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半田常滑

竜の子街道 特選日帰りツアー  お申込み方法・注意事項

＼宿泊すれば貰える うれしい特典／

申込先
一社）西尾市観光協会まで電話でお申し込みください。ホームページからも予約が可能です。
■平日は…………（一社）西尾市観光協会 TEL 0563-65-2404　9:00～17:45　  一社）西尾市観光協会HP  nishiokanko.com
■土・日・祝日は… 西尾観光案内所 TEL 0563-57-7840　9:30～16:30

申込締切 出発日の前日から起算して７日前。ただし、定員（各コース40名）になり次第、締め切ります。お申し込み時に、代表者の氏名・住所・性別・代表者住所・
代表者の当日連絡が付く電話番号（携帯電話番号）を承ります。

旅行代金の
支払い

旅行代金は大人・小人ともに同額です。未就学児は各昼食と3/18発の陶芸体験を含みませんのでご了承ください。
旅行代金には日程表に記載の貸切バス代、入場料、昼食代、消費税、諸税が含まれます。
お申込みから１週間以内に、別途ご案内する振込先に旅行代金の全額をお振込みください。
振込手数料はお客様負担となりますのでご了承ください。クレジットカード払いは承っていませんのでご了承ください。

ご旅行条件
（要約）

各コースとも添乗員が同行します。最少催行人員は各コースともに２５名様です。
ツアーが最少催行人員を下回り、催行されない場合は出発の７日前までにお知らせいたします。
■取消料金
　①旅行開始日の前日から起算して遡って10日目に当たる日以降に解除する場合：旅行代金の20%
　②旅行開始日の前日から起算して遡って7日目に当たる日以降に解除する場合：旅行代金の30%
　③旅行開始日の前日に解除する場合：旅行代金の40%　　④旅行開始日当日に解除する場合(⑤に掲げる場合を除く)：旅行代金の50%
　⑤旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合：旅行代金の100%
■その他条件は、(一社)西尾市観光協会にお問い合わせください。
■旅行条件書は西尾市観光協会ホームページよりダウンロードできますので、出発前に必ずご確認ください。
■旅行企画実施　 (一社)西尾市観光協会(愛知県知事登録旅行業 第2-1400号) 西尾市住吉町4-18-4　(一社)全国旅行業協会正会員

宿泊プラン共通特典   利用方法

竜の子街道
 宿泊プラン

「半田・西尾」コース 「碧南・半田」コース

「常滑・碧南」コース 「西尾・常滑」コース

3/4日 3/11日

3/18日
3/25日

■集合場所・時間／JR名古屋駅太閣口噴水前 8:15集合
■募集人数／40人
■旅行代金／お1人様 7,500円 （未就学児5,500円）

大人気!二大食のミュージアム「ミツカン
ミュージアム」「抹茶ミュージアム和く和く」見学
知多食材のフレンチと抹茶スイーツの旅

JR名古屋駅（太閣口噴水前）8:30発▶MIZKAN MUSEUMと半田
運河周辺散策【半六庭園や国盛酒の文化館等があります】▶旧中埜家住宅見学
と周辺散策【ガイド付き】▶CLACITY【BISTRO CLACITY:本格フレンチシェフの
知多半島食材ランチ】▶みそぱーく【味噌蔵見学】▶抹茶ミュージアム和く和
く【工場見学・抹茶の一服や抹茶スイーツが楽しめます】▶道の駅にしお岡ノ山【季
節の野菜詰め放題】▶JR名古屋駅（太閣口噴水前）18:00頃着

コ
ー
ス
日
程

MIZKAN MUSEUM

ランチ：
「カルボナード・フラマンド』
デザート付き 抹茶ミュージアム和く和く

■集合場所・時間／JR名古屋駅太閣口噴水前 8:00集合
■募集人数／40人
■旅行代金／お1人様 8,200円 （未就学児4,500円）

JR名古屋駅（太閣口噴水前）8:15発▶やきもの散歩道【窯場・レンガ造り
の煙突などの散策】▶まるふく常滑焼【陶芸体験 自分だけの焼物作り】▶盛田味
の館【菜めし田楽付きの味の館弁当・日本酒試飲・お買い物】▶大浜てらまちエリア
【お寺の立ち並ぶエリアの自由散策】▶えびせん家族【えびせんべいを作っている風景を
見学】▶七福醸造「ありがとうの里」【白だしの歴史が始まった工場の見学とお買い
物・白だしを使った料理の試食】▶JR名古屋駅（太閣口噴水前）17:40頃着

