
観光施設等

半田市
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

半田赤レンガ建物 半田市榎下町8番地 0569-24-7031 0569-24-7033 9:00～17:00
常設展示室200円

（中学生以下無料）
年末年始

http://handa-akarenga-

tatemono.jp/

新美南吉記念館 半田市岩滑西町1丁目10-1 0569-26-4888 0569-26-4889 9:30～17:30
210円（団体20名以上

170円）

月曜日・毎月第2火曜日（祝日の

場合はその翌日）・年末年始
http://www.nankichi.gr.jp/

ＭＩＺＫＡＮ　ＭＵＳＥＵＭ 半田市中村町２丁目６番地 0569-24-5111 事前予約制 9:00～17:00
全館コース大人300円

大地の蔵コース大人100円

木曜日（祝日の場合はその翌

日）・年末年始
http://www.mizkan.co.jp/mim/

國盛　酒の文化館 半田市東本町2丁目24番地 0569-23-1499 事前予約制 10:00～16:00 無料 木曜日・年末年始・お盆 https://www.nakanoshuzou.jp/

旧中埜半六邸・半六庭園 半田市中村町1-7 0569-89-2925 10:00～17:00 無料 木曜日 http://hanroku-collabo.org/

旧中埜家住宅 半田市天王町1-30-2 0569-23-7173 0569-23-7174
通常非公開　※年に数日特別公

開、事前申込により見学可

半田市立博物館 半田市桐ヶ丘4-209-1 0569-23-7173 0569-23-7174 10:00～18:00 無料 月曜日（祝日の場合はその翌日）

https://www.city.handa.lg.jp/hkbuts

u/bunka/gejutsu/hakubutsukan/ha

kubutsukan.html

半田空の科学館 半田市桐ヶ丘4-210 0569-23-7175 9:00～17:00
無料

プラネタリウム有料

月曜日（祝日の場合はその翌日）

年末年始
https://sky-handa.com/
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常滑市
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

やきもの散歩道
常滑市栄町3丁目8番地

（陶磁器会館：スタート
0569-35-2033 9:00～17:00（陶磁器会館） 無料

ＩＮＡＸライブミュージアム

（part of ＬＩＸＩＬ）
常滑市奥栄町1丁目130番地 0569-34-8282

10:00～17:00

（入館は16:30まで）
一般600円

水曜日（祝日の場合は翌

日）・年末年始
http://www.livingculture.lixil/ilm/
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常設展示室では、半田赤レンガ建物やカブトビール誕生の歴史を紹介しており、日本のビール黎明期に地方都市から果敢に大手ビールメーカに挑んだ起業家精神を伝えています。

童話作家新美南吉の自筆原稿や書簡などを収蔵する記念文学館。「ごんぎつね」の舞台となった中山の地に建てられています。

Ａコース（1.6キロ）/1時間）・Ｂコース（4キロ/2時間30分）があり、窯場やレンガ造りの煙突、土管や焼酎瓶がつまれた風景など常滑ならではの風景が続く。

「世界のタイル博物館」を始めとする6館から構成される体験・体感型ミュージアム。

施設概要

山車の実物が観れる他、伝統産業である酢づくりを始め半田市・知多半島の自然・歴史・部課・産業を常設展示で紹介しています。

プラネタリウム、展示室、屋上には天体観測所があります。知多半島唯一のプラネタリウムは直径18ｍのドームと２４０席の観客席があり、満天の星空の下で夢の世界に浸っていただけます。

施設概要

ミツカンの酢づくりの歴史や、食文化を楽しみ学べる体験型博物館です。全館コースにある、再現された長さ約20メートルの「弁才船」。その甲板の上から大型映像により、半田から江戸へのお酢を運ぶ航海を体感できます。

約200年にわたって日本酒造りが行われていた酒蔵を利用した文化館。人形を使った工程の再現や道具の展示などで、酒造りの方法や歴史を伝えます。利き酒もできます。

江戸時代から海運業、醸造業で栄えた豪商中埜半六家の邸宅。貸室も行っています。

中埜半六の別邸として建築された明治時代末期の洋風建築。国の指定重要文化財です。

https://handa-akarenga-tatemono.jp/
https://handa-akarenga-tatemono.jp/
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盛田　味の館 常滑市小鈴谷字脇浜10番地 0569-37-0733

