
２０１８年７月２５日 

愛知県大型観光キャンペーン実施協議会 

東海旅客鉄道株式会社 

 
「愛知デスティネーションキャンペーン」における 

Japan Highlights Travelの取り組みについて 
 

愛知県とＪＲグループでは、本年１０月から１２月にかけて、「愛知デスティネーション

キャンペーン（以下、愛知ＤＣ）」を開催いたします。期間中は、愛知県内の全ての鉄道路

線と主な観光地へのバス路線が２日間乗り放題の「愛知ＤＣフリーきっぷ」を設定し、旅行

商品とセットで主な旅行会社から発売する他、東海道・山陽新幹線のネット予約サービス「エ

クスプレス予約」及び「スマートＥＸ」の早特商品で愛知県に訪れる方にも発売します。 

その他、映画『ドラゴンボール 超
スーパー

 ブロリー』とタイアップしたスタンプラリーなど、

様々な特別企画を予定しておりますので、この機会にぜひ愛知の旅をお楽しみください。 

１．愛知ＤＣフリーきっぷ（別紙１） 

・愛知県内の全ての鉄道路線と主な観光地へのバス路線が２日間乗り放題。 

・名古屋城、あいち航空ミュージアム、リニア・鉄道館、博物館明治村、瀬戸蔵ミュー

ジアム、トヨタ博物館、長篠城址史跡保存館など、愛知県内の約４０の観光施設な

どの入館料金等が割引になります。（※台紙付の愛知ＤＣフリーきっぷの提示が必要） 

 

 

 

 

※旅行商品とセットで発売する他、早特商品で愛知県に訪れる方にも発売します。 

２．愛知ＤＣ専用旅行商品（別紙２）                             

・フリープラン 

「愛知ＤＣフリーきっぷ」と、現地の名物や特産品と交換できるクーポンが付いた

「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」がセットになった旅行商品です。 
※ガイドマップは、「名古屋・知多半島篇」「安城・岡崎・豊田篇」「豊橋・蒲郡・田原篇」の 

３エリアの中から１つお選びいただけます。 

・エスコートプラン 

名古屋城閉園後の「名古屋城本丸御殿 特別鑑賞プラン」、吉田城鉄櫓手筒花火特別放

揚、鳳来寺山特別拝観ガイドツアー、松平東照宮でのご祈祷とガイドツアー・高月院

の「花月一窓」の特別公開などの愛知ＤＣ企画を組み込んだ旅行商品です。 

３．「ドラゴンボール」デジタルスタンプラリー（仮）（別紙３） 

愛知県内の観光地を７か所巡るスタンプラリーを２コース設定します。「愛知ＤＣフ

リーきっぷ」をご利用のお客様がコース内の対象施設のうち、全７か所または３か所

を巡ると、抽選で「ドラゴンボールシリーズ」にちなんだプレゼントが当たるキャン

ペーンを実施します。 

 

 

※画像はすべてイメージです。 



１．愛知ＤＣフリーきっぷ 

各事業者の協力を得て、愛知県内の全ての鉄道路線と主な観光地へアクセスする一部のバス

路線が２日間乗り放題となる、愛知ＤＣ期間限定の特別なきっぷ「愛知ＤＣフリーきっぷ」

を設定します。このきっぷで愛知県内を思う存分、周遊することができます！  

さらに、愛知県内の約 40の人気観光施設などの入館料金等が割引になる特典もありますので、

とっても便利！是非、愛知への旅行に、このきっぷをご活用ください。 

(１)対象区間： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)発 売 額：おとな４，０００円、こども２，０００円 ※こどもは６歳～１２歳未満 

(３)有効期間：連続した２日間 

(４)利用期間：２０１８年１０月１日(月)～１２月３１日(月) 

       ※２０１８年１２月３０日(日)利用開始分まで 

(５)対象者 

①愛知県内の東海道新幹線駅までの往復新幹線と宿泊に、「愛知ＤＣフリーきっぷ」が

セットになった旅行商品をご購入のお客様 

②東海道・山陽新幹線のネット予約サービス「エクスプレス予約」及び「スマートＥ

Ｘ」で、愛知県外の駅（静岡駅以東もしくは京都駅以西）から愛知県内の駅まで早

特商品をご利用いただいたお客様 

【発売箇所】名古屋駅、三河安城駅、豊橋駅 

  ※早特商品ご利用日の当日利用開始分または翌日利用開始分の「愛知ＤＣフリーきっぷ」を

お買い求め頂けます。なお、１２月２８日（金）～３１日（月）は早特商品の設定はあり

ません。 

別紙１ 

 

