
TEL.0565-85-7777　FAX.0565-85-7700
https://www.tourismtoyota.jp/

〒444-2846 豊田市小渡町七升蒔13-13（旭農林会館）
営業時間／9：00～17：00
休日／月曜日
TEL.0565-68-3653　FAX.0565-68-3654

旭観光協会　あさひ観光案内所 

WEB BLOG

〒444-3242 豊田市大沼町越田和37-1
営業時間／8：30～17：00
休日／土・日曜日、祝日
TEL.0565-90-2530　FAX.0565-90-2530

香恋の里しもやま観光協会

WEB

〒441-2522 豊田市武節町針原4-1
営業時間／（夏季3月～11月）9：00～17：00
　　　　　（冬季12月～2月）9：30～16：30
休日／12月29日～1月3日
TEL.0565-83-3200　FAX.0565-82-3777

いなぶ観光協会

WEB

〒444-2216　豊田市九久平町簗場64
営業時間／9：00～16：00
休日／不定休
TEL.0565-77-8089　FAX.0565-77-8089

松平観光協会

WEB BLOG

〒470-0531 豊田市小原町上平441-1
営業時間／9：00～16：00
休日／土・日曜日、祝日
TEL.0565-65-3808　FAX.0565-66-0015

小原観光協会

WEB

WEB

〒471-００３４ 豊田市小坂本町1丁目25番地 豊田商工会議所1階

Instagramで
見つけよう！

豊田の新たな魅力発見！
https://www.instagram.com/tourismtoyota/

https://www.tourismtoyota.jp/
豊田の観光情報がぎゅっと詰まってます！

ツーリズムとよた

宿泊の
情報は
こちら

グルメの
情報は
こちら

お土産の
情報は
こちら

詳しくはこちら

ファンクラブ会員でもっと便利に！

公式LINEに
友だち登録しよう！

https://line.me/R/ti/p/5F4FhVtU3e

Facebookで
つながろう！

旬の情報配信中！
https://www.facebook.com/tourismtoyota/

〒444-2424 豊田市足助町宮平34-1
営業時間／8：30～17：15
休日／木曜日
TEL.0565-62-1272　FAX.0565-62-0424

豊田市 足助観光協会

〒470-0451 豊田市藤岡飯野町田中245
営業時間／8：30～17：15
休日／土・日曜日、祝日
TEL.0565-76-6108　FAX.0565-76-0205

藤岡観光協会

WEB BLOG

WEB

公共交通機関でお越しの場合は

「とよたおいでんバス」
の利用が便利です。

http://michinavitoyota.jp/

Googleマップ検索もできるように
なります！

（2019年4月予定）
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大阪-名古屋 約50分
JR Tokaido Shinkansen
Osaka-Nagoya ~50 min.

JR中央本線
JR Chuo Main Line

JR中央本線
JR Chuo Main Line

JR東海道新幹線 名古屋-東京 約100分 JR Tokaido Shinkansen Nagoya-Tokyo ~100 min.

新名神高速道路
Shin-Meishin Expwy

名神高速道路
Meishin Expwy

名阪国道
Meihan Expwy 中央自動車道

Chuo Expwy東名阪自動車道
Higashi-Meihan Expwy

東名高速道路
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東名高速道路
Tomei Expwy

地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線 約50分
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愛知環状鉄道 約30分
Aichi Loop Line ~30 min.

愛知環状鉄道
約30分
Aichi Loop Line
~30 min.

名鉄名古屋本線・名鉄三河線 約55分
Meitetsu Nagoya Line and Meitetsu Mikawa Line ~55 min.

伊勢湾岸自動車道
Isewangan Expwy

新東名高速道路 Shin-Tomei Expwy

東名高速道路 Tomei Expwy

東名高速道路 Tomei Expwy

東海環状自動車道
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Tokai-Kanjo Expwy

東海北陸自動車道
Tokai-Hokuriku Expwy

名神高速道路
Meishin Expwy

中央自動車道
Chuo Expwy

中央自動車道
Chuo Expwy

東京IC  約240分    豊田IC
東名高速道路

 Tomei Expwy Tokyo IC ~240 min. Toyota IC

 Meishin Expwy Tomei Expwy Suita IC ~160 min. Toyota IC

 Hokuriku Expwy Meishin Expwy Tomei Expwy   
Kanazawa-Nishi IC ~200 min. Toyota IC

吹田IC  約160分   豊田IC

金沢西IC  約200分   豊田IC

名神高速道路 東名高速道路

名神高速道路北陸自動車道 東名高速道路
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ご案内
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ワンパク系遊びはおまかせ！

とよたはクルマのまちでありながら
実はその 7割は森林なんです。

遊びのフィールドだらけのとよたで
何をするかはあなた次第。
だけど、楽しさは保証付き。

とよたを とよたの自然を とよたを とよたを とよたの祭りを とよたの温泉に

誰もが知ってるクルマのまち、とよた。

でも「クルマだけでしょ」と思っていたとしたら、ちょっともったいないかも・・・

あなたの想像とちがう、はじめましての「とよた」へ出かけませんか？

はじめまして。とよたです。
「ク
ルマ
 だけ

じゃ
ない

とよ
たに
おい
でん

W
elc

om
e to

 Toyota!

