
一色港佐久島行き船乗り場 ※駐車場は渡船場周辺の無料駐車場をご利用ください。

西尾駅
自動車 30 分

佐久島（西・東港） 所要時間：2 時間 30 分

島の 80％以上が里山で、豊かな自然と昔ながらの懐かしい集落の
風景が残っています。1996 年からアートによる島おこしに取り組
んでおり、島内では様々なアート作品を目にすることができます。
また、新鮮な海産物や野菜を使った大アサリ丼やタコしゃぶなど、
おいしい名物料理をご賞味いただけます。信号機もコンビニもなく、
静かでゆったりとした時間が流れる佐久島で癒しのひとときを過ご
してみませんか。レンタサイクルで回ると便利です。

※渡船の運航について
・荒天により欠航や出航時刻を変更する場合がありますのでご了承
ください。
・団体割引 (15 名以上、大人のみ適用 ) や障害者割引もあります。
・学校などの教育活動向け団体割引もあります。
・掲載時刻・運賃は、変更する場合がありますのでご了承ください。

【電話】 0563-79-1006（佐久島東渡船場）
　　　 0563-79-1002（佐久島西渡船場）
【料金】 渡航料金（片道運賃）
　　　 大人（中学生以上）830 円　小児（小学生）420 円
【問合】 団体利用など：0563-72-9607（西尾市役所佐久島振興課）
　　    運行状況：0563-72-8284（佐久島行船のりば（一色））
【ＨＰ】https://sakushima.com/

船 （9 時 30 分発）西港へ 20 分　東港へ 25 分

船 西港から20分（12時37分発）　東港から25分（12時30分発）

アートな島「佐久島」の自然と草花
そして西尾の食（一色産うなぎ・抹茶スイーツ）を満喫！
※コース所要時間　約 8 時間



※駐車場は渡船場周辺の無料駐車場をご利用ください。

一色産うなぎの昼食

一色うなぎ漁業協同組合うなぎ処いっしき
【わさび菜まぶし】
風味豊かなわさび菜に一色産うなぎをのせた絶品ひつまぶし。
素材にこだわり、旨味を最大限に引き出しました。
【住所】 西尾市一色町小藪船江東 176　　【電話】0120-60-0141
【時間】平日 11:00～15:00 　　【定休】水曜日（事前予約可）　
　　　 土日祝 10:30～15:00
　　　（受付は営業時間開始 30 分前～ 14:00 まで )

うなぎ割烹 みかわ三水亭
一色産の鰻を庭園を眺めながらご賞味ください。
【住所】 西尾市一色町坂田新田西江 95-10【電話】0120-718-819
【時間】11:00～14:00/17：00～20:00
　　　（11 月～3 月の平日は 19:00）
　　　 LO 19:30（11 月～3 月は 18:30）
【定休】水曜日（事前予約可）

うなぎの兼光本店
【うな肝丼】
問屋直営ならではのリーズナブルさとボリューム感をぜひお試しく
ださい。
【住所】 西尾市一色町一色東下二割 18-1【電話】0563-73-6688
【時間】11:00～14:30(LO 14:00)/17：00～20:00(LO 19:30)
【定休】毎週火曜日（祝日の場合翌日休業）※繁忙期等一部変更有り
　　　※事前予約可、当日不可。前日まで。
　　　※テイクアウト有り

自動車 12 分

一色港佐久島行き船乗り場
自動車 2 ～ 5 分

船 西港から20分（12時37分発）　東港から25分（12時30分発）

13 時頃着



一色学びの館 見学所要時間：30 分

「三河一色大提灯まつり」について学べる施設 諏訪神社の三河一色
大提灯まつりに使われている大提灯のレプリカを展示した施設。展
示ホールの吹き抜けに展示されており、大提灯について様々な角度
から学ぶことができます。また、鳥羽の火祭り、山の神塚古墳や江
戸期からの漁船の模型、漁業の展示を行っています。 