※画像はすべてイメージです。 

ＪＲ

全区間
全区間
全区間
全区間
全区間
全区間
全区間
近鉄名古屋～桑名間
大曽根～小幡緑地間

名鉄バス

豊鉄バス

岐阜バス

なごや観光ルートバス「メーグル」

名鉄バスセンター～あいち航空ミュージアム間
西春駅～名古屋空港間,ＪＲ岡崎駅～奧殿陣屋間

東海道本線（二川～岐阜間）,中央本線（名古屋～多治見間）,関西本線
（名古屋～桑名間）,武豊線（大府～武豊間）,飯田線（豊橋～東栄間）,高
山本線（岐阜～美濃太田間）,太多線（多治見～美濃太田間）

犬山駅東口～モンキーパーク・リトルワールド間
犬山駅東口～明治村間

豊橋駅前～伊良湖岬間,本長篠駅前～田口間
鳳来寺～鳳来寺山頂間

豊橋鉄道
城北線
愛知高速交通（リニモ）
近畿日本鉄道
ゆとりーとライン

名古屋鉄道
名古屋市営地下鉄
名古屋臨海高速鉄道
愛知環状鉄道

※フリー区間内のＪＲ、近畿日本鉄道の特急列車等を利用する場合、別途、特急

券等が必要。名古屋鉄道の特別車を利用する場合、別途特別車両券が必要です。 



 

