
お買い物券の利用可能な対象施設 

No 施設名 営業時間 休業日（7/10～12/20） お買物券・利用内容 

 1  

セントラルパーク駐車場 

※市営久屋駐車場とは異なりますのでご注意く

ださい。 

7:00～23:00 無休 駐車場料金(管理室にて精算が必要) 

出庫は 24 時間可能 

 

 2  国宝犬山城 

9:00～17:00 無休 入場料  ※最終入場は 16:30 まで 

8/1～12/27 にかけて天守の保存修理が行なわれ

ることになりました。それに伴い、天守入場に制

限が生じます。詳しくはＨＰをご覧ください。  

 3  瀬戸蔵 

9:00～21:30 

 

7/22、8/26、9/30、10/28、

11/25 

お買い物・飲食 ※一部除外商品あり 

店舗により営業時間が異なります。詳しくはＨＰ

にてご確認ください。 

 4  半田赤レンガ建物 
9:00～17:00 

 

12/2 飲食 

(カフェ・ショップは 10:00～となります。) 

 5  えびせんべいの里（美浜本店） 8:00～17:00 9/3～9/5 お買い物 

 6  カクキュー八丁味噌の郷 9:00～17:00 無休 お買い物 

 7  刈谷ハイウェイオアシス 

左記・「お買物券・

利用内容」欄に記載 

｢天然温泉かきつばた｣は 

毎月 15 日休み(土・日・

祝の場合は翌平日) 

天然温泉かきつばた(温泉入館料) 

営業時間：(平日)9:00～23:00 （受付終了 22:15） 

    (土日祝)7:00～23:00 （受付終了 22:15） 

※刈谷ハイウェイオアシス内テナントでの飲食・

お買い物、観覧車などでの利用は不可。 

 8  ヤマサちくわの里 9:00～18:00 無休 お買い物・飲食 

 9  道の駅 もっくる新城 
9:00～18:00 

(ﾓｰﾆﾝｸﾞのみ 8:00～) 

無休 お買い物・飲食（外スナックコーナー、ヤマサち

くわを除く）  

 10  蒲郡オレンジパーク 9:00～17:00 無休 入場料・お買い物・飲食 

 11  えびせんべいとちくわの共和国 9:00～17:00  無休 お買い物 

12 名古屋城 
左記・「お買物券・

利用内容」欄に記載 

無休 入城料 

営業時間：9:00～16:30（閉門は 17:00） 



    ※7/10～8/31 は 17:30 まで(閉門 18:00) 

13 名古屋城（金シャチ横丁） 

左記・「お買物券・

利用内容」欄に記載 

無休 

(ただし名古屋城休業の

場合にはそれに準ずる) 

お買い物・飲食 

営業時間：義直ゾーン 10:30～18:30 

     宗春ゾーン 10:30～22:00 

14 トヨタ産業技術記念館 
9:30～17：00 

(入場は 16:30 まで) 

毎週月曜日(祝日の場合

には翌日)、年末年始 

入場料（大人のみ）・お買い物・飲食 

15 ノリタケの森 

左記・「お買物券・

利用内容」欄に記載 

毎週月曜日(祝日の場合

には翌日)、年末年始 

入場料・お買い物（雑貨・食品など一部除外品あ

り。飲食・絵付け体験には利用不可） 

（クラフトセンター・ミュージアム 10:00～

17:00、ショップは 18:00 まで） 

16 徳川美術館 
10:00～17:00 

(入館は 16:30 まで) 

毎週月曜日(祝日の場合

には直後の平日) 

入館料 

17 有松・鳴海絞会館 
9:30～17:00 5/29～5/31、6/3～6/6 

年末年始 

お買い物 

18 ヤマザキマザック美術館 

10:00～17:30 

(土日祝 17:00 まで) 

※入館は閉館 30分前

まで 

毎週月曜日(祝日の場合

には直後の平日) 

展示替期間(8/26～8/28、

11/11～11/14)、年末年始 

入館料・お買い物 

※展覧会の内容・期間などについてはＨＰにて確

認ください。 

 

19 あいち航空ミュージアム 
9:30～17:00 

(入館は 16:30 まで) 

毎週火曜日(祝日の場合

は翌日)(8 月は無休) 

入場料 

20 博物館明治村 

季節により異なりま

す。 

左記･｢お買物券・利

用内容｣欄に記載 

 

※詳しくはＨＰにて

ご確認ください 

7/23・7/30、8/6・8/20・

8/27 

9/2～9/6 

12/17・12/24・12/31 

入村料 

営業時間 （入村は閉村時間の 30 分前まで） 

7 月(※１)・9 月・10 月 9:30～17:00 

8 月(※１) 10:00～17:00  

※１：7/22～9/1 は 10:00～17:00 

11 月 9:30～16:30 

12 月 10:00～16:00   

21 野外民族博物館リトルワールド 季節により異なりま 7/8～7/12 入場料 



す。 

左記･｢お買物券・利

用内容｣欄に記載 

12/2～12/6、12/31 

12 月の水・木曜日 

営業時間  ※詳しくはＨＰにてご確認ください 

7 月～11 月  9:30～17:00 

12 月     10:00～16:00 

22 日本モンキーパーク 

季節により異なりま

す。 

左記･｢お買物券・利

用内容｣欄に記載 

7/8～7/12、9/2～9/6 

9/9～9/13 

10 月以降は未定 

 

