
抹茶工場見学 見学所要時間：60 分

西尾市は抹茶生産量が日本一！碾茶の石臼ひきなどの抹茶の製造過
程を工場で見学し、西尾の抹茶の特徴を知ることができます。お楽
しみは本場の抹茶の一服を無料で頂けることです。　※要予約

・あいや　西尾の抹茶ミュージアム　和く和く  【電話】0563-77-6572
・松鶴園　【電話】0563-54-3300　※団体のみ
・葵製茶　【電話】0563-57-2570
・南山園　【電話】0566-99-0128

西尾駅
自動車 15 分

自動車 10 分

みそパークはとや 所要時間：60 分

「みそぱーく」とは、創業文久元年の「はと屋」が運営する味噌醤油
を楽しむテーマパークです。本物の味噌仕込桶が見学できる味噌蔵。
様々な体験が楽しめる体験館、味噌醤油、調味料が購入できる蔵売
店など味噌の「食べる、見る、体験する、買う、勉強する」でお楽
しみ頂けます。
味噌知る無料ツアー（10:00 ～、14:00 ～）要予約

【住所】愛知県西尾市吾妻町 21 番地 1　　【電話】0120-181084
【時間】9:00 ～ 17:00（平日）
【駐車】無料（普通車 30 台、観光バス 2 台 )
【ＨＰ】 http://www.misopark.com/

吉良エリアまで車で 30 分 一色エリアまで車で 30 分幡豆エリアまで車で 40 分

てんこ盛り 西尾のグルメ街道をゆく
抹茶、うなぎ、えびせんべい、味噌など西尾の特産品を使ったグルメを満喫しよう！
※コース所要時間　車で約 6 時間



三河湾の海の幸の昼食

一色、吉良、幡豆では三河湾でとれた魚介類の海鮮料理が名物です。
海鮮料理店や宿で召し上がって頂けます。昼食は一色では名物鰻料
理も専門店で召し上がれます。　※宿で食べる場合は予約が必要。

吉良エリアから車で 25 分 幡豆エリアから車で 35 分

一色さかな広場 買物所要時間：45 分

西尾市の地産品がほぼ全部揃います。生産量日本一の「えびせんべ
い」三河湾の海の幸や海苔などの加工品や農産物などのお買い物の
他に日本有数の生産量を誇る「一色産うなぎ」や海鮮料理も食べる
ことができます。日本一の生産量である「アサリ」もどうぞ。買い
物は花と緑の産直センター「憩の農園」でも豊富な商品にご満足頂
けます。

【住所】西尾市一色町小藪船江東 176　　【電話】0563-72-3700
【定休】毎週水曜日（GW、祝日は除く）、水曜が祝日の場合は翌日
　       元日～ 1 月 4 日　　
【時間】 9:00 ～ 17:00
【駐車】無料（普通車 200 台、観光バス 30 台）
【ＨＰ】http://www.sakanahiroba.com/