【割引特典】 

名古屋城、あいち航空ミュージアム、リニア・鉄道館、博物館明治村、瀬戸蔵ミ

ュージアム、トヨタ博物館、長篠城址史跡保存館など、愛知県内の約４０の観光

施設などの入館料金等が割引になります。 

（※台紙付の愛知ＤＣフリーきっぷの提示が必要） 

施設名 特典内容 

東山スカイタワー 
①入館料割引 大人 300 円→240 円 

②レストラン割引 ランチ 5％OFF、ディナー10％OFF 

東山動植物園 入園料割引 大人 500 円→400 円 

揚輝荘 入場料割引 一般 300 円→240 円 

徳川美術館・蓬左文庫 観覧料割引 一般 1,400 円→1,200 円、高校生・大学生 700 円→600 円、小・中学生 500円→400 円 

文化のみち橦木館 入館料割引 大人 200 円→160 円 

文化のみち二葉館（名古屋市旧川上貞奴邸） 入館料割引 大人 200 円→160 円 

トヨタ産業技術記念館 
①レストラン飲食代 10％OFF 

②ミュージアムショップ購入代 5％OFF  

ノリタケの森 クラフトセンター 入館料割引 大人 500 円→450 円、高校生 300 円→270 円 

名古屋市科学館 

観覧料割引 

【展示室とプラネタリウム】大人 800 円→720 円、高校・大学生 500 円→450 円 

【展示室】大人 400 円→360 円、高校・大学生 200 円→180 円 

名古屋市美術館 

観覧料割引 

【常設展】一般 300 円→250 円、高・大学生 200 円→150 円 

【特別展】一般、高大生とも当日料金から 100 円引 

名古屋城 観覧料割引 大人 500 円→400 円 

名古屋市博物館 

観覧料割引 

【常設展】一般 300 円→250 円、高校・大学生 200 円→150 円 

【特別展】各特別展における「ドニチエコきっぷ（名古屋市交通局）等提示の場合の割引額」と同額 

熱田神宮宝物館 入館料割引 大人 300 円→250 円、小・中学生 150 円→100 円 

クルーズ名古屋 中川運河ライン・トリトンライン 運賃割引 大人・小人とも 1 割引 

名古屋港水族館 

入館料割引  

大人 2,000 円→1,800 円、高校生 2,000 円→1,600 円、 

小・中学生 1,000 円→800 円、幼児（4 歳以上）500 円→400 円 

リニア・鉄道館 入館料割引 大人 1,000 円→800 円、小・中・高校生 500 円→400 円、幼児 200 円→100円 

有松・鳴海絞会館 見学料割引 大人 300 円→270 円、小・中・高生 100 円→90 円 

愛知県陶磁美術館 特別企画展及び企画展の観覧料 2 割引 

瀬戸蔵ミュージアム 入館料割引 一般 500 円→400 円、高校生・大学生・65 歳以上 300 円→240 円 

春日井市道風記念館 

観覧料割引 

【特別展期間中】一般 500 円→400 円、高校生・大学生 300 円→240 円 

【企画展・館蔵品展期間中】一般 100 円→80 円、高校生・大学生 50 円→40 円 

日本モンキーパーク 入園料割引 おとな（中学生以上）1,100 円→550 円、こども（2 才以上）600 円→300円 



博物館明治村 

入村料割引 

大人 1,700 円→1,000 円、シニア・大学生 1,300 円→1,000 円、 

高校生 1,000 円→500 円、小・中学生 600 円→500 円 

リトルワールド 

入館料割引 

大人・大学生 1,700 円→850 円、シルバー1,300 円→650 円、高校生・留学生 1,100 円→550 円 

小・中学生 700 円→350 円、幼児（3 歳以上）300 円→150 円 

清洲城 入館料割引 大人 300 円→250 円、小人 150円→100 円 

トヨタ博物館 

入館料割引 

大人 1,000 円→800 円、シルバー500 円→400 円、 

中学生・高校生 600 円→500 円、小学生 400円→300 円 

あいち航空ミュージアム 入館料割引 大人 1,000 円→900 円、高校生・大学生 800 円→700 円、小・中学生 500 円→400 円 

新美南吉記念館 観覧料割引 一般 210 円→170 円 

半田赤レンガ建物 入場料割引 一般 200 円→160 円 

INAXライブミュージアム 入館料割引 一般 600 円→500 円、高校生・大学生 400 円→300 円、小・中学生 200 円→150 円 

杉本美術館 入館料割引 大人 900 円→500 円、高校生 400 円→100 円、小・中学生 300 円→100 円 

南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国 入園料割引 おとな（高校生以上）1,700 円→850 円、こども（3 歳以上）800 円→400円 

岡崎城 入館料割引 中学生以上 200 円→170 円、5歳以上 100 円→80 円 

三河武士のやかた家康館 入館料割引 中学生以上 360 円→310 円、5歳以上 200 円→170 円 

岡崎城＆三河武士のやかた家康館（共通券） 2 館共通券割引 一般 510 円→450 円、5 歳以上 270 円→240 円 

大樹寺 宝物（文化財）拝観料割引 大人 400 円→350 円 

安城産業文化公園デンパーク 入園料割引 大人（高校生以上）600 円→540 円、小人（小・中学生）300 円→270 円 

旧近衛邸（西尾市歴史公園内） 呈茶＋抹茶かりんとう割引 通常合計価格 616 円→500 円 

豊橋総合動植物公園（のんほいパーク） 入園料割引 大人（高校生以上）600 円→480 円、小人（小・中学生）100 円→80 円 

蒲郡市生命の海科学館 観覧料割引 大人 500 円→300 円、小人 200円→100 円 

竹島水族館 入館料割引 大人 500 円→450 円、小・中学生 200 円→180 円 

設楽原歴史資料館 入館料割引 一般 300 円→200 円、小・中学生 100 円→50 円 

長篠城址史跡保存館 入館料割引 一般 210 円→160 円、小・中学生 100 円→50 円 

設楽原歴史資料館・長篠城址史跡保存館（共通券） 共通入館料割引 一般 400 円→300 円、小中学生 150 円→80 円 

田原市博物館 入館料 20％割引 

吉胡貝塚資料館 入館料 20％割引 

名鉄海上観光船 

乗船料割引 

①河和～日間賀島・篠島  大人（中学生以上）1,400 円→1,170 円、小人（小学生）  710 円→590 円 

②伊良湖～日間賀島・篠島 大人（中学生以上）1,400 円→1,170 円、小人（小学生）  710 円→590 円 

③河和～伊良湖      大人（中学生以上）2,300 円→1,890 円、小人（小学生）1,160 円→950 円 

④日間賀島～篠島     大人（中学生以上） 400 円→ 340 円、小人（小学生）  200 円→170 円 

 

