
西尾市立ち寄り施設一覧

問合せ先：西尾市観光協会（☎0563-57-7882、ＦＡＸ0563-57-2261）

種別
電話
（市外局番0563）

FAX
（市外局番
0563）

郵便番号 住所

吉良観光ホテル 旅館 32-1181 32-0481 444-0513 西尾市吉良町宮崎田ノ上15

旅館やまと 旅館 32-0238 32-2919 444-0513  西尾市吉良町宮崎西部田15番地

マルトラ別館 旅館 32-3111 32-1032 444-0513 西尾市吉良町宮崎寺ノ上8

宮嶋館 旅館 32-0113 32-0881 444-0513 西尾市吉良町宮崎馬道24

海鮮宿 はや河 民宿 32-1986 32-2340 444-0513 西尾市吉良町宮崎西部田32

民宿 オサキ 民宿 32-2819 32-3830 444-0513 西尾市吉良町宮崎上ノ山１０２

新鮮料理の宿 たか島 民宿 32-1682 32-1682 444-0513 西尾市吉良町宮崎車甚作25-1

渚のリゾート・吉良 竜宮ホテル 旅館 32-0234 32-0299 444-0513 西尾市吉良町宮崎宮前12

三河湾リゾートリンクス ホテル 32-3711 32-3806 444-0513 西尾市吉良町宮崎中道下15

旬彩海鮮の宿　大勢 民宿 62-3900 62-3900 444-0704 西尾市鳥羽町 田尻40-1

みかわ温泉　海遊亭 旅館 62-6666 62-6661 444-0702 西尾市寺部町笠外186-2

グリーンホテル三ヶ根 旅館 62-4111 62-4672 444-0701 西尾市東幡豆町入会山1-287

民宿 鈴喜館 民宿 090-5619-2322 62-5803 444-0701 西尾市東幡豆町小見行田23

佐久島館 民宿 79-1007 79-1117 444-0416 西尾市一色町佐久島中屋敷２３

民宿 千鳥 民宿 79-1008 79-1458 444-0416 西尾市一色町佐久島東港

さざなみ 民宿 79-1234 79-1235 444-0416 西尾市一色町佐久島久保井14

市兵衛 民宿 79-1103 79-1103 444-0416 西尾市一色町佐久島字東屋敷67

海鮮宿 はや河（和食） 民宿・和食弁当 32-1986 32-2340 444-0513 西尾市吉良町宮崎西部田32

グリルれんが亭（洋食） 洋食弁当
59-2282
090-8555-4767

59-2282 444-0327 西尾市寺津1-8-15

みそぱーく（各種レストラン） 和食全般
0120-18-1084
56-7373

56-8048 445-0861 西尾市吾妻町21-1

魚寅 和食全般 57-3044 54-0334 445-0894 西尾市上町薬師前1-10

五郎田 和食全般 56-2335 56-8459 445-0802 西尾市米津町八百目73

和食　とんかつ錦 和食全般 56-7788 57-8558 445-0866 西尾市塩町18

うなぎの兼光 鰻専門店
0120-166-889
73-6688

73-5112 444-0414 西尾市一色町藤江蛇池30-3

三水亭 鰻専門店 444-0414 西尾市一色町坂田新田西江95-10

海鮮庵（一色さかな広場内２階） 和食全般

一色さかな広場
72-3700
海鮮庵団体受付
72-7712

一色さかな広場
73-6600

444-0424 西尾市一色町小藪船江東176

和食処　愛 和食全般 62-3277 62-3278 444-0701 西尾市東幡豆町築園28-1

あいや
（あいや西尾の抹茶ミュージアム「和く和く」）

抹茶工場見学・買物 56-0255 56-2257 445-0894 西尾市上町横町屋敷１５番地

葵製茶 抹茶工場見学・買物 57-2570 57-4747 445-0894 西尾市上町上屋敷7番地

松鶴園 抹茶工場見学・買物 54-3360 54-3355 445-0894 西尾市上町南荒子50-2

道の駅にしお岡ノ山（買物） 地産品全般 55-5821 55-5822 445-0006 西尾市小島町岡ノ山105番地57

旧近衛邸（西尾市歴史公園内） 抹茶一服・見学 54-6758 54-6758 445-0864 西尾市錦城町231-1

西尾市資料館（西尾市歴史公園内） 歴史資料館見学 56-6191 － 445-0864 西尾市錦城町229

憩の農園（買物・体験） 地産品全般・寄植体験 56-8168 56-1463 445-0056 西尾市斉藤町大割28番地

みそぱーく（見学・買物・体験） 味噌蔵見学・味噌作り等体験
0120-18-1084
56-7373

56-8048 445-0861 西尾市吾妻町21-1

岩瀬文庫（入場） 古書ミュージアム 56-2459 56-2787 445-0847 西尾市亀沢町480番地

一色さかな広場（買物） 地産品全般・主に海産物 72-3700 73-6600 444-0424 西尾市一色町小藪船江東176

ヤマ伍三矢商店（買物・体験） えびせんべい作り体験・買物 72-8117 72-3322 444-0426 西尾市一色町治明大戸前10

一色学びの館（入場） 三河一色大提灯まつり関連見学 72-3880 － 444-0423 西尾市一色町一色東前新田8

尊皇　山﨑合資会社（工場見学） 酒蔵見学・買物 62-2005 62-4374 444-0703 西尾市西幡豆町柿田57

愛知こどもの国（入場・体験）
遊園地・ハイキング

グラウンドゴルフ・自然体験
手ぶらバーベキュー

62-4151 62-4155 444-0701 西尾市東幡豆町南越田３番地

尾﨑士郎資料館・旧糟谷邸（入場）
人生劇場作家資料

江戸時代豪農豪商の家 32-4646 － 444-0524 西尾市吉良町荻原大道通18-1

吉良饗庭塩の里（入場・体験） 塩の資料・焼塩体験 32-3373 － 444-0514 西尾市吉良町白浜新田宮前59-1

榊原タタミ店（体験） 豆たたみ・コースター等作成 35-0162 － 444-0521 西尾市吉良町上横須賀池端143

国宝金蓮寺弥陀堂
（拝観）

県内最古の
木造建造物

444-0523 西尾市吉良町饗庭七度ケ入1（☎32-2063）

華蔵寺（拝観） 吉良家菩提寺 444-0531 西尾市吉良町岡山山王山59（☎35-0935）

源徳寺（拝観） 吉良の仁吉資料 444-0521 西尾市吉良町上横須賀寒破池127（35-0123）

「吉良あない人の会」連絡先
会長（事務局）　黒部五郎
電話＆FAX 0563-35-1292
予定日の4日前、4人以上で
す。直接電話またはFAXにて
お申し込みください。
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吉良あない人の会（ボランティアガイド）
に案内を依頼し、右に書かれた寺院を
参拝した場合。ボランティアガイドから
サインをもらい立寄証明とします。
※案内料は無料