工場見学要予約

※15名以上の団体

に限り

10:00～16:00 無料
火曜日・水曜日・お盆・年末

年始

http://moritakk.com/know_enjoy/aj

inoyakata/

陶磁器会館 常滑市栄町3丁目8番地 0569-35-2033 0569-35-7473 9:00～17:00 無料 年末年始

http://www.tokoname-

kankou.net/contents/miru01-

09.html

めんたいパーク 常滑市りんくう町1-25-4 0569-35-9900 0569-35-9901
ご予約の場合は

9時～入店可

平日9:30～17:30

土日祝9:00～18:00
無料 年中無休

https://mentai-

park.com/park/tokoname/

FLIGHT OF DREAMS 常滑市セントレア1-1 0569-38-1195
10:00～22:00店舗により営業

時間が異なります。
FLIGHT PARK大人1,200円 年中無休 https://flightofdreams.jp/

廻船問屋　瀧田家 常滑市栄町4丁目75番地 0569-35-2031 9時30分～16時30分
200円

20名以上の団体は150円

水曜日（祝日は営業）

年末年始

https://www.tokoname-

kankou.net/contents/miru01-

05.html

登窯広場・展示工房館
常滑市栄町6 丁目14 5番

地
0569-35-0292 10時～16時 無料

水曜日（祝日は営業）

年末年始

https://www.tokoname-

kankou.net/contents/miru01-

05.html

東海市
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

ガスエネルギー館(東邦ガス㈱) 東海市新宝町507-2 052-603-2527
10:00～17:00

（入館は16:00まで）
無料

土曜日・祝日（祝日が日曜日の場合はそ

の翌日）・年末年始・お盆及び特別に定

める休館日

https://www.tohogas.co.jp/gas-

enekan/

コカ・コーラボトラーズジャパン　東海工場 東海市南柴田町トノ割266-18 052-602-0413 完全予約制 10:00～16:30 無料
土曜日・日曜日・工場休業日

（一部の土曜と祝日は実施）

https://www.ccbji.co.jp/plant/tokai.

php

愛知製鋼・鍛造技術の館（愛知製鋼(株)） 東海市荒尾町ワノ割１ 052-604-1111 前日までに予約
9:00～12:00

13:00～17:00（入場は16:00まで）
無料

土曜日・日曜日・年末年始・

GW・夏季連休

https://www.aichi-

steel.co.jp/about/forging_technolog

y/index.html

大同特殊鋼(株)知多工場 東海市元浜町39 0562-33-3101 要予約 9:00～16:00 無料
月曜日・日曜日・祝日・その

他

日本製鉄（株）名古屋製鉄所 東海市東海町5-3 052-603-7047 要予約
9:00～11:00

13:00～17:00
無料

土曜日・日曜日・祝日・工場

休業日

http://www.nssmc.com/works/nag

oya/about/visit.html
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醸造を体感できる工場隣接のライブ館。盛田昭夫の常設展、食事、直売所がある。15名以上の団体は工場見学ができる。

やきもの散歩道の出発点。常滑焼の展示即売も行っている。

明太子の老舗、かねふくの明太子のテーマパーク。明太子直販と工場見学。

中部圏で唯一の高炉で鉄鉱石を溶かして、いろいろな鉄を作り続けています。工場の醍醐味を体感できます。

施設概要

ボーイング787初号機の展示をメインとした新感覚飛行機テーマパーク。９つの体験型コンテンツで構成される有料エリアと、ボーイング創業の街シアトルをテーマにした無料エリアからなる。

かつて廻船問屋を営んでいた瀧田家。貴重な無尽灯（菜種油を用いた灯火具）や海運の歴史などを紹介している。

「両面焚倒㷔式角窯」を保存展示。招き猫や陶器への絵付け体験も行っている。

「コカコーラ」の誕生秘話や歴史、環境や地域への取り組みをわかりやすく紹介

自動車用鍛造品の役割や歴史、鍛造技術の進化を実物と映像で紹介。また、大野鍛治の製品展示と鍛治屋風景をジオラマで再現します。

世界最大級一貫製造工場としての機能に、高水準をプラスしてあらゆるニーズに対応しています。原材料溶解から連続鍛造、圧延、検査など特殊鋼材の製造工程を見学できます。

環境とエネルギーの関わりについて見てふれて楽しく学べる展示館
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坂角総本舖 東海市横須賀町三ノ割61 0562-33-5111 9:00～18:00 日曜日・1/1～1/3 http://www.bankaku.co.jp/