名所は一日にしてならず。

燃えるような紅葉の景色、
匂いたつような桜、きらめく新緑…

とよたの自然は
地元の人々が生み出すアート。
名所になるのも理由があるのです。

歴史は雄弁に語る。

はじめて訪れたのになんだか懐かしい
そんな気分になれるのは

とよたが歴史あるまちだから。
刻まれた時の流れが愛しくて…
時間の経つのも忘れそうです。

手を動かして得られる
本物の感動を。

いつだって手を動かして
新しさを生み出してきた

とよたは「体験」なくして語れません。
普段はできない新しいことに挑戦して
新しい自分を見つける旅をしませんか。

明日の活力、とよたの温泉。

1 日の締めくくりに相応しいのが
心身を癒やすとよたの温泉。
ほかほか、とろりん。
心の奥までほぐして

明日をもっと輝ける日に。

気持ちが高ぶる祭りがある。

伝統的な祭りや楽しいイベントまで
とよたはいつも躍動中！
そのうねりに飛び込んで
とよたでしか味わえない
ドキドキを感じてみて。
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26ism あさぎりトレイル
三河高原キャンプ村にてマウンテンバイクトレイルを
体験。アップダウンのある初級～中級者向けコースで
スリルを楽しんで！
3月1日～12月15日
9:00～16:15(15:30受付終了)
木曜（5・7・8・10・11月は無休）
豊田市東大林町半ノ木2
0565-90-3530
猿投グリーンロード「力石IC」より約30分

三河高原キャンプ村
標高600ｍのなだらかな高原には、バーベキュー、
キャンプ場、テニスコート、ゴルフ場などの施設が
揃っています。近くの朝霧池はルアー・フライ
フィッシングの穴場として人気。

野原川観光センター
大自然の渓谷を利用した管理釣り場。釣り
場は野原川に沿って1～38号まであり、川幅
の広さ、深さなどが選べます。ニジマスのエ
サ釣りをした後は、釣った魚をBBQに！

石野サーキット
本格的なカートレースが楽しめるサーキット場。
ヘルメットやグローブなどすべてレンタル可能
なので、気軽に体験できますよ。レーサー気分で
カッとばせ！

ORBIT
豊田市水源公園の矢作川にてSUP体験スクールを
開催。レベルに合わせ、水源公園から久澄橋まで
水上散歩に出かけます。
月・水・木・土・日曜　9:00～14:00（要予約）

-- 店舗情報 --
12:00～20:30（土・日曜13:00～）
火曜
豊田市西町6-3-4 坂平ビル103
0565-32-0575
名鉄「豊田市」駅下車。徒歩約5分

とよたを

旭高原元気村
動物と遊べるふれあい動物園をはじめ、
乗馬にキャンプ、ソーセージ作り、自然観察、
天体観測など多くの自然体験ができます。
バーベキュー場も充実しています。

さなげ
アドベンチャーフィールド
トヨタ最新のSUVとミニバンでオフロード走行体験はいか
が？自分で運転せず、スタッフさんに運転（遊覧体験）しても
らうこともできます。BBQやデイキャンプも楽しめます！

矢作ダム名物ダムカレー

レーサー気分が気持ちいい～！

最初
に教

えて

もら
える

よ！

デコ
ボコ

道も

なん
のそ

の！

9:00～22:00
無休
豊田市石野町土橋264
0565-42-1718
東海環状自動車道「豊田勘八IC」より約5分
猿投グリーンロード「力石IC」より約5分

9:00～18:00（受付10:00～16:00）
木曜（祝日の場合は営業）
豊田市伊保町向山16-1
0565-46-5551
名鉄豊田線「上豊田」駅下車。徒歩約15分

マス釣り期間 4月第2日曜～12月27日
8:30～17:00
期間中無休 ※その他臨時休業日
豊田市野原町石橋14-1　
0565-90-3414（日中のみ受付）
東海環状自動車道「豊田松平IC」より約35分

9:00～17:00
木曜（祝日の場合は翌日休、春・夏・冬休み期間は営業）、
12月28日～1月1日
豊田市旭八幡町根山68-1
0565-68-2755
東海環状自動車道「豊田勘八IC」より約45分

見学自由
無休
豊田市東大林町半ノ木2
0565-90-2530（香恋の里しもやま観光協会）
猿投グリーンロード「力石IC」より約30分

とよたは遊びが
いーっぱい！
人気のSUP（スタンドアップパドルボード）に、気球遊び、オフロード体験…
他では体験できないダイナミックな遊びならおまかせ！好奇心のおもむくまま、新しいこと始めませんか。

矢作ダム
放物線を描くシルエットが美しいと評判のダム。
車、バイク好きが集うツーリング、レンタルボート
でのバス釣りなど、四季を通じて楽しめます。

見学自由(解説付き見学は平日9:30～16:00）
※見学はHPから要予約
無休
豊田市閑羅瀬町地先
0565-68-2321（矢作ダム管理所）（土・日曜、祝日は休み）
猿投グリーンロード「枝下IC」より約35分

豊田

豊田

豊田

下山

旭

旭

下山

下山

とよた三河高原アドベンチャー
春・秋　年2回開催
0565-90-2530（香恋の里 しもやま観光協会）

下山
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面ノ木原生林
樹齢300年を超えるブナの原生林の樹氷は、冬型
気圧配置で氷点下になっていることなど気象条件が
揃うと見られます。日の出とともに輝く樹氷は必見。
12月中旬～2月
豊田市稲武町井山
0565-83-3200（いなぶ観光協会）
猿投グリーンロード「力石IC」より約60分

香嵐渓
全国的にも有名な紅葉の名所。1634年(寛永
11年)頃に三栄和尚が植え、その後住民が
植樹を拡大。約4,000本のもみじがいっせい
に色づく様は壮観です。