【住所】 西尾市一色町一色東前新田 8　　【電話】0563-72-3880
【時間】9:00 ～ 19:00
【定休】月曜日（祝日を除く）、年末年始、特別整理期間
【ＨＰ】https://isshiki-ccp.jp/manabi/

自動車 15 分

自動車 12 分

憩の農園 ファーマーズマーケット・ガーデン

憩の農園ファーマーズマーケット
新鮮な地元野菜や果物、切り花を販売する「憩の農園ファーマーズ
マーケット」では一色漁港で水揚げされた魚介類や県産ブランド肉
をはじめ、〝西尾の採れたて・摘みたて・出来たて〟が大集合 !
「西尾の抹茶」「一色産うなぎ」「三河一色えびせんべい」などの特
産品のほか、地元人気店の商品も多数取り揃えています。

【住所】 西尾市斉藤町大割 7　　
【電話】0563-65-3900 　【FAX】0563-57-0039
【時間】9:00 ～ 18:00      【定休】第 2 水曜日、1/1 ～ 1/3

憩の農園ファーマーズガーデン
2022 年 12 月にリニューアルオープンにした「憩の農園ファーマー
ズガーデン」では、西尾市特産の植木や苗木、花苗などから各種園
芸用品まで幅広く取り揃えています。
年間通して多くの来園者でにぎわい、贈答用の鉢花や季節に応じた
商品も豊富でお値打ちにご提供！
また、栽培方法やガーデニングなどに関する専門的なアドバイスも
行っております。

【住所】 西尾市斉藤町大割 28　　
【電話】0563-56-8168 　　　【FAX】0563-56-1463
【時間】 9:00～18:00（3月～10月） / 9:00～17:00（11月～2月）
【定休】第 2 水曜日、1/1 ～ 1/3

自動車 15 ～ 20 分

お買物時間：30 分～ 1 時間



抹茶専門店（西尾の抹茶スイーツ）

西条園 抹茶カフェ あいや本店
明治 21 年創業の抹茶の老舗。豊富なお茶商品に加え抹茶の体験型
ミュージアムやイートインも充実。

【住所】 西尾市上町横町屋敷 15　　【電話】0563-56-2233
【時間】9:30 ～ 18:30　LO17:30
【定休】毎月第 1 木曜日（5,7,12 月除く）年始
【体験】体験型ミュージアム（0563-77-6572）※要予約

茶房 AOI
抹茶メーカー直営の本格カフェ。
茶師厳選の濃厚抹茶スイーツが大人気。

【住所】 西尾市上町上屋敷 7【2F】　　【電話】0563-65-0215
【時間】SABO AOI　10:00 ～ 18:00 LO17:30
【定休】月～木曜日・第 4 日曜日※事前予約可
【備考】 ※工場見学要予約　※お点前体験要予約
　　　 ※4 月下旬～9 月末までは予約不可

茶農家カフェ 赤堀製茶
農薬を使わず栽培した抹茶商品やドリンクなどをテイクアウト出来
る、生産者のお店。

【住所】 西尾市上町善兵衛屋敷 60　　【電話】0563-54-3727
【時間】10:30 ～ 18:30　　【定休】月曜日、第 2・第 4 火曜日

松鶴園本店 茶房「茶遊」
当店茶房一番人気メニュー西尾の抹茶づくしパフェ、いかがですか？

【住所】 西尾市上町南荒子 50-2　　【電話】0563-54-3360
【時間】 茶房 10:00 ～ 18:30（LO 17:30/ 火曜日は 16:30）
　　    物販 9:30 ～ 18:30
【定休】水曜日 ※事前予約可 ( 平日のみ )

茶々屋南山園
レトロモダンな店内で西尾抹茶スイーツをお楽しみいただけます。
急須で入れるお茶付き。

【住所】 西尾市高畠町 3 丁目 23-9（ヴェルサウォーク 1 階）
【電話】0563-56-7300
【時間】 物販 9:00 ～ 21:30
　　　 イートイン 9:00 ～ 17:00（LO16：30）
【定休】無休 ※事前予約可

自動車 5 ～ 15 分

西尾駅

自動車 15 分


