒造㈱  住：阿久比町植大西廻間11 ℡：0569-48-0003　
③盛田金しゃち酒造㈱ 住：半田市亀崎町9-112 ℡：0569-28-0250　
④中埜酒造㈱  住：半田市東本町2-24 ℡：0569-23-1231　
⑤澤田酒造㈱  住：常滑市古場町4-10 ℡：0569-35-4003　
⑥盛田㈱  住：常滑市小鈴谷脇浜10 ℡：0569-37-0773　

｜常滑市｜

ノンナカコーレ

「うちのシェフは農家さん」
地元の農家さんから届く新
鮮食材を使用した、素朴で愛
情のこもったイタリアの家
庭料理「知タリアン」を提供
しています。

｜東海市｜

① ② ③ ⑥④ ⑤ ① ② ③ ⑥ ⑦④ ⑤
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スイーツ

お土産

   ロケ地を巡る旅
卵や季節の果物を使った人気商品、醸造品がベースの昔ながらの
おやつを店内で味わうことができます。

ココテラス
たまご生産者が、とれたてたまごの美味しさを
届けたいの思いを込め、プリン、シュークリー
ム、カステラ、マドレーヌをつくっています。

住：常滑市大谷芦狭間249-1　℡：05696-36-7060
営：10:00-17:00　休：木曜日、第１、第３水曜日

｜常滑市｜ KURUTOおおぶ
「タニタ」とコラボしたカフェでは、14時からの
ティータイムに、季節の果物が楽しめる「おおぶ
パフェ」などオリジナルスイーツが味わえます。

住：大府市中央町3-278（ＪＲ大府駅構内1階）　
℡：0562-51-4329　営：カフェ8:00-21:00／物産ショップ
10:00-18:00　休：毎月１日（ただし土、日、祝日の場合は翌平日）

｜大府市｜ おかきや辰心
秘伝のたれをたっぷりつけた昔ながらのみた
らし団子は、もちもち食感が魅力で看板スイー
ツとなっています。

住：知多市岡田登り27　℡：0562-56-0280
営：9時～18時　休：無休

｜知多市｜

お米・野菜・果物を加工した和菓子・洋菓子、海産加工品や醸造品
そして六古窯の一つ常滑焼きとバラエティに富んだ品々があります。

ゆかり
（TOKAI CITY LIMITED）

｜東海市｜
たまねぎのお漬物

｜大府市｜
知多香る
｜知多市｜

生せんべい
｜半田市｜

急須
｜常滑市｜

阿久比米最中
｜阿久比町｜

海音貝
｜美浜町｜

うん　ね　がい

日間賀島 島のり
｜南知多町｜

味噌・たまり
｜武豊町｜

巨峰ジャム
巨峰＆苺ミルクジャム

巨峰バター
｜東浦町｜

映画「世界でいちばん長い写真」／公開：2018年　
誉田哲也の同名小説を映画化しました。知多半島でオールロケが行わ
れ、若松海岸は主人公が仲間と語らうシーンで使われています。
映画「デッドエンドの思い出」／公開：2019年2月
吉本ばななの同名短編小説（2003年発刊）を日韓共同で映画化しまし
た。名古屋を中心に物語が展開され、若松海岸は、主人公と恋人が歩く
シーンとして使われています。

若松海岸
｜美浜町｜

住：美浜町野間地内

映画「20世紀少年」／公開：2009年
浦沢直樹原作コミックを堤幸彦監督、唐沢寿明主演で映画化した3部
作の最終章「ぼくらの旗」で、主人公ケンジたちが少年時代を過ごした
昭和の街並みのある町として使われています。
ドラマ（東海テレビ制作）「嵐の涙～私たちに明日はある～」／
放映：2016年では、主人公里子が働く焼き物工房などの舞台となって
います。

住：常滑市栄町地内

映画・ドラマのシーンが思わず蘇る場所がありま
す。ロングロケが敢行された映画、シリーズ化し
たドラマと多彩です。

映画「姿三四郎」／公開：1943年　
富田常雄の同名小説の映画化で黒沢明の初監
督作品。主人公が柔道家として猛者と切磋琢磨
し成長する姿が描かれており、悪漢を運河に投
げ込む場面でロケが行われ、運河沿いのミツカ
ンマークが背景になっています。