コ
ー
ス
日
程

ランチ:味の館弁当 七福醸造「ありがとうの里」

■集合場所・時間／JR名古屋駅太閣口噴水前 8:25集合
■募集人数／40人
■旅行代金／お1人様 8,980円 （未就学児5,480円）

JR名古屋駅（太閣口噴水前）8:40発▶あおいパーク【野菜収穫体験と
お買い物】▶七福醸造「ありがとうの里」【白だしが生まれた工場の見学とお買い物・
白だしを使った料理の試食】▶小伴天【鰻のミニひつまぶし付松華堂弁当】▶半田市
立博物館【山車見学・醸造の歴史見学 ガイド付き】▶半田赤レンガ建物【スタッフ
によるミニガイド・小グラスでカブトビール（明治と大正）飲み比べ】▶JR名古屋駅（太
閣口噴水前）16:45頃着

コ
ー
ス
日
程

ランチ:
鰻のミニひつまぶし付
松華堂弁当 半田赤レンガ建物あおいパーク

■集合場所・時間／JR名古屋駅太閣口噴水前 8:15集合
■募集人数／40人
■旅行代金／お1人様 9,800円 （未就学児5,900円）

JR名古屋駅（太閣口噴水前）8:30発▶抹茶ミュージアム和く和く
【工場見学・抹茶の一服や抹茶スイーツが楽しめます】▶実相寺・紅樹院【抹茶の歴史
を歩いてたどります】▶うなぎの兼光【鰻2尾を使用した丼と長焼ランチ】▶盛田味
の館【日本酒試飲・お買い物】▶INAXライブミュージアム【世界のタイル博物館
など見学・お買い物】▶やきもの散歩道【窯場・レンガ造りの煙突などの散策】▶JR
名古屋駅（太閣口噴水前）18:15頃着

コ
ー
ス
日
程

抹茶ミュージアム和く和く
ランチ：
うなぎ丼・長焼 やきもの散歩道常滑焼陶芸体験

竜の子街道 参加者募集!!

※天候、道路事情等により変更になる場合があります。

■ 有料宿泊者を対象に、１泊あたり2都市でそれぞれ1特典、計2特典が受けられます。但し同一都市で２特典は受けられません。
同一施設に連泊の場合は１泊と同じ扱いとなります。別施設で連泊した場合は同一都市で2特典以上受けることは可能です。
（2泊の場合4特典、3泊の場合6特典となります。）
■ 宿泊施設にチェックインした際に特典利用券を受け取り、特典提供施設で特典利用券を提出して、特典を受けてください。チェックイン前に
特典を受けたい場合は、FAXまたはメールで宿泊施設から事前に入手してください。
■ 特典利用券に、宿泊日の記載がされているか・有料宿泊人数が記載されているか・宿泊施設の押印がされているかを必ず確認してください。
■ 共通特典以外に宿泊施設特典がある施設もございます。

大蔵餅

■TEL／0569-35-2676
■住所／常滑市鯉江本町2-2-1
■営業時間／ 火～金 9:00～18:00（甘味処17:00LO）

土日祝 9:00～19:00（甘味処18:00LO） 
■定休日／月（臨時休業有り）
■駐車場／26台（無料）

特 典

●珈琲等450円
　のドリンクを
　サービス

常滑

旧近衛邸

■TEL／0563-54-6758
■住所／西尾市錦城町231-1
■営業時間／ 10:00～16:00 
■定休日／月（祝日の場合は営業）、貸切日

特 典

●抹茶一服
　（和菓子付き）
　サービス

西尾

碧南海浜水族館

■TEL／0566-48-3761
■住所／碧南市浜町2-3
■営業時間／ 9:00～17:00

（入館は16:30まで） 
■定休日／月（月が祝日・振替休日の場合はその翌平日）
■駐車場／200台（無料）

特 典
●入館料無料
● 小学生以下のお子様には
大人気の
ペーパーキャップ
プレゼント

碧南

半田赤レンガ建物

■TEL／0569-24-7031　■住所／半田市榎下町8番
■営業時間／ 常設展示室9:00～17:00、カフェ10:00

～17:00、ショップ10:00～17:00、貸館
（クラブハウス）9:00～22:00

■定休日／臨時休館2/19
■駐車場／大型4台、普通車356台（無料）

特 典
●生カブトビール
　1杯サービス
※明治・大正をお選び
　いただけます。
※飲めない方はお酢
　ドリンクとなります。
●常設展示室入館割引
　200円→160円