西尾市街へ車で 30 分 東角園へ車で 20 分

吉良エリアまで車で 30 分 一色エリアまで車で 30 分幡豆エリアまで車で 40 分

西尾のスイーツ

西尾市内各所で販売される和洋の抹茶スイーツ（抹茶ロール・抹茶
パフェなど）の他に、吉良上野介公ゆかりの東角園の「赤馬」など
の銘菓がご賞味いただけます。

西尾市街から車で 10 ～ 20 分 東角園から車で 15 分

西尾駅



※ボランティアガイド、工場見学については西尾市観光協会（0563-57-7882）にお尋ね下さい。

食事処

吉良観光ホテル 西尾市吉良町宮崎田ノ上 15 0563-32-1181

三河湾リゾートリンクス 西尾市吉良町宮崎中道下 15 0563-32-3711

民宿　オサキ 西尾市吉良町宮崎上ノ山 102 0563-32-2819

旅館やまと 西尾市吉良町宮崎西部田 15 0563-32-0238

竜宮ホテル 西尾市吉良町宮崎宮前 12 0563-32-0234

食処　喜泉 西尾市東幡豆町大平 63 0563-62-4284

魚直 西尾市東幡豆町小見行田 20-4 0563-62-2118

一色さかな広場 西尾市一色町小薮船江東 176 0563-72-3700

日本料理の魚寅 西尾市上町薬師前 1-10 0563-57-3044

松鶴園 西尾市上町南荒子 50-2 0563-54-3360

平井うなぎ店 西尾市会生町 41 0563-57-2410

グリーンホテル三ヶ根 西尾市東幡豆町入会山 1-287 0563-62-4111

modern 割烹ささ家 西尾市矢曽根町道雲寺 15 0563-79-5931

とんかつ錦 西尾市塩町 18 番地 0563-56-7788

創作和食　岡雅 西尾市丁田町上ノ切 43-2 0563-65-8528

稲寿し 西尾市熊味町西平角 12-2 0563-56-7764

和食・洋食
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きく寿司 西尾市永吉三丁目 2 番地 0563-57-2205

回転寿司大漁亭西尾店 西尾市花ノ木町 1-26 0563-55-3888

旬彩石川 西尾市桜木町 4-34 0563-57-0998

ぽわそん 西尾市今川町大城 46-3 0563-65-3801

うなぎの兼光 西尾市一色町藤江蛇池 30-3 0563-73-6688

プルメリア 西尾市吉良町宮崎中道下 52 0563-32-2752
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和食
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お土産屋

道の駅にしお岡ノ山 西尾市小島町岡ノ山 105-57 0563-55-5821

（株）あいや 西尾市上町横町屋敷 15 0563-56-2233

松鶴園 西尾市上町南荒子 50-2 0563-54-3360

葵製茶 西尾市上町上屋敷 7 0563-57-2570

眞緑園 西尾市桜町中新田 31-1 0563-57-3872

（株）香嘉園
ヴェルサウォーク西尾店

西尾市高畠町三丁目 23-9 0563-56-8122

穂積堂 西尾市鶴舞町 54 番地 1 0563-57-2096

パティスリーツタヤ 西尾市幸町 3 0563-57-2027

カテキン堂 西尾市鶴ヶ崎町 4-11 0563-77-2136

御菓子司　晴月園 西尾市上町横町屋敷 35 0563-57-3755

東角園 西尾市吉良町上横須賀菱池 3 0563-35-3555

和菓子だより　米田屋 愛知県西尾市吉良町乙川西山 76 0563-32-0310

米津羊羹店舗 西尾市米津町仲之畑 56 番地 0563-57-2842

タルト専門店　タタン 西尾市今川町石橋 5-1 0563-53-3401

うなぎの兼光 西尾市一色町一色東下二割 18-1 0563-73-6688

山善糟谷海苔店 西尾市吉良町吉田東郷 31 0563-32-0050

一色さかな広場 西尾市一色町小薮船江東 176 0563-72-3700
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スイーツ

スイーツ
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うなぎ

海産物

海産物

三河一色 さかな村 西尾市一色町小藪船江東 180 090-3830-5152

（有）富士見屋 西尾市一色町前野荒子 15 0563-72-8227

味の老舗青山 西尾市一色町対米五太 66-1 0120-147039

（有）丸源えびせんべい 西尾市一色町一色亥新田 67-2 0563-72-8545

丸政製菓（株） 西尾市一色町対米蒲池 5-5 0563-72-8221

ヤマ伍　三矢商店 西尾市一色町治明大戸前 10 0563-72-8117

犬塚商店 西尾市一色町前野荒子 84-5 0563-72-8728

海産物
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えびせんべい
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えび福 西尾市下町神明下 54-1 0563-57-1312

（株）ナカムラ製菓 西尾市市子町平加 170 0563-56-3411

（有）みかく岩瀬豊商店 西尾市巨海町下縄 42 0563-59-5826

えびせんべい処 中新本舗 西尾市東幡豆町小見行田 10-1 0563-62-2259

鈴為商店 西尾市桜町 1-5 0563-54-4050

山﨑合資会社 西尾市西幡豆町柿田 57 0563-62-2005
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醸造品

はと屋 西尾市吾妻町 21-1 0563-56-7373醸造品


