
団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

佐布里(そうり)池周辺には、愛知県内一の２５種類約６，
０００本の梅が植えられており、２月中旬から３月中旬ま
で佐布里池梅まつりが開催されます。
「早咲き」から「遅咲き」まで、知多市指定天然記念物「佐
布里梅」をはじめとした約２５種類の梅と、特色的な公園
を梅まつり限定の観梅ガイドが案内します。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３０名
＊１０名を超える場合は、班分けをして実施

開催日時
梅まつり期間中(２月中旬～３月中旬 10時～15時)
開始時間は応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

原則ガイド内容に満足いただけるよう10名を超える場合
については複数人のガイドで対応させていただきますが
ガイドの都合によって対応できない場合がございますの
でご了承ください。

問い合わせ先

佐布里池梅まつり実行委員会（知多市商工振興課内）
愛知県知多市緑町１番地
TEL 0562－36－2664 FAX 0562－32－1010
E-MAIL : shoukou@city.chita.lg.jp

【佐布里緑と花のふれあい公園】愛知県内一‼佐布里池梅まつり特別ガイドツアー

愛知県内一の佐布里池梅林でひとあし早い春を見つけませんか

入園料 無料

開園時間 午前9時～午後5時

休園日 毎週月曜日（月曜日が祝日
のときはその翌平日）
年末年始（12月28日～1月4
日）
※梅まつり期間中は無休

駐車場
（大型バス）

３台
（駐車料金無料・事前申込）

期間中はステージイベントや朝市が開催され、飲食コーナー、土産物コーナー
などがあり、多くの人で賑わいます。

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

知多市に所在する大草城跡は、織田信長の弟・織田長
益（のちの有楽斉）によって築城されたものの、途中で廃
城となった“未完の城”として知られています。工事が完
了していた堀や土塁などの多くが良好な状態で400年以
上経った現在まで残り、大草公園として整備されていま
す。本企画では、知多市歴史民俗博物館学芸員の解説
付きで、城跡を散策します。

所要時間 ５０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大４０名

開催日時 応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 開催日７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 なし

大型バス駐車場 なし ※隣接の寺院駐車場利用（可）

注意事項
階段や未舗装の遊歩道を歩きます。
担当学芸員の都合により、ご希望の日時での実施がで
きない場合があります。

問い合わせ先
知多市歴史民俗博物館
愛知県知多市緑町１２-２
TEL 0562-33-1571 FAX 0562-33-3424

“未完の城”「大草城跡」を学芸員が案内

天守閣風の展望台から
伊勢湾を眺めた後は、
堀や土塁を歩き回って
現代に残る城跡を満喫
できます。

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

知多市指定史跡「七曲古窯址」は、12～13世紀に茶碗
や壺などのやきものを生産していた遺跡で、２基の窯跡
がフェンスで囲われて一般公開されています。本企画で
は、知多市歴史民俗博物館学芸員の説明付きで、フェン
スの中に入り見学いただきます。

所要時間 ３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大５０名

開催日時 応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 開催日７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 なし

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
担当学芸員の都合により、ご希望の日時での実施がで
きない場合があります。

問い合わせ先
知多市歴史民俗博物館
愛知県知多市緑町１２-２
TEL 0562-33-1571 FAX 0562-33-3424

【知多市指定史跡「七曲古窯址」】学芸員が案内

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

「常滑焼」の歴
史を学ぶことが
できます。

知多半島内で数千基
が作られたと言われ
る中世の窯の中でも、
状態が良く、七曲公
園内に位置するので
アクセスも良好です。

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

知多市歴史民俗博物館では、江戸時代から現代まで
のひな人形を展示する「ひなまつり展」や、郷土の画家
の作品を展示する美術展など、様々なジャンルの展覧会
を年間７回程度開催しています。
本企画では、博物館学芸員が展覧会をご案内します。

所要時間 ３０分～１時間

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１０名～最大５０名
（ただし、感染症拡大防止のため、令和４年９月時点で
最大人数を20名に制限しています。）

