【ドライブtoあいち2020 共通お買い物券利用可能施設】

● お買い物券引換場所兼利用施設

NO 地域
施設名
1 名古屋 東山スカイタワー
2
日本料理 宝善亭
3
エスカ駐車場 及び エスカ地下街
名古屋テレビ塔
4
セントラルパーク駐車場
5
尾張 瀬戸蔵
6
国宝犬山城
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

住所
名古屋市千種区田代町瓶杁1-8
名古屋市東区徳川町1017
名古屋市中村区椿町6-9
名古屋市中区錦3-6-15先
名古屋市中区錦3-15-13
瀬戸市蔵所町1-1
犬山市犬山北古券12-17

漬処壽俵屋 扶桑總本家
扶桑町大字山那字屋敷地757
（ふそうそうほんけ）
漬処壽俵屋 犬山庵（いぬやまあん） 犬山市犬山西古券15
漬処壽俵屋 香味茶寮 犬山井上邸 犬山市犬山西古券6
尾張旭まち案内
尾張旭市東大道町原田34-1
御菓子処 鶴の家
豊明市新田町吉池1-2
マリーヌ洋菓子店
豊明市新田町下一ノ割72-11
知多 えびせんべいの鯛祭りひろば
南知多町大字豊丘字駒帰34-24
えびせんべいの里美浜本店
美浜町大字北方字吉田流52-1
西三河 カクキュー八丁味噌の郷
岡崎市八帖町往還通り69
九重味淋 石川八郎治商店
碧南市浜寺町2-11
えびせん家族本店
碧南市権田町2-3
ありがとうの里
碧南市山神町2-7
茶々屋南山園（アピタ安城南店） 安城市桜井町貝戸尻60
茶々屋南山園（ヴェルサウォーク西尾店） 西尾市高畠町3-23-9
松鶴園 本店
西尾市上町南荒子50-2
東三河 ヤマサ ちくわの里
豊川市豊が丘町8
えびせんべいとちくわの共和国
蒲郡オレンジパーク
蒲郡海鮮市場
道の駅田原めっくんはうす
道の駅あかばねロコステーション

豊川市長沢町欠田116
蒲郡市清田町小栗見1-93
蒲郡市拾石町浅岡47-1
田原市東赤石5-74
田原市赤羽根町大西32-4

特典
引換時間
営業時間
お買い物券で利用できる内容
クリアファイルプレゼント
9：00 ー 21：00 9：00 ー 21：00 買い物・飲食
葵紋所小皿プレゼント
11：00 ー 15：00 11：00 ー 15：00 飲食
通常 駐車料金１時間あたり660円を500円 7：00 ー 23：00 6：00 ー 24：00 買い物・飲食・駐車料金
テレビ塔オリジナル缶バッチ
10：00 ー 18：00 10：00 ー 21：00 施設入場・体験・飲食
オリジナルクリアファイルプレゼント
7：00 ー 23：00 7：00 ー 23：00 駐車料金（管理室にて清算）
クリアファイルプレゼント
9：00 ー 21：30 9：00 ー 21：30 買い物
500円券で犬山城の入場登閣券プレゼント 9：00 ー 16：00 9：00 ー 17：00 犬山城の入場券の単券のみ
（引換：犬山城前観光案内所）
粗品プレゼント
9：00 ー 17：00 9：00 ー 17：00 買い物
粗品プレゼント
粗品プレゼント
ポストカードプレゼント
尾張殿様餅プレゼント
戦国武将ドーナツ1個プレゼント
えびせんミックス小袋プレゼント
えびせんべい小袋プレゼント
赤出し味噌100ｇプレゼント
プチみりんソフトプレゼント
おせんべい小袋プレゼント
ちょっぴりプレゼント
（フリーズドライ等）
ノベルティプレゼント
ノベルティプレゼント
抹茶塩ちょっぴりプレゼント
500円以上お買い上げの方に
ちょっぴりプレゼント
（豆ちくわ3粒程度）
ちょっぴりえびせんべいプレゼント
季節のソフトクリームプレゼント
乾燥 干し海老プレゼント
磯田園の深蒸し茶プレゼント
磯田園の深蒸し茶プレゼント

10：00 ー 17：00
10：00 ー 17：00
10：00 ー 18：00
8：00 ー 19：00
10：00 ー 20：00
9：00 ー 16：00
8：00 ー 17：00
9：00 ー 16：00
10：30 ー 15：00
9：30 ー 18：30
9：00 ー 16：00
9：00 ー 21：00
9：00 ー 21：00
10：00 ー 17：00
9：00 ー 18：00

10：00 ー 17：00
10：00 ー 17：00
10：00 ー 18：00
8：00 ー 19：00
10：00 ー 20：00
8：30 ー 17：00
8：00 ー 17：00
9：00 ー 16：00
10：30 ー 15：00
9：30 ー 18：30
9：00 ー 16：00
9：00 ー 21：00
9：00 ー 21：00
10：00 ー 19：00
9：00 ー 18：00

10：00 ー 16：00 10：00 ー 16：00
10：00 ー 16：00 10：00 ー 16：00
8：30 ー 15：00 8：30 ー 15：30
9：00 ー 19：00 9：00 ー 19：00
9：00 ー 18：00 9：00 ー 18：00

買い物・飲食
買い物・飲食
買い物
買い物
買い物
買い物
買い物
買い物
買い物・飲食
買い物
買い物
買い物・飲食
買い物・飲食
買い物・飲食
買い物・飲食
施設入場・買い物・飲食
施設入場・買い物・飲食
買い物
買い物・飲食
買い物・飲食