ドラマ（中京テレビ制作）「マザーズ」／
放映：2015年～2018年
毎年、報道局が取材制作するドキュメンタリー

「マザーズ」と連動し、里親、特別養子縁組など
社会的テーマをベースにしたドラマの主ロケ
地です。

岡田の古い街並み 半田運河

住：知多市岡田地内 住：半田市中村町地内

花ひろば
映画「世界で一番長い写真」／公開：2018年
主人公の高校3年生の夏が舞台となる青春映
画です。暑い夏、主人公が３６０度写せる不思
議なカメラの被写体として探し続け、最高の出
会いをするひまわり畑です。
住：知多郡南知多町豊丘高見台48　℡：0569-65-2432
営：8:00-17:00　休：1/1-3
￥：大人650円／小学生300円／未就学児無料

｜知多市｜ ｜半田市｜ ｜南知多町｜

■ロケ地一覧
ロケ地 公開・放映時期映画・ドラマタイトル市町名

南知多町

阿久比町

知多市

半田市

篠島（原作の漫画の舞台）

坂部城跡

旭公園

衣浦港

半田球場

半田赤レンガ建物

映画「ねことじいちゃん」

ドラマ「おんな城主 直虎」

ドラマ「マザーズ」

映画「アウトレイジ 最終章」

ドラマ「1942年のプレイボール」

映画「神さまの言うとおり」

映画「藁の楯」

2019年

2017年

2018年

2017年

2017年

2014年

2013年
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やきもの散歩道

｜常滑市｜

P13-P14

やきもの散歩道

知多半島観光 ガイド知多半島観光 ガイド

スイーツ

お土産

   ロケ地を巡る旅
卵や季節の果物を使った人気商品、醸造品がベースの昔ながらの
おやつを店内で味わうことができます。

ココテラス
たまご生産者が、とれたてたまごの美味しさを
届けたいの思いを込め、プリン、シュークリー
ム、カステラ、マドレーヌをつくっています。

住：常滑市大谷芦狭間249-1　℡：05696-36-7060
営：10:00-17:00　休：木曜日、第１、第３水曜日

｜常滑市｜ KURUTOおおぶ
「タニタ」とコラボしたカフェでは、14時からの
ティータイムに、季節の果物が楽しめる「おおぶ
パフェ」などオリジナルスイーツが味わえます。

住：大府市中央町3-278（ＪＲ大府駅構内1階）　
℡：0562-51-4329　営：カフェ8:00-21:00／物産ショップ
10:00-18:00　休：毎月１日（ただし土、日、祝日の場合は翌平日）

｜大府市｜ おかきや辰心
秘伝のたれをたっぷりつけた昔ながらのみた
らし団子は、もちもち食感が魅力で看板スイー
ツとなっています。

住：知多市岡田登り27　℡：0562-56-0280
営：9時～18時　休：無休

｜知多市｜

お米・野菜・果物を加工した和菓子・洋菓子、海産加工品や醸造品
そして六古窯の一つ常滑焼きとバラエティに富んだ品々があります。

ゆかり
（TOKAI CITY LIMITED）

｜東海市｜
たまねぎのお漬物

｜大府市｜
知多香る
｜知多市｜

生せんべい
｜半田市｜

急須
｜常滑市｜

阿久比米最中
｜阿久比町｜

海音貝
｜美浜町｜

うん　ね　がい

日間賀島 島のり
｜南知多町｜

味噌・たまり
｜武豊町｜

巨峰ジャム
巨峰＆苺ミルクジャム

巨峰バター
｜東浦町｜

映画「世界でいちばん長い写真」／公開：2018年　
誉田哲也の同名小説を映画化しました。知多半島でオールロケが行わ
れ、若松海岸は主人公が仲間と語らうシーンで使われています。
映画「デッドエンドの思い出」／公開：2019年2月
吉本ばななの同名短編小説（2003年発刊）を日韓共同で映画化しまし
た。名古屋を中心に物語が展開され、若松海岸は、主人公と恋人が歩く
シーンとして使われています。