愛知県緑化センター
サクラとユキヤナギ
日本庭園の回遊路沿いに約200mの
サクラとユキヤナギのプロムナードが
あり、ピンクと白のコントラストが
美しく夢のような景色が広がります。
3月下旬～4月上旬
9:00～17:00
月曜、12月29日～1月1日
豊田市西中山町猿田21-1
0565-76-2106（緑化センター）
猿投グリーンロード「中山IC」より約2分

小原四季桜
歌舞伎、和紙で有名な小原では、昭和53年
以来、住民の間で植樹が広がり、今や全国一
の規模を誇る四季桜の名所に。紅葉と四季
桜のコラボが楽しめます。

四季桜時期：11月上旬～11月下旬
豊田市小原町上平441
0565-65-3808（小原観光協会）
東海環状自動車道「豊田藤岡IC」より約20分

大井平公園
王道の香嵐渓に対し、穴場として人気が
高まっているのがココ。名倉川に架かる
風のつり橋から見る公園の紅葉は、毎年
多くの観光客を楽しませています。

紅葉時期：11月上旬～11月下旬
豊田市稲武町大井平(大井平公園)
0565-83-3200(いなぶ観光協会)
猿投グリーンロード「力石IC」より約45分

王滝渓谷
県下でも有数の景勝地 。落差のある渓谷が
急流となり、さまざまな巨岩や奇石が生まれ
自然美を作り出しています。シャワークライ
ミングとケイビングを融合させた新アトラ
クションも体験できます（要予約）！
終日※バーベキュー場は4月1日～11月30日の土・日曜、祝日、
夏休み期間中の毎日（要予約）
豊田市王滝町
0565-77-8089（松平観光協会）
東海環状自動車道「豊田松平IC」より約10分

とよたは自然が
いーっぱい！
とよたに来たならぜ

ひともおすすめした
いのが、

この豊かな自然が織
りなす絶景の数々。

季節のきらめきは、そ
の瞬間だけの贈り物

です。

とよたの自然を

上中のしだれ桃
春になると集落一帯が白、赤、 ピンクの「桃源郷」に！
約1キロ続く散歩道の各所には、しだれ桃が美しく咲
き誇り、春ののどかな日を楽しむことができます。

4月上旬
豊田市上中町綱所（しだれ桃の里臨時駐車場）
0565-68-3653（旭観光協会）
東海環状自動車道「豊田勘八IC」より約30分

つり橋は絶好の

フォト
スポッ

ト！

コントラスト
が

フォトジェニ
ック！

四季桜と紅葉の絶景コラボ！

終日※バーベキュー場は4月1日～11月30日の土・日曜、祝日、終日※バーベキュー場は4月1日～11月30日の土・日曜、祝日、

巨岩
のト

ンネ
ルや

渓谷
の激

流を

味わ
って

写
真
に
撮
り
た
い

絶
景
揃
い
で
す
！

紅葉時期：11月上旬～11月下旬
豊田市足助町飯盛
0565-62-1272（豊田市 足助観光協会）
名鉄三河線「豊田市」駅下車。
名鉄バスに乗り換え「香嵐渓」下車。

足助

稲武

松平

藤岡

小原
旭

稲武

ブラックウォーターシャワーケイビング
5月～10月（要予約）　　無休
0581-58-2400（トリッパー合同会社）

5 6



豊田市美術館
近代～現代の西洋美術及び
明治以降の日本の彫刻・絵画を
3,500点収蔵。市民の憩いの
場となっています。

10:00～17:30（17:00受付終了）
月曜（祝日の場合は開館）
※2018年7月17日～2019年5月31日
は改修工事のため休館
豊田市小坂本町8-5-1
0565-34-6610
名鉄三河線「豊田市」駅下車。
徒歩約15分

豊田スタジアム
豊田市の市政50周年を記念して
2001年に建てられた球技専用競
技場。4階にはレストラン ヴェルデ
ロッソ（火曜定休）があり、矢作川
を眺めながら食事を楽しむことが
できます。　

スタジアム見学：要問合せ（予約制）
年末年始（12月28日～1月4日）
※事前にHPより要予約
（希望日の3ヶ月前同日より2週間前まで受付）
※10名以上より申し込み可能
豊田市千石町7-2
0565-87-5200

とよたは観るが
いーっぱい！
世界的な有名建築家

が手掛けた建造物や

トヨタの先進技術が
楽しめるミュージア

ムなど

押さえておきたいス
ポットを紹介します

。

とよたを

トヨタ会館・工場見学
トヨタ自動車のものづくりの考え方や、自動車関連
技術を紹介する展示館。ハイブリットカーの進化を
はじめ、水素ガスで走る燃料電池車など、トヨタが提案
する未来の車や最新の技術に触れられます。

9:30～17:00
日曜、年末年始、GW、夏期連休
豊田市トヨタ町1
0565-29-3355
(見学の問合わせ：0565-29-3345)
名鉄「豊田市」駅下車。名鉄バスに乗り換え、
「トヨタ本社前」下車。徒歩約5分

TOYOTA cityで

工場見学
ノスタルジックなまちあるき

伊那街道（中馬街道）の中継地として栄えた商家町。
防火のために漆喰で軒先まで塗り固めた塗籠造りの
町屋が残り、江戸～明治時代の面影を伝えています。

 足助　重伝建の町並み

松平郷園地

松平東照宮

足助城

産湯の井戸

足助八幡宮

マンリン書店

高月院

たんころりんの夕涼み

松平東照宮から高月院にかけて整備された
歴史と自然の里「松平郷園地」。松平氏をしの
ぶ歴史的な史跡とともに豊かな自然も多く
残され、室町期を彷彿とさせる懐かしい景観
が広がっています。