● お買い物券利用施設
NO 地域
施設名
29 名古屋 ヤマザキマザック美術館
徳川美術館
30
名古屋城
31
トヨタ産業技術記念館
32
料理旅館なごや花亭美よし
33
有松・鳴海絞会館
34
リニア・鉄道館
66
35 尾張 金銀花酒造株式会社
後藤サボテン
36
博物館 明治村
37
野外民族博物館リトルワールド
38
日本モンキーパーク
39
あいち航空ミュージアム
40
あま市七宝焼アートヴィレッジ
41
蟹江町観光交流センター 祭人(sai-to)
42
43 知多 半田赤レンガ建物
INAXライブミュージアム
44

住所
名古屋市東区葵一丁目19番30号
名古屋市東区徳川町1017番地
名古屋市中区本丸１−１
名古屋市西区則武新町4-1-35
名古屋市中村区則武2-16-3
名古屋市緑区有松3008番地
名古屋市港区金城ふ頭3-2-2
一宮市今伊勢町馬寄山之小路19
春日井市桃山町１丁目122−3
犬山市字内山１番地
犬山市今井成沢９０−４８
犬山市大字犬山字官林26
豊山町大字豊場（県営名古屋空港内）
あま市七宝町遠島十三割2000番地
蟹江町大字須成字川西上371番地
半田市榎下町8番地
常滑市奥栄町1-130

chitacotton478
45
南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国
46
47 西三河 岡崎城・三河武士のやかた家康館
本宮山自然休養村 男川やな
48
えびせん家族碧南中央店
49
えびせん家族高浜店
50
えびせん家族安城店
51
えびせん家族岡崎南店
52
えびせん家族西尾店
53
（ショッピングセンターいつも内）
えびせん家族知立店
54
えびせん家族豊田メグリア本店
55
（メグリア1F）
西条園あいや本店
56
株式会社 葵製茶
57
三州足助屋敷
58
城跡公園 足助城
59
百年草
60
旭高原 元気村 げんき館
61
天然ラドン温泉 寿楽荘
62
旬樹庵 紫翠閣とうふや
63
64 東三河 味のヤマスイ山本水産
ラグーナテンボス
「ラグナシア」
65

知多市岡田字開戸28-1
美浜町奥田428-1
岡崎市康生町561番地1
岡崎市淡渕町字日向23番地
碧南市植出町3-46
高浜市湯山町2丁目6-1
安城市横山町189-1
岡崎市井内町西浦40-1
西尾市矢曽根町長配8番地

営業時間
お買い物券で利用できる内容
10：00 ー 17：30
（土日祝日17：0０）
施設入場・買い物
（最終入館16：30）
施設入場
10：00 ー 17：00
施設入場
9：00 ー 16：30
10：00 ー 16：30（最終入場16：00）※事前予約（2日前まで） 施設入場・買い物・飲食
飲食
11：30 ー 14：00 ※事前予約（３日前まで）
買い物
9：30 ー 17：00
施設入場・買い物・飲食
10：00 ー 17：30（最終入館は閉館30分前まで）
買い物
9：00 ー 19：00 ※事前予約
買い物
9：00 ー 17：30
施設HPをご確認ください
施設入場
施設入場
9：30 ー 17：00
施設入場
9：30 ー 17：00
（最終入場16：30）
施設入場
9：30 ー 17：00
七宝焼制作体験
9：30 ー 15：00
9：00 ー 17：00
買い物・飲食
買い物・飲食
9：00 ー 17：00
（最終入場16：30）
施設入場・買い物・体験教室 ：体験メニ
10：00 ー 17：00
ュー「自由時間」or「タイルのおうち」に限る
10：00 ー 16：00
買い物
9：30 ー 17：00
施設入場
9：00 ー 17：00
（最終入場16：30）
施設入場
（O.S.14：00）※月ごとの完全予約制 買い物・飲食
10：00 ー 15：00
買い物
9：30 ー 18：30
買い物
9：30 ー 18：30
買い物
9：30 ー 18：30
買い物
9：30 ー 18：30
買い物
9：30 ー 21：00

知立市宝3-3-18
豊田市山之手8-92

9：30 ー 18：30
ー 21：00
10：00
（土日9：00）

買い物
買い物

西尾市上町横町屋敷15番地
西尾市上町上屋敷7
豊田市足助町飯盛36番地
豊田市足助町須沢39-2
豊田市足助町東貝戸10
豊田市旭八幡町根山68-1
豊田市平畑町東田722
豊田市笹戸町畷７
蒲郡市形原町港町151
蒲郡市海陽町2-3

9：30 ー 18：30
9：00 ー 18：00
9：00 ー 17：00
9：00 ー 16：30
9：00 ー 16：00
9：00 ー 17：00
10：30 ー 15：00
10：00 ー 17：00 営業終了しました。
9：00 ー 15：00
施設HPをご確認ください

買い物・飲食
買い物・飲食
施設入場・買い物・飲食
施設入場・買い物
施設入場・買い物・飲食
買い物・施設利用、体験教室
買い物・飲食
入浴
買い物
対象チケット購入※1

※1 対象チケット… 観覧券・パスポート・プール入園券・プールパスポート（他の優待・割引との併用はできません。）

※2020 年 10 月 27 日時点の情報であり、
最新情報はこちらからご確認ください。

≪ご注意ください≫

新型コロナウィルスの影響により、営業時間の短縮や店内飲食の休止などの措置を
予告なく実施する場合がありますので、利用の前に必ず店舗の最新情報をご確認ください。