若松海岸
｜美浜町｜

住：美浜町野間地内

映画「20世紀少年」／公開：2009年
浦沢直樹原作コミックを堤幸彦監督、唐沢寿明主演で映画化した3部
作の最終章「ぼくらの旗」で、主人公ケンジたちが少年時代を過ごした
昭和の街並みのある町として使われています。
ドラマ（東海テレビ制作）「嵐の涙～私たちに明日はある～」／
放映：2016年では、主人公里子が働く焼き物工房などの舞台となって
います。

住：常滑市栄町地内

映画・ドラマのシーンが思わず蘇る場所がありま
す。ロングロケが敢行された映画、シリーズ化し
たドラマと多彩です。

映画「姿三四郎」／公開：1943年　
富田常雄の同名小説の映画化で黒沢明の初監
督作品。主人公が柔道家として猛者と切磋琢磨
し成長する姿が描かれており、悪漢を運河に投
げ込む場面でロケが行われ、運河沿いのミツカ
ンマークが背景になっています。

ドラマ（中京テレビ制作）「マザーズ」／
放映：2015年～2018年
毎年、報道局が取材制作するドキュメンタリー

「マザーズ」と連動し、里親、特別養子縁組など
社会的テーマをベースにしたドラマの主ロケ
地です。

岡田の古い街並み 半田運河

住：知多市岡田地内 住：半田市中村町地内

花ひろば
映画「世界で一番長い写真」／公開：2018年
主人公の高校3年生の夏が舞台となる青春映
画です。暑い夏、主人公が３６０度写せる不思
議なカメラの被写体として探し続け、最高の出
会いをするひまわり畑です。
住：知多郡南知多町豊丘高見台48　℡：0569-65-2432
営：8:00-17:00　休：1/1-3
￥：大人650円／小学生300円／未就学児無料

｜知多市｜ ｜半田市｜ ｜南知多町｜

■ロケ地一覧
ロケ地 公開・放映時期映画・ドラマタイトル市町名

南知多町

阿久比町

知多市

半田市

篠島（原作の漫画の舞台）

坂部城跡

旭公園

衣浦港

半田球場

半田赤レンガ建物

映画「ねことじいちゃん」

ドラマ「おんな城主 直虎」

ドラマ「マザーズ」

映画「アウトレイジ 最終章」

ドラマ「1942年のプレイボール」

映画「神さまの言うとおり」

映画「藁の楯」

2019年

2017年

2018年

2017年

2017年

2014年

2013年
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名古屋市
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知多
半田

大高IC

大府
西IC大府

 PA

東海市東海市

大府市大府市

東浦町東浦町
知多市知多市

阿久比町阿久比町

常滑市常滑市

半田市半田市

武豊町武豊町

美浜町美浜町

南知多町南知多町
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）

東名阪
自動車道
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知多半島

愛知県

知多半島道 路上り線  大府 P A知多半島道 路上り線  大府 P A

知多半島道 路下り線  阿久比 P A知多半島道 路下り線  阿久比 P A

●名古屋からのアクセス

　JR 大　府　駅（15分）

 半　田　駅（40分）

 武　豊　駅（45分）

　名鉄 太 田 川 駅（15分）

 常　滑　駅（30分）

 知多半田駅（30分）

 河　和　駅（50分）

 内　海　駅（60分）

●日間賀島へのアクセス（高速船）

　師崎港から10分／河和港から20分

●篠島へのアクセス（高速船）

　師崎港から10分／河和港から30分

知多半島観光圏協議会  ☎ 0569-47-8588  https://tabichita.com/
※本冊子の内容は2019年3月現在のものです。

半田市観光協会…☎ 0569-32-3264　　常滑市観光協会……☎ 0569-34-8888　　東海市観光協会……☎ 0562-32-5149
大府市観光協会…☎ 0562-45-6227　　知多市観光協会……☎ 0562-51-5637　　阿久比町観光協会…☎ 0569-48-1111
東浦町観光協会…☎ 0562-83-6118　　南知多町観光協会…☎ 0569-62-3100　　美浜町観光協会……☎ 0569-83-6660
武豊町観光協会…☎ 0569-73-1100　　日間賀島観光協会…☎ 0569-68-2388　　篠島観光協会………☎ 0569-67-3700

182mm × 257mm