※「愛知ＤＣフリーきっぷ」の発売期間等のご利用条件・割引特典等の詳細は、 

Japan Highlights TravelのＨＰ(https://japan-highlightstravel.com/jp/)にて、 

今後順次ご案内してまいります。 

 

https://japan-highlightstravel.com/jp/


２．愛知ＤＣ専用旅行商品 

【フリープラン】 

・「愛知ＤＣフリーきっぷ」と、現地の名物や特産品と交換できるクーポン付きガイ

ドマップ「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」が付いてきます。 

「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」 

・「名古屋・知多半島篇」「安城・岡崎・豊田篇」「豊橋・蒲郡・田原篇」の３種類

をご用意します。 

・それぞれのエリアの観光情報や観光マップに、指定の飲食店等で特産品等と交  

換できる「まち歩きクーポン」がついています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記旅行会社において発売する予定です。 

※旅行会社によって取り扱う商品が異なります。詳細は、各旅行会社へお問い合わ

せください。 

 

 

 

別紙２ 

【ガイドマップ表紙】 

【クーポン利用の一例】 

※画像はすべてイメージです。 



【エスコートプラン】 

主な愛知ＤＣ企画 

・名古屋城閉園後の「名古屋城本丸御殿 特別鑑賞プラン」 

・吉田城鉄櫓手筒花火特別放揚 

・鳳来寺山特別拝観ガイドツアー 

・松平東照宮でのご祈祷とガイドツアー、高月院の「花月一窓」の特別公開 

・ＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭ館内ガイドツアー 

・白鳥庭園 紅葉ライトアップ 

・愛岐トンネル群 紅葉シーズン特別公開期間延長 

・長篠合戦跡地を巡るガイドツアー（火縄銃模擬演武披露付） 

 

〔ジェイアール東海ツアーズ「５０＋」の商品（例①）〕 

■商 品 名：愛知の魅力を再発見！                    

名古屋おもてなし武将隊®による名古屋城本丸御殿特別鑑賞 

■商品概要：本年６月８日に完成公開された「名古屋城本丸御殿」に加え、岡崎

城や八丁味噌の郷、竹島、三谷温泉、焼き物の町瀬戸、国宝犬山

城、あいち航空ミュージアムなど、愛知の魅力を満喫できる旅をご

用意します。 

     （愛知ＤＣ企画） 

・名古屋城閉園後に、名古屋城本丸御殿を「名古屋おもてなし武将隊

®」がご案内する特別鑑賞 

     ・国の天然記念物で５つの神社がある竹島を地元ボランティアガイド

がご案内 

     ・焼き物の町瀬戸の洞町・窯垣の小径を地元ボランティアガイドがご

案内（窯元見学付） 

■出 発 日：2018年  9月 30日（日） 

■出発地区：首都圏・静岡地区・関西地区 

■募集人員：40名 

■申込期限：出発日の 16日前まで 

 

 

 

 



〔ジェイアール東海ツアーズ「５０＋」の商品（例②）〕 

■商 品 名：愛知デスティネーションキャンペーン特別企画！徳川家ゆかりの地

を巡る１０名所 

■商品概要：松平家の故郷・松平郷（東照宮、高月院）、徳川家康が誕生した岡崎

城、徳川家の菩提寺である大樹寺など、徳川家ゆかりの地を満喫で

きる旅をご用意します。 

     （愛知ＤＣ企画） 

・松平東照宮でご祈祷とガイドツアー、高月院の「花月一窓」の特別

公開 

・鳳来寺山特別拝観ガイドツアー 

・長篠合戦跡地を巡るガイドツアー（火縄銃模擬演武披露付） 

・岡崎カクキュー八丁村内店舗で愛知ＤＣ特別メニューの定食 

■出 発 日：2018年 10月 13日（土）・20日（土）、 

11月 10日（土）、12月 8日（土）・15日（土） 

■発売開始日：2018年 8月 16日（木） 

■出発地区：首都圏・静岡地区・関西地区 

■募集人員：各日 40名 

■申込期限：出発日の 16日前まで 

 

５０歳からの旅クラブＪＲ東海「５０＋」へのご入会・ツアーの詳細は、ホームペー

ジ（http://jr50plus.jp/）をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

[入会問合せ] ＪＲ東海「50+」事務局 

 ・ナビダイヤル：0570-00-8350 

 ・電話：03-3275-8350 

 ・受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00 

       （日曜・祝日・年末年始休業） 

 