家康公の祖先 松平氏発祥の地

豊田市松平町　　0565-77-8089（松平観光協会）
東海環状自動車道「豊田松平IC」より約15分

御朱印を集めよう！

スタ
ジア

ム

見学
ツア

ーも

おす
すめ

！

お酒
の試

飲が

できる
！

産業都市

アート&
近未来体験 のたび

とよたエコフルタウン
人間のように腕立て伏せや腹筋運動ができるヒューマ
ノイドロボットの展示や、ウィングレットや超小型モビ
リティの試乗など、企業や大学が研究開発する最新技
術を見て触れることができる体験型施設。さあ、AR機能
を活用した50年後の未来にタイムトリップしよう！

9:00～17:00
月曜（祝日は開館）12月28日～1月4日
豊田市元城町3-11
0565-77-5669
名鉄「豊田市」駅下車。徒歩約10分

キユーピー株式会社挙母工場

※インターネットまたは電話より申込
10:00～、13:30～
土・日曜、工場休業日
無料
豊田市日南町2-1
0565-34-0221

￥

￥

蔵元 桝塚味噌 /合資会社

野田味噌商店

ほうらいせん吟醸工房
（関谷醸造株式会社）

10:00～18:00（土・日曜、祝日は9:30～）
無休
豊田市黒田町南水別713
0565-83-3601
猿投グリーンロード「力石IC」より約40分

豊田市足助町西町・新町・本町・田町 他
0565-62-1272（豊田市 足助観光協会）
猿投グリーンロード「力石IC」より約15分
東海環状自動車道「豊田勘八IC」より約20分

松平親氏公像

マヨネーズ・ドレッシングの製造工程を見学。見どころは、
1分間に600個の卵を割る割卵機。次々と卵を割り、黄身、
白身、殻に分けていく様子にきっと驚かれるはず。マヨ
ネーズとドレッシングなどのお土産もうれしい！

※2019年4月下旬にリニューアルオープン（予定）

岡崎飛行場の格納庫を利用した
味噌蔵で創業以来、木桶仕込み。
長期天然醸造の豆みそを守り続
ける桝塚味噌。ツアーではじっくり
時間をかけて桝塚味噌のこだわり
を見学頂けます。
※見学をご希望の際は事前にお電話に
てお申し込みください。（当日申込不可）
［受付］10名以上の団体様（上限45名）
［対象］小学生以上
　　　 （1時間30分程の話を聞いていられる年齢）

地元の銘酒「蓬莱泉」「一念不動」で知られる関谷酒
造の蔵。酒造り体験やオーダーメイドの酒造りなど
「わたしだけの酒」を醸す喜びを味わえる場です。
※吟醸工房は専用通路からであれば、申し込み不要でご
自由に見学頂けます。
※酒蔵の詳しいご案内・ご試飲をご希望される方は、1週
間以上前までに見学の予約が必要です。（10名以下の団
体様限定）

9:00～17:00（直売店）
日曜、祝日、G.W、夏季休暇、年末年始
無料
豊田市桝塚西町南山6
0565-21-0028（要予約）
愛知環状鉄道「北野桝塚」駅下車。徒歩約4分

豊田

豊田

豊田

豊田

豊田

稲武

豊田

松平

足助
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の試乗など、企業や大学が研究開発する最新技

さあ、AR機能



ブルーベリーのクレープは絶品

とよたを

三州足助屋敷
生きた民俗資料館といわれる三州足助屋敷は、
かつての豪農屋敷を再現しています。昔ながら
の炭焼き、木地、紙漉き、機織り、鍛冶屋など10
種の暮らしの手仕事を見学・体験できます。

和紙工芸館
小原和紙は、植物の繊維を染色したものを
絵の具がわりにして、紙をすきながら絵を描
く工芸。ここで、マイ御朱印帳にトライし
てみては。※御朱印帳作り体験は要予約。

リサイクルガラス工房
cocoroこころ
リサイクルガラスを使った、吹きガラスや
はんこ作りが好評！独特の質感や色合い
で世界に一つの作品に。

おいでん・やな

小原窯
ひも状の粘土を積み重ねる紐作り、または
型に土をのせる板作りで、湯飲みや花瓶、置
物などを自由に製作。

三州しし森社中
猪や鹿の皮や角や天然石などのパーツを選
んで、自分だけのオリジナルアクセサリーを
作れます（要予約）。20～30分あれば素敵な
作品に。
10:00～16:00　   月～木曜
豊田市新盛町管田20
090-4250-8144　  猿投グリーンロード

「力石IC」より約20分

手づくり体験

とよたを味わう！

昔ながらの手作業が今も残るとよ
た。和紙漉き、陶芸、

アロマ体験など手作りに挑戦してみ
ましょう。

ブルーベリーやいちご、鮎のつかみ取り…
その場でほおばって最高の贅沢を味わいましょう！

おど観光やな
矢作川が一望でき、美しい景観を楽しめる
観光やな。小さなお子様でもつかみ取りが
できます。素晴らしい眺めと焼きたての鮎を
ご賞味あれ。

やな体験も人気です！

ジビエ
の

フレン
チ　

おいし
い

鮎料理
も♪

おいしい
ブルーベリー

三州足助屋敷で鍛冶屋体験

　  9:00～17:00(16:30受付終了)　　 木曜(祝日の
場合は翌日休)、12月25日～1月2日、12月の第3水曜
※その他臨時休館、開館日あり　   豊田市足助町飯盛36
　  0565-62-1188 　  名鉄三河線「豊田市」駅下車。
名鉄バスに乗り換え「香嵐渓」下車。徒歩約10分

