食と体験で西尾を満喫！

抹茶やアサリ、えびせんべいなど西尾の特産品を食べて体験して満喫しよう！

※コース所要時間

車で約 6 時間

西尾駅
自動車 30 分〜 40 分

潮干狩り：三河湾沿岸

所要時間：120 分

西尾はアサリ漁獲高日本一！西は一色海岸から東は東幡豆海岸・前

島や佐久島・梶島など 8 ヶ所で、2 〜 8 月に潮干狩りを行うことが
できます。（年によって異なります）

※潮干狩りが可能な日時を必ず事前にご確認ください。

※不漁の場合、潮干狩りを実施しない場所もあります。（要確認）
・梶島

【住所】西尾市吉良町宮崎馬道 57

・一色海岸

【住所】西尾市一色町一色東塩浜 17-2

・吉田海岸

【住所】西尾市吉良町吉田須原 112

・衣崎海岸

・佐久島大浦海岸

【住所】西尾市一色町松木島中切 215

【住所】西尾市一色町佐久島東屋敷 87

・西はず・鳥羽海岸 【住所】西尾市鳥羽町十三新田 1-117

・東はず海岸・前島 【住所】西尾市東幡豆町小見行田 20-3
＜お問合わせ＞
西尾観光案内所

【電話】0563-57-7840（9:30 〜 16:30）

自動車 5 〜 20 分

自動車 5 〜 20 分

三河一色えびせんべいのお買い物

買物所要時間：20 分

西尾市一色町で主に生産される「えびせんべい」は全国有数の生産

量を誇る西尾市の特産品です。約 100 年前の誕生から、生産者のた
ゆまない努力によって全国に販売を拡大してきました。エビのうま
みをそのまま生かし、添加物をほとんど使わない自然派のスナック
菓子で、お子様からお年寄りまで安心して食べていただけます。美
味しいえびせんべいが一色エリアを中心に西尾市内各地の専門店で
購入できます。20 人以上なら手焼き体験も手配が可能な専門店も
ありますので西尾市観光協会にお問い合わせください。
自動車 20 分

抹茶を自分で点てて一服体験＆昼食

食事・体験所要時間：70 分

松鶴園

自社場内の石臼で挽きたての抹茶を使ったメニューが用意された茶

房「茶遊」では全国生産量一位を誇る抹茶を使って甘味をはじめ様々
なメニューをご用意しております。抹茶専門店ならではの手作りの
甘味・お食事をお楽しみ下さい。また、工場見学として抹茶製造ク

リーンルームで石臼で抹茶を挽く工程の見学ができます（要予約）。
【住所】西尾市上町南荒子 50-2
【電話】0563-54-3360
【時間】10:00 〜 19:00
【定休】水曜日

【ＨＰ】http://www.syoukakuen.com/
自動車 15 分

自動車 15 分

酪牧場見学とチーズ作り体験

見学・体験所要時間：60 分

平日の 11 時〜と 14 時〜（要相談）で事前予約制で牧場を見て、

ふれて、におって、チーズ作り体験を行っています。４名以上催行

ですので事前に確認が必要です。酪牧場はソフトクリームやプリン、
生キャラメルも製造しています。

牧場見学とチーズ作り オプション：「感動」ピザツアー

「作りたてのチーズ」と「西尾市の有名イタリアン」とのコラボ、こ

のツアーでしか味わえない「感動ピザ」が楽しめます。牧場で見て、
ふれて、におって、チーズを作ってお店でおいしさの感動を味わい
ませんか？

【住所】西尾市菱池町六反縄 21-1 【電話】0563-52-2235
【開催】平日（要予約）

【定員】20 名 ※4 名以上催行です。

【時間】11 時〜 /14 時〜（要相談）
【締切】開催日前日 12：00 まで

【料金】大人（中学生以上）1500 円 / 小人（小学生）1000 円
（その他：ピザツアー 1500 円）

【ＨＰ】http://rakubokujou.web.fc2.com/
自動車 10 分

西尾駅
＜その他の体験 西尾駅から自動車 15 分＞

らんらんいちご園でいちご狩り体験

体験所要時間：60 分

清潔で通路も広くゆったりとした西尾市唯一のイチゴ狩り園です。
甘く酸味の少ない「あきひめ」・酸味と甘さのバランスがとれたフ
ルーティーな「かおり野」・トロピカルテイストの「紅ほっぺ」

（AKB）の 3 品種を、練乳・チョコシロップ・ホイップクリームのトッ
ピングでお楽しみいただけます。夜のイチゴ狩りもやってます。

【住所】西尾市市子町平加 43

【電話】0563-56-8200

【営業】例年 12 月中旬〜 5 月（要確認） 【定休】金曜日

【時間】9:00 〜 15:00（受付 14:00 まで） ※完全予約制
【料金】有料（詳細はお問い合わせください）
【駐車】70 台（無料）バス 2 台

【ＨＰ】http://www.g-and-f.co.jp/

＜その他の体験 西尾駅から自動車 30 分＞

吉良饗庭塩の里

体験所要時間：60 分

江戸時代から三河湾の製塩業の中心であった吉良地域。この地で採
れた饗庭塩（あいばじお）は、足助（豊田市）を経由して中馬街道
を経て信州伊那谷方面まで運ばれました。岡崎の「八丁味噌」の原
料として用いられたほか、知多のたまり製造にも使われ、特徴ある
愛知の醸造業の発展に大きく貢献しました。吉良饗庭塩の里は、昔
ながらの塩田にて太陽の熱と風の力を利用した塩づくりを体験する
ことができる全国でも珍しい施設です。