開催日時 応相談

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 開催日７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 なし

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
担当学芸員の都合により、ご希望の日時での実施がで
きない場合があります。

問い合わせ先
知多市歴史民俗博物館
愛知県知多市緑町１２-２
TEL 0562-33-1571 FAX 0562-33-3424

【知多市歴史民俗博物館】展覧会を学芸員が案内

◀豪華絢爛なひな
人形が並ぶ 「ひなまつり展」

▶郷土にゆかりのある
画家の作品を紹介する
美術展

◀常設展示の案内も可
（常設展示打瀬船「藤井丸」）

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

知多木綿の生産地・集積地で栄えた街です。ゆるやかな
カーブが続く坂道に、当時の姿のままの歴史が息づく街
並みが残っています。知多木綿の繁栄をしのばせる建
物や蔵、心おどらせる小道・抜け道、由緒ある神社やお
寺、老舗料亭、手織り体験施設、お土産のあられやせん
べいなど、岡田には魅力的なものが沢山あります。

所要時間 ６０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３０名

開催日時
９時～1６時
時間外は応相談

価格 1人当たり１００円

販売手数料 なし

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 お立ち寄りを条件に『おかき屋辰心』を利用ください。

注意事項

１０名を超える場合は、班分けをして案内させていただく
場合がございます。
申込は、専用の申込用紙にて当協会まで申し込みくださ
い。

問い合わせ先
知多市観光協会
愛知県知多市岡田字段戸坊５番地
TEL 0562ｰ51ｰ5637 FAX 0562-51-7456

【岡田レトロ散歩】ノスタルジックな木綿の街を散策 ガイドツアー

大正時代に建てられた「なまこ壁」と100年以上前に建てられた「現役の郵便局』

ノスタルジックな街並み

明治後期に建てられた木綿蔵
現在は機織り体験や製品販売工房

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

「知多四国霊場開山の地」である妙楽寺を含む、古見、
岡田、佐布里、寺本の４つの里にある10ヶ所の弘法大使
霊場（十弘法）をめぐることが出来ます。
参拝の途中では、四季折々の風景を楽しむことも出来ま
す。
知多四国霊場８８ヶ所の手はじめに、ご参拝ください。

所要時間 ５時間（徒歩の場合）

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大３０名

開催日時 指定なし

価格 無料

販売手数料 なし

予約締切日 ７日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項

専用集印帳の表紙は、知多木綿を使ったオリジナルのも
ので、1冊 １，５００円税込
専用集印帳は、知多市観光協会及び、主な寺院（妙楽
寺、慈雲寺、正法院）で販売しています。

問い合わせ先

知多市観光協会
愛知県知多市岡田字段戸坊５番地
TEL 0562-51-5637 FAX 0562-51-7456

【知多四国霊場開山の地】知多市《十弘法》めぐり

【参拝モデルルート】 全長約１０ｋｍ

古見駅・・・妙楽寺・・・福生寺・・・慈雲寺・・・正法院・・・密厳寺・・・

・・・誕生堂・・・如意寺・・・浄蓮寺・・・栖光院・・・龍蔵寺・・・寺本駅

▲知多四国霊場開山所 妙楽寺
弘法大師と亮山和尚像

▲参拝風景

▲散策マップ＆専用集印帳

とこうぼう

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

大智院は、安政年間、盲目の老翁が身代り大師に一心
におすがりしたところ、目が見えるようになり、大師に自
分の眼鏡を残したことから「めがね弘法」と呼ばれていま
す。その「大智院」の住職による法話を聴聞することがで
きます。