　  9:00～16:30（体験受付は9：00～16：00）　
　  月曜（祝日の場合は開館）、12月28日～1月4日
　  豊田市永太郎町洞216-1
　  0565-65-2953
　  猿投グリーンロード「猿投IC」より約20分

　  10:00～18:00 体験は10:00～、14：00～（要予約）
　  不定休　  豊田市永太郎町梛下164-5
　  0565-65-3200　  名鉄三河線「豊田市」駅下車。
豊田おいでんバスに乗り換え「和紙のふるさと」下車。
徒歩約4分

　  9:00～17:00　　 木曜(祝日の場合は翌日休)、
12月29日～1月3日　  豊田市武節町針原15
　  0565-83-3838　  猿投グリーンロード「力石
IC」より約40分

　  10:00～16:00   　水・日曜、年末年始※その他
不定休あり  　豊田市竹町豊47-1
　  0565-50-2194（作業中は電話に出られません）   
　  名鉄三河線「竹村」駅下車。徒歩約10分

　  10：00～17：00　   土・日曜・祝日
　  豊田市東広瀬町高根下24-1　   0565-77-3773
　  猿投グリーンロード「力石IC」より約3分

　  10:00～17:00※1月～3月は16：00まで 
　  火曜(祝日の場合は翌日休)、年末年始
　  豊田市羽布町鬼ノ平5　  0565-90-4120
　  東海環状自動車道「豊田松平IC」より約40分

　  7月上旬～9月上旬　  9:00～17:00(16:00受付終了)
　  期間中無休　  豊田市野入町宮ノ前後1-5
　  0565-82-3365　   猿投グリーンロード「力石IC」
より国道153号線を東へ進む

　 7月1日～9月30日　  売店10：00～16：00、
ナイター営業18：00～21：00（予約制※10人以上）
バーベキュー広場：要予約　  期間中無休　 豊田市
大野瀬町　  0565-83-3200（いなぶ観光協会）　  
　 東海環状自動車道「豊田勘八IC」より約60分

　  7月第2土曜～10月下旬　  10:00～19:00
　  期間中無休　  豊田市小渡町間ヶ島12-1
　  0565-68-2255
　  東海環状自動車道「豊田勘八IC」より約40分

　  【いちご狩り】1月～5月中旬  《受付時間》
10:00～14:00 　  不定休　  豊田市乙部町前田23 
　  0565-41-4719　  猿投グリーンロード「加納
IC」より約10分

レクラ・ド・リール
カウンター越しにシェフの調理風景を見ながら、
フレンチのコツを学びます。実演後は、料理をみん
なで試食。家ですぐ実践できるレシピが付いてい
ます。月によって、チョークアート体験ができたり
など内容がかわるので毎回楽しめます。
　  毎月第1日曜 ※ホームページにてご確認ください 
　  11:00～14:00　  豊田市東山町1-10-12 　  
　  0565-80-3377 　  名鉄「豊田市」駅よりバスで約5分

　  10:00～17:00　   水曜(祝日の場合は翌日休)  
　  豊田市羽布町柿田15-1
　  【予約先】0565-91-1186
　  東海環状自動車道「豊田松平IC」より約30分

鮎のつかみ取りや川遊びが楽しめる人気の「お
いでん・やな」。テント広場では鮎の塩焼きや鮎
五平餅、あゆめし等の鮎料理が堪能できます。

どんぐり工房
五平餅、うどん、こんにゃく、ピザなどの
調理体験のほか、昔ながらの工芸品や木工
細工の体験もできます。

香恋の館
ドライフラワーとラベンダーポプリ
でつくる花リース、ソルトポプリ
などの香りの体験で、リフレッシュ
＆リラックス！

ウッディーラー豊田
豊田で採取した天然木のフローラル
ウォーター3種類を調合し、アロマフレグ
ランス作りに挑戦します。

手づくり工房 山遊里
こだわりの材料を使ったウインナーとロース
ハム作りに挑戦！バーベキュー場を借り
れば、作ったものをその場で焼いて食べる
こともできますよ。

ブルーベリーのこみち
4ヘクタールの農地に50種類約4,200本
のブルーベリーが育てられています。時間
制限なし＆食べ放題がウレシイ！併設の
スイーツショップで休憩もできます。

うめこう桃梨苺園
いちごや梨、桃を生産するこだわりの農園
で受賞歴も多数。いちご狩りでは、酸味が
少なくて甘い「あきひめ」を45分食べ放題！
大きい粒でとても甘いと人気です。直売所
もあり、桃や梨も購入できます。