入園料（ワンデーパスポート購入可） 

営業時間 (季節・曜日により予告なく変更の場合

があります。詳しくはＨＰにてご確認ください)  

～7 月中旬 平日 10:00～17:00、土日 9:30～7:00 

7 月中旬～8/31 9：30～18:00 

9 月～10 月 平日 10:00～17:00、土日 9:30～7:00 

23 お菓子の城 
平日 9:30～17:00 

休前日 9:00～18:00 

毎週水・木曜日 

祝日･夏休み期間は営業 

入城料  

(入城は閉城時間の１時間前まで) 

24 あま市七宝焼アートヴィレッジ 

9:00～17:00 毎週月曜日 

祝日の翌平日、年末年始 

七宝焼制作体験 

体験教室により受付締切時間がございます。 

詳しくはＨＰにてご確認ください。 

25 
須成祭ミュージアム  

蟹江町観光交流センター祭人（sai-to） 

9:00～17:00 毎週月曜日(祝日の場合

は翌日)、年末年始 

お買い物・飲食 

 

26 南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国 

季節により異なりま

す。 

左記･｢お買物券・利

用内容｣欄に記載 

12/2～12/6 

12/11・12/18 

入場料 

営業時間 

7 月～10 月 9:30～17:00 

11 月 9:30～16:30  12 月 10:00～16:00 

27 名鉄海上観光船（師崎～篠島・日間賀島） 
運行時刻はＨＰにて

ご確認ください。 

年中無休（荒天時には運

休の場合あり） 

師崎港からの乗船料金、 

師崎直営売店でのお買い物・軽食 

28 岡崎城・三河武士のやかた家康館 
9:00～17:00 

(入館は 16:30 まで) 

年末 入場料 

29 西条園あいや本店 

9:30～18:30 

(LO は 17:30) 

各月第一木曜日、年始 お買い物、飲食（税抜 500 円以上よりご利用可） 

※西条園抹茶カフェグローバルゲート店、メイカ

ーズピア店でもご利用可 

30 足助城 9:00～16:00 毎週木曜日(11月は無休) 入場料・お買い物 



31 三州足助屋敷 

9:00～17:00 

(入場は 16:30 まで) 

7/10 

毎週木曜日(祝日の場合

は翌日) 11 月は無休 

入場料・お買い物・飲食 

32 百年草 

9:00～16:00 

※施設により異なり

ますので、ＨＰにて

ご確認ください。 

毎週水曜日 お買い物・飲食 

33 ラグーナテンボス「ラグナシア」  

季節・曜日により細

かく異なります。詳

しくはＨＰにてご確

認ください。 

年中無休 観覧券・パスポート・プール付入園券・プール付

パスポート 

 

34 味のヤマスイ 山本水産 8:30～15:30 年中無休 お買い物 

35 豊橋市二川宿本陣資料館 
9:00～17:00 

(入館は 16:30 まで) 

毎週月曜日(祝日の場合

は翌平日)、年末年始 

入館料 

36 商家 駒屋 
9:00～17:00 毎週月曜日(祝日の場合

は翌平日)、年末年始 

お買い物・飲食 

37 道の駅 田原めっくんはうす 9:00～19:00 年中無休 お買い物 

38 道の駅 あかばねロコステーション 9:00～18:00 年中無休 お買い物 

※営業時間・休業日は各施設のホームページでご確認ください。 

※No 1 ～11 の施設は、お買い物券の引換え場所となります。（お買い物券のご利用も可能） 



 

お買い物券の引換場所 

No 施設名 市町村 引換受付時間 休業日 引換特典 

1 
セントラルパーク駐車場（管理室） 

※市営久屋駐車場とは異なりますのでご注意ください。 
名古屋市 

7：00～23：00 無休 オリジナルクリアファイルプレゼント 

2 国宝犬山城（犬山城前観光案内所） 犬山市 9：00～16：30 無休 犬山城入城券 550 円を 500 円 

3 瀬戸蔵 瀬戸市 
9：00～21：30 7/22、8/26、9/30、 

10/28、11/25 

クリアファイルプレゼント 

4 半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場） 半田市 9：00～17：00 12/2 オリジナルグッズプレゼント 

5 えびせんべいの里（美浜本店） 美浜町 8：00～17：00 9/3～9/5 えびせんべいプレゼント 

6 カクキュー八丁味噌の郷 岡崎市 9：00～17：00 無休 赤出し味噌 100ｇプレゼント 

7 刈谷ハイウェイオアシス（総合管理事務所） 刈谷市 9：00～18：00 無休  

8 ヤマサちくわの里 豊川市 9：00～18：00 無休 ヤマサの豆ちくわ３個程度プレゼント 

9 道の駅 もっくる新城 新城市 
9：00～18：00 無休 コーヒー１杯プレゼント 

（9：00～16：30 の時間のみ） 

10 蒲郡オレンジパーク 蒲郡市 9：00～17：00 無休 季節のソフトクリームプレゼント 

11 えびせんべいとちくわの共和国 蒲郡市 9：00～17：00 無休 えびせんべいプレゼント 

※臨時休業となる場合がございます。各施設のＨＰにてご確認ください。 