[商品問合せ] 「50+」ツアーデスク 

 ・フリーダイヤル：0120-957-550 

 ・電話：03-6867-8650 

 ・受付時間：平日：10:00～20:00 

土日祝：10:00～18:00 

（年末年始休業） 

※8/1より受付時間が全日 10:00～18:00となります。 

http://jr50plus.jp/


〔クラブツーリズムの商品（例①）〕 

■商 品 名：香嵐渓と徳川家ゆかりの紅葉名所 

■商品概要：東海地方屈指の紅葉の名所「香嵐渓」に加え、徳川家ゆかりの松平

東照宮、岡崎城、大樹寺、鳳来寺山など、紅葉と徳川家ゆかりの地

を満喫できる旅をご用意します。 

     （愛知ＤＣ企画） 

・鳳来寺山特別拝観ガイドツアー 

・岡崎城をグレート家康公「葵」武将隊がご案内 

・松平東照宮でご祈祷とガイドツアー、高月院の「花月一窓」の特別 

公開 

■設 定 日：2018年 11月 14日（水）、18日（日）、21日（水）、 

25日（日）、28日（水）、30日（金） 

■発売開始日：2018年  7月 25日（水） 

■出発地区：首都圏 

■募集人員：各日 42名 

■申込期限：出発日の 10日前まで 

 

〔クラブツーリズムの商品（例②）〕 

■商 品 名：愛知５つの紅葉めぐり 

■商品概要：香嵐渓と期間限定白鳥庭園紅葉ライトアップ・秋の特別公開 愛岐

トンネル群を彩る紅葉／おひとり様参加限定ツアー 

     （愛知ＤＣ企画） 

・白鳥庭園 期間限定紅葉ライトアップ 

・愛岐トンネル群 秋の特別公開（紅葉シーズン特別期間延長） 

・そぶえイチョウ黄葉まつり（銀杏マイスターと散策 ※11月 30日（金）

出発のみ、11月 28日（水）は各自散策） 

・聚楽園公園 茶室「嚶鳴庵」でいただくお抹茶 

■出 発 日：2018年 11月 28日（水）、30日（金） 

■出発地区：首都圏 

■募集人員：各日 23名 

■申込期限：出発日の 10日前まで 

 

 

 



〔阪急交通社の商品（例①）〕 

■商 品 名：国宝犬山城・家康ゆかりの岡崎歴史散歩と三河のグルメ・醸造文化

を訪ねる旅２日間 

■商品概要：国宝犬山城、家康の生まれた岡崎城、徳川家の菩提寺である大樹寺

などの家康ゆかりの地に加えて、八丁味噌の郷、ＭＩＺＫＡＮ Ｍ

ＵＳＥＵＭ、半田赤レンガ建物など、醸造文化を満喫できる旅をご

用意します。 

     （愛知ＤＣ企画） 

・ＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭ館内ガイドツアー 

・半田赤レンガ建物での復刻カブトビール試飲＆館内ガイドツアー 

・国盛 酒の文化館での搾りたての日本酒の試飲 

■出 発 日：2018年 10月 26日（金）、11月 1日（木）、15日（木） 

■出発地区：関西地区 

■募集人員：各日 32名 

■申込期限：出発日の 15日前まで 

 