いちご
甘ーい　　

とよたを

　  猿投グリーンロード「猿投IC」より約20分
豊田おいでんバスに乗り換え「和紙のふるさと」下車。
徒歩約4分

足助 小原

稲武 下山

豊田 豊田

豊田

豊田

下山
旭稲武

稲武

小原 足助
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とよたの祭りを

1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

いなぶ旧暦のひな祭り

 中馬のおひなさん in 足助

足助春まつり

足助夏まつり

稲武まつり

松平春まつり

挙母祭り

天下祭

猿投祭り

足助祭り

夢・彩・発見ふじおか紅葉まつり

香嵐渓もみじまつり

小原四季桜まつり

大井平公園もみじまつり

王滝渓谷もみじまつり

旭高原元気村
雪そりゲレンデ

面ノ木原生林の樹氷

ふじまつり

上中のしだれ桃の開花

豊田
おいでんまつり
（花火大会）豊田おいでんまつり

（マイタウンおいでん）

綾渡の夜念仏と盆踊

小渡夢かけ風鈴

たんころりんの夕涼み

水源桜まつり

カタクリの群生

大安寺しだれ桜まつり

とよた三河高原
アドベンチャー

とよた三河高原
アドベンチャー

稲武地区の氷瀑

旭高原元気村 雪そりゲレンデ

面ノ木原生林の樹氷

瑞龍寺しだれ桜まつり

小原歌舞伎
 五月公演

小原和紙
工房作家
工房めぐり

中田裸祭り

どーだん！
香恋の里鯉恋まつり

雪み街道いなぶ
～魅・美・見・味～

おいでん総踊り

三河湖
ウォークラリー

とよた
産業フェスタ

和紙良いフェスタ
旭やまびこ花火大会
小原夏まつり
香恋の里しもやま夏まつり

小原文化まつり
笹戸温泉じねんじょ・もみじまつり

タカドヤ湿地もみじまつり

年間イベントカレンダー

とよたの春のはじまりは、
花々の開花から。古木に咲くしだれ
桜に満開の桜、里山のしだれ桃、輝
くような新緑とたおやかな藤…花
の香りに誘われてうららかな春の
日を楽しんでください。

春

とよたの夏と言えば、「豊田
おいでんまつり」。思い思いの衣装
を着た「踊り連」が熱い踊りを披露
する「おいでん総踊り」の次の日は、
東海地区最大級の花火大会が行
われ、多くの人が訪れます。

夏 秋
猿投、足助、挙母と続く伝

統ある祭りの後は、全国的にも有名
な紅葉の名所「足助の香嵐渓」「小原
の四季桜」が見ごろに。彩り豊かな
とよたの秋は、あちこち散策が楽
しくなる季節です。

面ノ木原生林の樹氷や稲武
の氷瀑など、寒い冬だからこそ見ら
れる美しい光景をぜひ見にいきま
しょう。白銀の世界は息をのむ美
しさ。吐く息すらもきらきらと輝く
美しい世界が待っています。

冬

松平春まつり

足助春まつり

 中馬のおひなさん in 足助

稲武地区の氷瀑

※各イベントの開催時期は変更になる場合があるため事前にご確認ください。

挙母祭り

小渡夢かけ風鈴

たんころりんの
夕涼み

豊田おいでんまつり花火大会

足助祭り

猿投祭り

天下祭

ちり
ん
　

　
ちり

ん
　

イベント情報
詳しくはこちら
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とよたの温泉に

今日
はど

こに

泊ま
ろう

かな
？

今日
はど

こに

今日
はど

こに

今日
はど

こに

今日
はど

こに

今日
はど

こに

今日
はど

こに

今日
はど

こに

泊ま
ろう

泊ま
ろう

泊ま
ろう

泊ま
ろう

泊ま
ろう

かな
？

かな
？

かな
？

かな
？

かな
？

足助

●
●

●

●

豊田市美術館

豊田スタジアム

さなげアドベンチャー
フィールド

レクラ・ド・リール

とよたエコフルタウン

ORBIT
● ●●

キユーピー（株）
挙母工場

うめこう
桃梨苺園

●

●

●
石野サーキット

愛知県緑化センター
サクラとユキヤナギ

ウッディーラー豊田●
●

足助城・城跡公園

三州足助屋敷

足助の町並み
蔵の中ギャラリー マンリン書店足助八幡宮

●

矢作ダム

旭高原元気村

●

おいでん・やな

ブルーベリーの
こみち

どんぐり工房

道の駅どんぐりの里いなぶ
どんぐりの湯・どんぐり横丁

●

●
●

●リサイクル
ガラス工房
cocoro

トヨタ会館

蔵元 桝塚味噌 合資会社

野田味噌商店

●

●

●

●

●

●

王滝渓谷

松平郷館

●

●松平東照宮 高月院●
●

● ●

三州しし森社中●

ほうらいせん
吟醸工房

●

小原窯
和紙工芸館

●
●

おど観光やな
●

●

●

三河高原キャンプ村
●
26ismあさぎりトレイル

手づくり工房 山遊里
野原川観光センター

香恋の館

●

雪み街道いなぶ
～魅・美・見・味～

旭高原元気村
雪そりゲレンデ

たんころりんの
夕涼み

香嵐渓
もみじまつり

豊田おいでんまつり
挙母祭り

中馬のおひなさん in 足助

綾渡の夜念仏と
盆踊

とよた三河高原
アドベンチャー

香嵐渓

猿投祭り

小渡夢かけ風鈴

川見四季桜の里

小原文化まつり
（小原歌舞伎公演）

上中のしだれ桃
●

足助春まつり
足助祭り

天下祭
松平春まつり

稲武地区の氷瀑

面ノ木原生林 ●

大井平公園●

●

ふじまつり

小原四季桜まつり

水源桜まつり

❾

❸
❹

10

14
15

16

17

13
12

18 1920

❷

❺❻❼❽●

❶

11

温泉天国・とよたには
味わいのある温泉が

残っています。秘湯を
求めて温泉巡りも

いいですね！

猿投温泉
「医者がすすめる奇跡の
温泉」に選ばれたほどの
天然ラドン温泉が有名。
滝や湖に様々な京都庭
園や花木があり、350本
もの照明でライトアップ
される美しい庭園に癒
されます。