大府市
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

JAあぐりタウンげんきの郷 大府市吉田町正右エ門新田1-1 0562-45-4080 0562-45-4085
9:00～18:00

※めぐみの湯は21:00まで

ちゃぷーん100円

めぐみの湯大人700円

毎月１日（土曜日・日曜日・

祝日の場合は翌平日）
http://www.agritown.co.jp/

知多市
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

佐布里緑と花のふれあい公園 知多市佐布里台３-１０１ 0562-54-2911 9:00～17:00 無料
月曜日（祝日の場合は翌平日）・

年末年始（12/28～翌年1/4）
http://www.homex.jp/souri/

木綿蔵・ちた 知多市岡田字中谷9 0562-56-4722 10:00～16:00 無料
水曜日・木曜日・毎月最終月

曜日
http://momengura.cside.ne.jp/

阿久比町
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

ＪＡあいち知多グリーンプラザあぐい
知多郡阿久比町大字阿久比字駅前1ー1

（名鉄阿久比駅前）
0569-48-1124 9:00～17:00 無料 火曜日

https://www.agris.or.jp/food/green

/entry-177.html

東浦町
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

東浦町郷土資料館（うのはな館） 知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4 0562-82-1188 9:00～17:00 無料 月曜日・12/28～1/4

http://www.town.aichi-

higashiura.lg.jp/kanko_bunka/kank

o/info/1462599207380.html

南知多町
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

重要文化財尾州廻船内海船船主　内田家 知多郡南知多町大字内海字南側39-55
0569-65-2880

（南知多町社会教育課）
土・日・祝（年末年始は除く） 9:00～16:00 大人300円

土曜日・日曜日・祝日（年末

年始は除く）

http://www.town.minamichita.lg.jp/

main/syakyou/uchidake/page_top.h

tml
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施設概要

施設概要

自然や景観を生かした余暇活動や、体験の場を提供し、緑花や梅に関する情報を紹介する参加体験型施設です。

木綿蔵を利用した、伝統的な手織り木綿に触れられるスポット。建物は国の登録有形文化財建造物です。

平成29年7月に「旧内田家住宅」という名称で国の重要文化財となりました。明治5年頃に建てられた佐平二家の家屋では、廻船に関する資料を常設展として展示しています。

特別栽培米「れんげちゃん」をはじめ阿久比町産を中心に旬の野菜・くだものを生産者が直売しています。

ゆかり発祥の地。店内には歴史を感じる開店当時の看板や写真等が展示してあります。平日14時以降に、出来立てゆかりを販売。

農家直売ファーマーズマーケットやお風呂、足湯などがあり、体験農園など四季折々のイベントを行っています。

塩作りの歴史と関わりが深いことから、古代の製塩方法をジオラマで紹介しています。

施設概要

施設概要

施設概要
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鯛祭り広場 知多郡南知多町大字豊丘字駒帰34-24 0569-65-0323 0569-65-0324 8:30～17:00 年中無休 http://taimaturihiroba.jp/

豊浜魚ひろば 知多郡南知多町大字豊浜字相筆33番地 0569-65-0483 0569-65-2841
平日 8:00～16:00

土日祝 8:00～17:00
火曜日（祝日は営業） http://sakanahiroba.net/

師崎漁港朝市 知多郡南知多町師崎林崎地先（師崎漁業協同組合魚市場） 0569-63-0349 8:00～12:00 水曜日
http://www.morozaki.jp/asaichi.ht

m

美浜町
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

えびせんべいの里本店 知多郡美浜町大字北方字吉田流52-1 0569-82-0248 0569-82-0676 8:00～17:00 年中無休 http://www.ebisato.co.jp/

つくだ煮街道 知多郡美浜町大字古布字枡池6-3 0569-82-5151 0569-82-6015 9:00～17:00 水曜日 https://www.tsukudanikaido.jp/