※西尾市吉良歴史民俗資料館（無料）も併設しています
【住所】愛知県西尾市吉良町白浜新田宮前 59-1
【電話】0563-32-3373

【時間】9:00 〜 17:00

【定休】月曜日（ただし祝日の場合は開館します）、12/29 〜 1/3
【駐車】無料駐車場あり

【ＨＰ】 http://www.aibajio.jp

塩焼き体験

お手軽に塩づくりが体験できる入門コース。塩田で採った濃い海水
をコンロで煮詰めて塩をつくります。塩が焼ける際には独特の甘い
香りがします。
【時間】20 分

※受付は 16:15 まで

【料金】1 人 200 円

食事処
とんかつ錦

和食

西尾市塩町 18 番地

0563-56-7788

旬彩石川

和食

西尾市桜木町 4-34

0563-57-0998

松鶴園

和食

西尾市上町南荒子 50-2

0563-54-3360

平井うなぎ店

和食

西尾市会生町 41

0563-57-2410

modern 割烹ささ家

和食

西尾市矢曽根町道雲寺 15

0563-79-5931

和食

西尾市丁田町上ノ切 43-2

0563-65-8528

稲寿し

和食

西尾市熊味町西平角 12-2

0563-56-7764

きく寿司

和食

西尾市永吉三丁目 2 番地

0563-57-2205

回転寿司大漁亭西尾店

和食

西尾市花ノ木町 1-26

0563-55-3888

ぽわそん

和食

西尾市今川町大城 46-3

0563-65-3801

創作和食

岡雅

※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。

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

抹茶

西尾市高畠町三丁目 23-9

0563-56-8122

松鶴園

抹茶

西尾市上町南荒子 50-2

0563-54-3360

葵製茶

抹茶

西尾市上町上屋敷 7

0563-57-2570

眞緑園

抹茶

西尾市桜町中新田 31-1

0563-57-3872

抹茶

西尾市上町横町屋敷 15

0563-56-2233

（株）香嘉園

ヴェルサウォーク西尾店

（株）あいや

抹茶・うなぎ・えびせんべい

パティスリーツタヤ

スイーツ

西尾市幸町 3

0563-57-2027

穂積堂

スイーツ

西尾市鶴舞町 54 番地 1

0563-57-2096

カテキン堂

スイーツ

西尾市鶴ヶ崎町 4-11

0563-77-2136

東角園

スイーツ

西尾市吉良町上横須賀菱池 3

0563-35-3555

スイーツ

西尾市上町横町屋敷 35

0563-57-3755

スイーツ

愛知県西尾市吉良町乙川西山 76

0563-32-0310

スイーツ

西尾市米津町仲之畑 56 番地

0563-57-2842

スイーツ

西尾市今川町石橋 5-1

0563-53-3401
0563-32-0050

御菓子司

晴月園

和菓子だより

米田屋

米津羊羹店舗
タルト専門店

タタン

山善糟谷海苔店

海産物

西尾市吉良町吉田東郷 31

三河一色 さかな村

海産物

西尾市一色町小藪船江東 180

うなぎの兼光

うなぎ

西尾市一色町一色東下二割 18-1

0563-73-6688

（有）富士見屋

えびせんべい

西尾市一色町前野荒子 15

0563-72-8227

えびせんべい

西尾市一色町対米蒲池 5-5

0563-72-8221

えびせんべい

西尾市一色町治明大戸前 10

0563-72-8117

えびせんべい

西尾市一色町前野荒子 84-5

0563-72-8728

えびせんべい

西尾市巨海町下縄 42

0563-59-5826

（株）ナカムラ製菓

えびせんべい

西尾市市子町平加 170

0563-56-3411

えびせんべい処 中新本舗

えびせんべい

西尾市東幡豆町小見行田 10-1

0563-62-2259

鈴為商店

えびせんべい

西尾市桜町 1-5

0563-54-4050

味の老舗青山

えびせんべい

西尾市一色町対米五太 66-1

0120-147039

（有）丸源えびせんべい

えびせんべい

西尾市一色町一色亥新田 67-2

0563-72-8545

えび福

えびせんべい

西尾市下町神明下 54-1

0563-57-1312

一色さかな広場

えびせんべい・海産物

西尾市一色町小薮船江東 176

0563-72-3700

山﨑合資会社

醸造品

西尾市西幡豆町柿田 57

0563-62-2005

はと屋

醸造品

西尾市吾妻町 211

0563-56-7373

丸政製菓（株）
ヤマ伍

三矢商店

犬塚商店
（有）みかく岩瀬豊商店

090-3830-5152