所要時間 ４５分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小２０名～最大４０名

開催日時 指定なし

価格
１０，０００円～
＊人数によって変動します。お問合せください。

販売手数料 なし

予約締切日 １０日前まで

キャンセル規程 なし

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり

注意事項 住職が不在の場合もあるため、事前予約（要）

問い合わせ先

大智院
愛知県知多市南粕谷本町１－１９６
TEL 0569-42-0909

めがねを掛けた身代り大師知多四国霊場７１番札所 大智院

境内には、眼鏡やコンタクトを供
養する眼鏡塚や金照堂薬房では先

見飴目薬も販売しています。

【大智院】眼鏡をかけた「めがね弘法」大智院住職による法話

【その他の体験案内】

法話の他にも、お経や仏様を書き写す修行『写経・写仏』や座り
方・呼吸の整え方の基本からストレス解消法の一端を体験する
『瞑想(坐禅)』も行えます。

【写経・写仏】５名～１５名まで、お一人1,000円 所要６０分

【瞑想(坐禅)】５名～１５名まで、お一人1,000円 所要６０分

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

可能

企画・
商品内容

坐禅体験では、日々の雑踏から心を落ち着かせる贅沢
な時間を得られるはず。だるまの絵馬・御朱印と、ここで
しかもらえない“体験証書”をプレゼントいたします。
坐禅体験は客層に合わせた対応が可能です。
その他、祈祷・写経・法話・団体研修の受け入れも可能
です。（別途、だるまの購入も可能）

所要時間 60分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小１０名～最大６０名

開催日時
営業／平日10:00～16:00

休日13:00～16:00

価格
3,500円（税込）

販売手数料 10％

予約締切日
7日前まで
※急遽、葬儀等でお断りする場合がありますので
ご了承ください。

キャンセル規程 3日前から50％、前日から100％

大型バス あり

注意事項
・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当面
の間、30名に限定しております。

問い合わせ先
龍雲山 大興寺
愛知県知多市大興寺落田52
TEL 0569-42-0702 FAX 0569-43-7440

【近隣の観光案内】

▲旭公園 車で約5分
▲新舞子マリンパーク 車で約10分

▲大興寺

▲だるま絵馬 ▲坐禅

【大興寺】知多のだるま寺で坐禅体験（団体プラン）0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

江戸時代から「知多木綿」の特産地として栄えた岡田地
区。当時の姿を色濃く残した土蔵や黒板塀が立ち並び、
趣のある風景が今も残る街並です。この街並の一角に
ある木綿蔵・ちたは、伝統的な手織り木綿を体験できる
施設です。
「木綿蔵・ちた」での特別機織り体験（綿繰り体験⇒機織
り体験（コースター））のセットになります。
体験いただいた方には、（知多木綿のグッズ）ちょっぴり
プレゼントを進呈

所要時間 ９０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少１名～最大５名

開催日時
営業／10：00～16：00
定休／月曜～水曜日 年末・年始

価格 １名につき２，０００円

販売手数料 ２０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
５名を超える場合は、班分けをして実施可能
事前にご相談ください。

問い合わせ先
木綿蔵ちた
愛知県知多市岡田字中谷９
TEL 0562-56-4722 FAX 0562-56-4722

【木綿蔵・ちた】綿繰りからの特別機織り体験ツアー

▲木綿蔵・ちたのスタッフが丁寧に教えます。

▲作成したコースター

【近隣の観光案内】

▲街並ガイドによる岡田の街並み散策（約１時間）
▲知多木綿アンテナショップ４７８
▲クラフトビール工場見学

▲木綿蔵・ちた

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

江戸時代から知多木綿の特産地であった知多市岡田
にある、大正ロマンを感じる古民家「雅休邸」で、知多木
綿の糸を使用して糸掛け曼荼羅づくりをします。優しい色
合いの糸を使って仕上げる作品は、涼しげなインテリア
として最適です。一定のリズムで糸をかけ続けることで、
頭の中がスッキリし、心が涼やかに落ち着きます。