平畑温泉
四季桜の里、小原地区
の矢作川河畔にある
「寿楽荘」に湧く温泉。 
紅葉といっしょに四季
桜が楽しめる秋はとく
に風情があります。心
身をほぐす単純弱放射
能泉。

笹戸温泉は無色透明でと
ろみのある愛知県最古の
温泉。のんびりした後は、
鮎やしし鍋、山菜、自然薯
など自慢の季節の料理を
味わって。

四季折々の高原野菜が並ぶ
どんぐり横丁、その隣りに
は、保温効果抜群のどんぐり
の湯があります。

【どんぐりの湯】10:00～21:00
　　　　　　 （20:00受付終了、土・日曜、祝日は9:30～）
【どんぐり横丁】9:00～17:00（土・日曜、祝日は～18:00）
【どんぐりの湯】毎週木曜（祝祭日の場合は翌日）
【どんぐり横丁】4月～11月は休館日なし（冬季12月～3月は木曜（祝祭日の場合は翌日））
豊田市武節町針原22-1　　0565-82-3135
猿投グリーンロード「力石IC」より約40分

とよたは温泉が
いーっぱい！

日帰り温泉も人気！

夏焼温泉
男女ともに総檜風呂の
大浴場があり、木のぬく
もりのあふれる温泉宿。
平日ランチ￥2,000 税別
（休憩・入浴付）

旬樹庵紫翠閣とうふや
豊田市笹戸町畷7
0565-68-2331
猿投グリーンロード「枝下IC」より約20分

旅館勇屋別館

豊田市加納町馬道通21　　0565-45-6111
名鉄「豊田市」駅下車。無料巡回バスあり（毎週水曜日運行）
名鉄「浄水」駅／地下鉄「藤ヶ丘」駅下車。無料巡回バスあり（毎日運行）

ホテル金泉閣

N

道の駅どんぐりの里いなぶ
どんぐりの湯・どんぐり横丁

（休憩・入浴付）

笹戸温泉
全室、山と川に面した
純和風旅館。天然温泉
の渓流大浴場と季節の
会席料理が女性に人気
です。

豊田市笹戸町惣作8
0565-68-2654
猿投グリーンロード「枝下IC」より約20分

平畑温泉 寿楽荘
豊田市平畑町東田722　　0565-65-3611
猿投グリーンロード「枝下IC」より約30分

ホテル岡田屋
豊田市武節町田ノ洞213-2　　0565-82-2544
猿投グリーンロード「力石IC」より約40分

豊田エリア

豊田市曙町5-18
0565-28-5872

❶ ビジネスホテル こさなぎ

豊田エリア

豊田市緑ヶ丘5-11
0565-28-2797

❷ ホテル松風

豊田エリア

豊田市豊栄町1-88
0565-29-1811

❸ プラザホテル豊田

松平エリア

豊田市岩倉町一本松1-1
0565-58-3500

❹ フォレスタヒルズホテルフォレスタ

豊田エリア

豊田市喜多町1-140
0565-35-6611

❺ 名鉄トヨタホテル

豊田エリア

豊田市喜多町2-160
コモ・スクエア ウェスト
0565-31-2211

❻ ホテルトヨタキャッスル

豊田エリア

豊田市喜多町4-28
0565-34-5555

❼ 豊田プレステージホテル

豊田エリア

豊田市神明町1-30
0565-33-7337

❽ シティホテルアンティーズ

豊田エリア

豊田市加納町馬道通21
0565-45-6111

❾ ホテル金泉閣

足助エリア

豊田市足助町東貝戸10
0565-62-0100

10 百年草

旭エリア

豊田市笹戸町惣作8
0565-68-2654

12 旅館勇屋別館

旭エリア

豊田市笹戸町畷7
0565-68-2331

13 旬樹庵紫翠閣とうふや

小原エリア

豊田市榑俣町中西218
090-1077-1940

14 ファームイン「木＆木」コッコ

旭エリア

豊田市旭八幡町根山68-1
0565-68-2755

15 愛知高原国定公園
　  旭高原元気村ファミリーロッジ

稲武エリア

豊田市武節町田ノ洞213-2
0565-82-2544

16 ホテル岡田屋

稲武エリア

豊田市大野瀬町池ヶ平1-1
0565-84-1150

17 いろりの宿 亀甲苑

下山エリア

豊田市羽布町金山29
0565-90-3320

18 かじか苑

下山エリア

豊田市羽布町鬼の平1-300
0565-90-3472

19 三河路

下山エリア

豊田市羽布町腰掛17-10
0565-90-3474

20 民宿 腰掛山荘

宿泊施設のご案内
温泉に里山いっぱいの恵みが頂けるとよたのグルメなど、
とよた遊びをさらに充実させる宿泊施設をご紹介！

グルメはこちらお土産はこちら

とよたのお土産・グルメをチェック！

小原エリア

豊田市平畑町東田722
0565-65-3611

11 平畑温泉 寿楽荘

豊田

旭

小原 稲武

稲武

13

とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！とよたのお土産・グルメをチェック！



TEL.0565-85-7777　FAX.0565-85-7700
https://www.tourismtoyota.jp/

〒444-2846 豊田市小渡町七升蒔13-13（旭農林会館）
営業時間／9：00～17：00
休日／月曜日
TEL.0565-68-3653　FAX.0565-68-3654