〔阪急交通社の商品（例②）〕 

■商 品 名：香嵐渓ライトアップと名古屋城本丸御殿と岡崎城            

知られざる２つの紅葉名所 ２日間 

■商品概要：香嵐渓ライトアップや祖父江のイチョウなど東海地方屈指の紅葉の

名所に加え、閉園後の名古屋城本丸御殿の特別鑑賞または手筒花火

特別放揚が付いた愛知の秋を満喫できる旅をご用意します。 

     （愛知ＤＣ企画） 

・そぶえイチョウ黄葉まつりの散策ツアー 

・名古屋城閉園後の「名古屋城本丸御殿 特別鑑賞プラン」（出発日限定） 

・吉田城鉄櫓手筒花火特別放揚（出発日限定） 

■出 発 日：名古屋城閉園後の名古屋城本丸御殿 特別鑑賞プラン（出発日） 

2018年 11月 12日（月）、15日（木）、 

21日（水）、22日（木）、23日（金・祝）、 

26日（月）、27日（火）、28日（水）、29日（木） 

吉田城鉄櫓手筒花火特別放揚（出発日） 

2018年 11月 16日（金）、17日（土）、18日（日）、 

24日（土）、25日（日） 

■発売開始日：2018年  8月 5日（日） 

■出発地区：首都圏 

■募集人員：各日 40名 

■申込期限：出発日の 15日前まで 



〔ＪＴＢメディアリテーリングの商品（例）〕 

■商 品 名：名古屋城本丸御殿特別鑑賞と熱田神宮、豊川稲荷、伊勢神宮２日間 

■商品概要：１日目は、「名古屋城本丸御殿 特別鑑賞」を目玉に、愛知県を代表

する観光地・熱田神宮や豊川稲荷をめぐります。２日目は、伊勢神

宮にもお参り。１泊２日で愛知県の魅力とお伊勢参りを楽しめるツ

アーとなっています。                                     

（愛知ＤＣ企画） 

・名古屋城閉園後の「名古屋城本丸御殿 特別鑑賞プラン」 

・豊川稲荷 奥の院までのご案内 

 

■出 発 日：2018年 10月 1日（月）～ 4日（木）、10日（水）、11日（木）、 

15日（月）～17日（水）、22日（月）、23日（火）、 

25日（木）、 29日（月）、 

11月 1日（木）、  5日（月）～8日（木）、 

13日（火）、 14日（水） 

■発 売 開 始 日：2018年 7月 28日（土） 

■出発地区：首都圏 

■募集人員：各日 42名様 

■申込期限：出発日の 14日前まで 

 

 

※ツアー詳細は、各旅行会社のパンフレット等をご確認ください。 

※上記の他にも、愛知ＤＣ商品を発売予定です。 

 



＜「ドラゴンボール」デジタルスタンプラリー（仮）＞ 

映画『ドラゴンボール 超
スーパー

 ブロリー』とタイアップし、スマートフォンアプリを

使ったデジタルスタンプラリーを愛知県内の７か所を巡る２つのコースで実施しま

す。 

対象の無料アプリをダウンロードし、対象施設に行くとアプリ上で「ドラゴンボー

ル」を獲得。１つ集めると「いいもの探訪クーポン」をもれなくプレゼント。「愛知Ｄ

Ｃフリーきっぷ」をご利用のお客様にはさらに、各コースの対象施設に行き、アプリ

上で「ドラゴンボール」を３つまたは７つ集めると、抽選で「ドラゴンボールシリー

ズ」にちなんだプレゼントが当たるキャンペーンです。 

 

 

【実施期間】 

２０１８年１０月１日（月）～１２月２５日（火） 

 

【対象施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※休館日がある施設がございます。 

 

【プレゼント】 

対象の無料アプリをダウンロードし、対象施設に行き、アプリ上で「ドラゴンボール」

を１つ獲得すると、もれなく「いいもの探訪クーポン」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

※デジタルスタンプラリーの詳細は、Japan Highlights TravelのＨＰ 
(https://japan-highlightstravel.com/jp/)にて、今後順次ご案内してまいります。 
 

別紙３ 

＜Ｂコース＞ 

（豊田市）とよたエコフルタウン     （安城市）デンパーク 

（岡崎市）三河武士のやかた家康館    （蒲郡市）生命の海科学館 

（豊橋市）豊橋総合動植物公園（のんほいパーク） 

（豊川市）豊川稲荷           （田原市）田原市博物館 

＜Ａコース＞ 

（名古屋市）リニア・鉄道館、金シャチ横丁（豊山町）あいち航空ミュージアム 

（犬山市）博物館明治村         （瀬戸市）瀬戸蔵ミュージアム 

（半田市）半田赤レンガ建物       （美浜町）河和港 

※画像はすべてイメージです。 

【いいもの探訪】 

ＪＲ東海沿線の魅力的な逸品や名産品などを

産地直送でお届けするお取り寄せサイト。 

愛知の商品もふんだんに取り扱っています。 

http://e-mono.jr-central.co.jp 

映画『ドラゴンボール超 ブロリー』 

https://japan-highlightstravel.com/jp/
http://e-mono.jr-central.co.jp/
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