所要時間 1時間３０分程度

最少・最大受入れ人数
最少人数：３名
最大人数：３０名

開催日時
要予約、応相談
10：00～12：00、13：00～15：00の1時間30分程度

価格 大人２，０００円

販売手数料 １５％

予約締切日 ３日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％ 前日から１００％

注意事項
・雅休邸の利用状況により、希望に添えない場合が
あります。

問い合わせ先
ヒーリングサロンmarjoram
愛知県知多市岡田緑が丘3-16
TEL 0562-77-3124

【岡田雅休邸】知多木綿で糸掛け曼荼羅

数を数えて糸を引っかけていくだけで、簡単に作品を作り上げることができます。

ゆったりした時間が感じられる
岡田の古い街並み。

雅休邸は、国登録文化財の建物で、
レトロな空間に癒されます。

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否 可能（当面の間、最大受入れ可能人数を10名に限定）

企画・
商品内容

日展など様々入選実績のある佐藤明美先生に楽しく教
わりながらガラス工芸の体験ができます。知多市ならで
はの梅をモチーフにした模様の他にたくさんのイラストか
らお好みのデザインを選択できます。

所要時間
サンドブラスト：60分
ステンドグラス小物入れ：90分
風鈴作り：60分 ※1名ずつ交代での作業になります

最少催行人数
最大受入れ可能人数

サンドブラスト：最小1名～最大40名
ステンドグラス小物入れ：最小1名～最大40名
吹きガラスで作る風鈴作り：最小1名～最大3名

開催日時

営業／10:00～16:00
サンドブラスト：毎週月曜定休日
ステンドグラス小物入れ：毎週月曜定休日
風鈴作り：毎週水・木定休日
※ただし佐藤先生が不在の可能性がある為、出勤の
確認する必要あり。

価格
（1名につき）

サンドブラスト：2,000円（税込）
ステンドグラス小物入れ：3,000円（税込）
風鈴作り：5,500円（税込）

販売手数料 10％

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程
サンドブラスト：当日キャンセル無料
ステンドグラス小物入れ：当日キャンセル無料
風鈴作り：当日100％

大型バス駐車場 あり

注意事項

・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当面
の間、最大受入れ可能人数を10名に限定しております。
・非接触体温計で計らさせていただきます。37.5度以上
の方は、受入れ出来ない事が有りますのでご了承下さ
い。

問い合わせ先
アーティストショップA&MO2
愛知県知多市八幡勘右エ門沢93
TEL 0562-34-1811 FAX 0562-35-4477

【その他体験教室】 ※要予約

▲とんぼ玉体験
▲ガラスアクセサリー体験

【アーティストショップA&MO2】
日本美術展覧会に入選された講師が教えるガラス工芸体験

▲サンドブラスト

▲風鈴作り体験

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

知多市で四代にわたって続く店主の杉江さんアドバイス
のもと、本格的に畳に触れ合うことができます。畳表と
畳へりまでお客様の好きなように選ぶことができ、オリジ
ナルの写真入れを作ることができます。
その他、へりで作った小物やバッグ等のお土産も購入で
きます。
写真立てのサイズ： 20cm×17cm

所要時間 30分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最小2名～最大6名

開催日時
営業／平日・土：9:00～17:00
定休／日・祝日

価格 1名につき1,500円（税込）

販売手数料 20％

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 3日前から50％、前日から100％

大型バス駐車場 なし

注意事項
出張体験も可能
会場予約の関係もあるため、詳しくはお問合せください。

問い合わせ先
杉江畳店
愛知県知多市新知字大内３番地
TEL/FAX 0562-55-3623

【近隣観光案内】

▲妙楽寺 徒歩1分
名鉄常滑線古見駅より徒歩1分

【杉江畳店】老舗の畳店であなただけのミニ畳作り

▲写真入れ

▲畳のへりもお好きに選べます
知多市公認キャラクターである梅子柄の
へりもご用意されています

▲畳表まで選べます

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可能

可能

企画・
商品内容

江戸時代から「知多木綿」の特産地として栄えた岡田地
区。当時の姿を色濃く残した土蔵や黒板塀が立ち並び、
伝統的な手織り木綿を体験できる施設や、趣のある風
景が今も残っています。この街並みの一角に、築１００年
以上の古民家をリノベーションした小規模ブルワリー
『OKD KOMINKA BREWING』にてクラフトビール醸造家
自らが説明する工場見学（お土産付き）です。