半田

ココテラス

■TEL／0569-36-7060
■住所／常滑市大谷字芦狭間249-1
■営業時間／10:00～17:00
■定休日／木、第1・第3水
■駐車場／13台（無料）

特 典

●マドレーヌ・
　クッキーセット
　プレゼント

常滑

みそパークはと屋

■TEL／0563-56-7373　■住所／西尾市吾妻町21-1
■営業時間／ 10：00～17:00 
■定休日／期間中なし

特 典
●うなぎ
　エキス入り濃厚
　黒たまり
　1本進呈

西尾

七福醸造㈱ 碧南工場
「ありがとうの里」

■TEL／0566-41-1508　
■住所／碧南市山神町2-7
■営業時間／ 9:00～16:00（入場は15:00まで）
■定休日／期間中なし
■駐車場／有り（無料）

特 典

● 「これ1本で
ごちそうシリーズ」
お好きな1本
プレゼント

碧南

MIZKAN MUSEUM

■TEL／0569-24-5111　■住所／半田市中村町2-6
■営業時間／ 9:30～17:00 
■定休日／木、臨時休館有り
■駐車場／有り（無料）
※見学ツアー／90分 15:30最終

特 典

●入館無料
●マイ味ぽん1本
　プレゼント

半田

常滑屋「食事・カフェ・ギャラリー」

■TEL／0569-35-0470
■住所／常滑市栄町3-111
■営業時間／
　 火～日 10:00～16:00
※金は18:00～22:00も営業
■定休日／月
■駐車場／8台（無料）

特 典

● 食事をされた方に
常滑焼のぐい飲み
をプレゼント

常滑

西尾観光案内所

■TEL／0563-57-7840
■住所／西尾市住吉町4-18-4
■営業時間／ 9:30～16:30　■定休日／期間中なし
■ レンタルサイクルは5台あります。
予約制でなく先着順に貸し出します。

特 典

●レンタルサイクル
　1日無料 または
　「えびせんべい」
　1袋差し上げます

西尾

碧南市哲学たいけん村
無我苑

■TEL／0566-41-8522
■住所／碧南市坂口町3-100
■営業時間／ 9:00～17:00、呈茶は9:30～16:00
■定休日／ 月（月が祝日・振替休日の場合はその翌平日）
■駐車場／有り（無料）

特 典

● 抹茶一服
（和菓子付き）
サービス

碧南

CLACITY（クラシティ）

■TEL／0569-47-9400
■住所／半田市広小路町155-3
■営業時間／ 10:00～22:00 
■定休日／第4水
■駐車場／有り（有料 30分100円）
 ※1F・2F商業施設利用にて2時間無料

特 典
● スティック
ジェラート1本
または白ワイン2種
飲み比べセット
プレゼント

半田事前
予約制

12の共通特典の中から
1泊につき2都市2つの特典を進呈！

宿泊施設特典のある施設もあって、うれしさ満載！

　　　を使って楽しく遊ぼう!

常滑市・半田市・碧南市・西尾市が共通の地域資源を活用して新たな観光資源を創りだすことでこの地域に多くの方に

来ていただくための事業です。4市を合わせた形がタツノオトシゴに似ていることに由来しています。 http://www.tatsunoko-kaido.jp/

「竜の子街道プロジェクト」とは？

特選日帰りツアー

「野菜収穫・白だし工場見学・カブトビール
飲み比べ」昼食は碧南小伴天の鰻料理！
食の満喫ツアー

常滑やきもの散歩道と陶芸体験
醸造の里「碧南」の白だし工場見学と大浜てらまち散策
昼食は伝統の盛田の味噌を生かした田楽

詳しくは
HPへGO！

碧南西尾

西尾「抹茶ミュージアム和く和く」で抹茶一服と抹茶スイーツ
常滑で焼物作りの心を伝える「INAXライブミュージ
アム」とやきもの散歩道　昼食は一色産うなぎ2尾付
大満足の「うなぎ丼とうなぎ長焼」ランチ

広告

特典
付き!! 設定期間  2018.1/4（木）→2018.3/31（土）

先着1,000名様限定!

お
得

特典