食と健康の館（地域交流センター） 知多郡美浜町大字小野浦字西川1 0569-83-3600 0569-83-3611 9:00～17:00
火曜日（祝日の場合はその翌

日）・年末年始
http://www.shio-yakata.com/

ジョイフルファーム鵜の池 知多郡美浜町大字上野間字中新田10 0569-87-6080 0569-87-6062 フルーツ体験要予約
8時～16時30分

レストラン　8時～15時
無料（体験は有料）

年中無休（レストランのみ月

曜定休）
https://www.joyful-f.jp/
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えびせんパーク 知多郡美浜町河和上前田371－1 0569-83-0270 0569-83-0271 9時～17時 年中無休 https://ebisen-park.jp/index.html

杉本美術館 知多郡美浜町美浜緑苑１－１２－１ 0569-88-5171 9時30分～16時30分 大人900円
水曜日（祝日の場合は翌日）

毎月第2火曜日、年末年始

https://www.meitetsu.co.jp/files/su

gimoto

南知多ビーチランド

南知多おもちゃ王国
知多郡美浜町４２８－１ 0569－87－2000 0569－87－3776

【3月～10月】9時30分～17時

【11月】9時30分～16時30分

【12月～2月】10時～16時

大人（高校生以上）1,800円
2月～2月の毎週水曜日

12月～2月にメンテナンス休園
https://www.beachland.jp/sp/

野間埼灯台 知多郡美浜町小野浦岩成20－1 0569-83-6660 0569-87-5550 なし なし https://www.aichi-mihama.com/
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焼きたてのえびせんべいが生まれています。工場見学と販売しています。

とろさんま蒲焼をはじめ、つくだ煮販売。

「産地直売コーナー」での野菜、食品販売だけでなく、季節ごとの「味覚狩り」が楽しめる観光農園として人気です。田植え、稲刈り体験も人気のイベントで、1年を通して家族、仲間で1日楽しめる観光農園です。

できたてのえびせんべいと、自分で作る姿焼きが人気です。

日本を代表する画家、杉本健吉画伯の作品が納められている美術館。

体験型水族館とおもちゃ王国併設の総合レジャー施設です。

愛知県最古の灯台で、青い海に白亜の灯台が良く映える灯台。

施設概要

「自然と共生」・「食と健康」に関する情報発信をテーマとする新しい体験型観光・製塩施設です。観光拠点となっています。

南知多特産のえびせんべいの製造直売。

活の良さ、産地価格がとびっきり魅力。海産物の販売。

鮮魚貝類・青果物や地元で製造された小女子・ちりめん・干物・佃煮・煎餅・海苔・惣菜などいろいろあります。
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武豊町
施設名 住所 電話 FAX 事前予約制 営業時間 入館料 休館日 HP

武豊町地域交流センター 知多郡武豊町字忠白田11-1 0569-73-6001 9:00～17:00 無料
月曜日（祝日の場合はその翌

平日）、年末年始
https://taketoyo-kouryu.jp/

まちの駅　味の蔵たけとよ 知多郡武豊町字忠白田11-1 0569-73-6002 9:00～18:00 無料
月曜日（祝日の場合はその翌

平日）

https://taketoyo-

kouryu.jp/ajinokura/

武豊町歴史民俗資料館 知多郡武豊町字山ノ神20番地1 0569-73-4100 9:00～17:00 無料
月曜日・年末年始・資料整理

日
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醸造伝承館 知多郡武豊町字小迎５１ 0569-72-0030 要予約 9:30～17:00 無料
土曜日・日曜日・祝日・年末

年始・お盆

http://www.ho-

zan.jp/jouzou_denshoukan.html
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旧武豊港駅あった直角二線式転車台（国の登録有形文化財）がセンター横に展示されています。

地産品・特産品を販売するコーナーや地元の食材を味わえるフードコートがあります。

実際使われていた食塩蔵を改装し、過去に使用していた味噌・たまりの醸造用具や資料を展示しています。

１階の常設展示室では、武豊町の伝統産業「味噌・たまり」の醸造蔵を復元したコーナーをご覧いただけます。
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