所要時間 ３０分

最少催行人数
最大受入れ可能人数

最少2名～最大30名
＊１０名を超える場合は、班分けをして実施
＊３０名を超える場合は、ご相談ください。

開催日時
営業／9：00～10：00・14:30～17:00
定休／月・火・水 年末・年始

価格 １名につき５，０００円

販売手数料 ２０％

予約締切日 １４日前まで

キャンセル規程 ７日前から５０％、前日から１００％

添乗員 無料

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・お土産はクラフトビール３種類３本＋知多木綿のバッグ
になります。

問い合わせ先
OKD KOMINKA BREWING
愛知県知多市岡田字中谷４
TEL 0562-85-1360

【OKD KOMINKA BREWING】ビール好きにはたまらない？！
クラフトビール工場見学ツアー（お土産付き）

▲醸造家自らこだわりを語ります。

▲OKD KOMINKA BREWING醸造家
新美泰樹さん

▲お土産（クラフトビール３種類）
３本セット＋（知多木綿のバッグ付）

【近隣の観光案内】

▲ボランティアガイドによる岡田の街並み散策（約１時間）
▲木綿蔵・ちた（機織り体験も出来ます）
▲知多木綿アンテナショップ４７８

0-00 知多
（知多市）



団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

トレードマークの2基の風車が見える知多市の新舞子海
岸で、マリンスポーツ体験をしてみませんか？
初心者の方も大歓迎です。

所要時間 １時間３０分 ～

最少・最大受入れ人数
最少人数： ３人
最大人数： ８人

開催日時
要予約・応相談
午前中の1時間30分程度

価格 大人 ５，５００ 円 （税別） ～

販売手数料 １０％

予約締切日 １週間前

キャンセル規程 １週間前まで無料 3日前まで50％、当日まで100％

注意事項
・水着はご持参ください。
・ウェットスーツは別途レンタルできます。

問い合わせ先

サーフ＆ウィンドショップ エアーボーン新舞子
愛知県知多市新舞子大瀬7
TEL 0569-43-7555
E-mail info@airborn.co.jp

【エアーボーン新舞子】ＳＵＰ体験

対岸の新舞子マリンパーク
では、サンセットビーチ（海
水浴場）や魚釣り施設、
バーベキュー場もあって、
一日中楽しめます。

0-00 知多
（知多市）



【ウインドスペース】ＳＵＰ体験

団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

ボードに立って海上ツーリングをする、非日常体験を味
わえます。
SUP（サップ）に乗って海の上での解放感やエクササイズ
効果。又海で遊ぶ為の安全知識やマナーなども学びま
す。

所要時間 2時間

最少・最大受入れ人数 最少1名～最大10名

開催日時
4月～１１月の定休日以外は毎日可能 要予約
朝10時～12時

価格 大人5.500円 ～

販売手数料 １０％

予約締切日 3日前

キャンセル規程 一週間前まで無料 3日前から５０％、当日１００％

注意事項
〔持ち物〕 水着、マリンシューズ

（レンタルブーツ ５００円）
ウエットスーツレンタル無料

問い合わせ先

ウインドサーフィン＆サップショップ ウインドスペー
ス
愛知県知多市新舞子字郷戸96-1
TEL 0569-43-5295 FAX 0569-43-4044

0-00 知多
（知多市）



内 容

毎年1７万人が訪れる『佐布里池梅まつり』会場の『梅の
館』から車で4分。

四季折々の食材を使い料理長が腕をふるう和食で特別
な日を彩ります。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

テーブル３０席
座敷３０席

営業時間
ランチ／１１：００～１４：００（１３：３０ラストオーダー）
夕食／１７：３０～２１：００（２０：００ラストオーダー）

定休日 水曜日

団体向けメニュー
・ランチメニュー『梅心弁当』 １，６００円
・他のメニューについてはご相談ください。

販売手数料 １０％

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 ７日前から２０％、３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（１，０００円）あり