旭観光協会　あさひ観光案内所 

WEB BLOG

〒444-3242 豊田市大沼町越田和37-1
営業時間／8：30～17：00
休日／土・日曜日、祝日
TEL.0565-90-2530　FAX.0565-90-2530

香恋の里しもやま観光協会

WEB

〒441-2522 豊田市武節町針原4-1
営業時間／（夏季3月～11月）9：00～17：00
　　　　　（冬季12月～2月）9：30～16：30
休日／12月29日～1月3日
TEL.0565-83-3200　FAX.0565-82-3777

いなぶ観光協会

WEB

〒444-2216　豊田市九久平町簗場64
営業時間／9：00～16：00
休日／不定休
TEL.0565-77-8089　FAX.0565-77-8089

松平観光協会

WEB BLOG

〒470-0531 豊田市小原町上平441-1
営業時間／9：00～16：00
休日／土・日曜日、祝日
TEL.0565-65-3808　FAX.0565-66-0015

小原観光協会

WEB

WEB

〒471-００３４ 豊田市小坂本町1丁目25番地 豊田商工会議所1階

Instagramで
見つけよう！

豊田の新たな魅力発見！
https://www.instagram.com/tourismtoyota/

https://www.tourismtoyota.jp/
豊田の観光情報がぎゅっと詰まってます！

ツーリズムとよた

宿泊の
情報は
こちら

グルメの
情報は
こちら

お土産の
情報は
こちら

詳しくはこちら

ファンクラブ会員でもっと便利に！

公式LINEに
友だち登録しよう！

https://line.me/R/ti/p/5F4FhVtU3e

Facebookで
つながろう！

旬の情報配信中！
https://www.facebook.com/tourismtoyota/

〒444-2424 豊田市足助町宮平34-1
営業時間／8：30～17：15
休日／木曜日
TEL.0565-62-1272　FAX.0565-62-0424

豊田市 足助観光協会

〒470-0451 豊田市藤岡飯野町田中245
営業時間／8：30～17：15
休日／土・日曜日、祝日
TEL.0565-76-6108　FAX.0565-76-0205

藤岡観光協会

WEB BLOG

WEB

公共交通機関でお越しの場合は

「とよたおいでんバス」
の利用が便利です。

http://michinavitoyota.jp/

Googleマップ検索もできるように
なります！

（2019年4月予定）

Tokyo

東 京

Toyota
豊 田

Okazaki

岡 崎

Nagano

長 野

Kozoji

高蔵寺

Nagoya

名古屋Osaka

大 阪

Kanazawa
金 沢

米原JCT
Maibara

小牧JCT
Komaki

土岐JCT
Toki

岡谷JCT
Okaya

美濃関JCT
Mino-Seki

一宮JCT
Ichinomiya

草津JCT
Kusatsu

関JCT
Seki

亀山JCT
Kameyama

四日市JCT
Yokkaichi

豊田東JCT
Toyota-higashi

豊田JCT
Toyota

御殿場JCT
Gotenba

北陸自動車道
Hokuriku Expwy 長野自動車道

Nagano Expwy

JR東海道新幹線
大阪-名古屋 約50分
JR Tokaido Shinkansen
Osaka-Nagoya ~50 min.

JR中央本線
JR Chuo Main Line

JR中央本線
JR Chuo Main Line

JR東海道新幹線 名古屋-東京 約100分 JR Tokaido Shinkansen Nagoya-Tokyo ~100 min.

新名神高速道路
Shin-Meishin Expwy

名神高速道路
Meishin Expwy

名阪国道
Meihan Expwy 中央自動車道

Chuo Expwy東名阪自動車道
Higashi-Meihan Expwy

東名高速道路
Tomei Expwy

東名高速道路
Tomei Expwy

地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線 約50分
Subway Tsurumai Line and

Meitetsu Toyota Line ~50 min.

愛知環状鉄道 約30分
Aichi Loop Line ~30 min.

愛知環状鉄道
約30分
Aichi Loop Line
~30 min.

名鉄名古屋本線・名鉄三河線 約55分
Meitetsu Nagoya Line and Meitetsu Mikawa Line ~55 min.

伊勢湾岸自動車道
Isewangan Expwy

新東名高速道路 Shin-Tomei Expwy

東名高速道路 Tomei Expwy

東名高速道路 Tomei Expwy

東海環状自動車道
Tokai-Kanjo Expwy

東海環状自動車道
Tokai-Kanjo Expwy

東海北陸自動車道
Tokai-Hokuriku Expwy

名神高速道路
Meishin Expwy

中央自動車道
Chuo Expwy

中央自動車道
Chuo Expwy

東京IC  約240分    豊田IC
東名高速道路

 Tomei Expwy Tokyo IC ~240 min. Toyota IC

 Meishin Expwy Tomei Expwy Suita IC ~160 min. Toyota IC

 Hokuriku Expwy Meishin Expwy Tomei Expwy   
Kanazawa-Nishi IC ~200 min. Toyota IC

吹田IC  約160分   豊田IC

金沢西IC  約200分   豊田IC

名神高速道路 東名高速道路

名神高速道路北陸自動車道 東名高速道路

Highway
Information

From Tokyo

From Osaka

From Kanazawa

東 京

大 阪

金 沢

高速道路の
ご案内

ひと・もの・しぜん つながるとよた

Toyota City

Toyotabi Handbo
ok

豊田市