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・価格は全て税別です。
・メニューに関してはご相談ください。

問い合わせ先
和食梅心(わしょく うめごころ)
愛知県知多市にしの台2-2706
TEL 0562-55-7575 FAX 0562-55-7575

【和食梅心】ランチメニュー『梅心弁当』 他

ランチメニュー
『梅心弁当』

店舗外観 →

店舗内観 ↓

0-00 知多
（知多市）



内 容
お米・海苔にこだわった食事。
本当に美味しい日本の食事を、ゆったりとした古民家で
心いくまでご賞味ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

６０名
座敷３６席(掘りごたつ)、テーブル２４席

営業時間 11：00～15：00 ラストオーダー14：00

定休日
毎週月曜・火曜・水曜 ※月曜日が祝日の場合は営業
ツアー日程が定休日の場合は応相談

団体向けメニュー

・岡田の祭りめし(押し寿司)セット (１，８００円税込)
・お米にこだわった日替わりわくわくセット

(１，３８０円税込)
・お米とお海苔にこだわったおにぎりセット

(１，２３０円税込)
※ドリンク・デザート付き
※内容・料金はご相談ください。

販売手数料 要相談

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニューあり。ご相談ください。(500円～)

大型バス駐車場 あり（おかき屋辰心本店の駐車場をご利用ください）

注意事項
・おかき屋辰心本店より徒歩１分
・メニューに関してはご相談ください。

問い合わせ先
お食事処 範丈亭
愛知県知多市岡田字中谷４番地
TEL 0562-85-1360 FAX 0562-85-1360

【お食事処範丈亭】岡田の祭りめし（押し寿司）セット 他

※写真はイメージです

0-00 知多
（知多市）



内 容

昭和42年創業のじろきん。創業当時の店舗は知多市
八幡本通りにあり、10坪の寿司屋からのスタートでした。
創業以来変わらず守り続けてきた秘伝のタレでこの地方
独特の焼き方(地焼き)で仕上げる活鰻を使ったうなぎ料
理の数々。開店以来守り続けているじろきん自信作のか
に散らし。じろきんが自信を持ってお奨めする特選和牛
など、各専門店の職人こだわりの品々を取り揃えました。
繊細にして豪快。和食でほっと和むひとときを。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

１Fテーブル 席２０席、座敷１０席、座敷(掘炬燵)２０席
２Fテーブル 席６０席、座敷(掘炬燵)１０席

営業時間
ランチ／１１：３０～１４：００
夕食／１６：３０～２１：００

定休日 不定休

団体向けメニュー
・ツアー限定『知多の押し寿司膳』 １，６５０円（税込）
・会席料理もご対応いたします。
・他メニューについてはご相談ください。

販売手数料 １０％

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 ７日前から２０％、３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニューあり ※ご相談ください。

大型バス駐車場 あり（要予約）

注意事項
・・メニューに関してはご相談ください。
・https://www.jirokin.net/ 「知多市 じろきん」で検索

問い合わせ先
じろきん
愛知県知多市朝倉町299
TEL 0562-32-0111 FAX 0562-33-3591

【すし・うなぎ・ステーキじろきん】知多の押し寿司膳 など

フリースペース
（画像などを使い魅力的に作成してください）

※写真はイメージです

0-00 知多
（知多市）

https://www.jirokin.net/


団体（30名以上）
受入れ可否

不可

企画・
商品内容

佐布里緑と花のふれあい公園にある資材を使ったクラフ
ト体験と市指定天然記念物「佐布里梅」を使用したス
イーツをご試食いただけます。
体験内容は、お客様のご要望に合わせてアレンジするこ
とも可能です。

所要時間 １時間～

最少催行人数
最大受入れ可能人数

各体験最少２名～最大２０名

開催日時
営業／9：00～17：00
定休／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）

価格 １名につき1,500円～

販売手数料 10％

予約締切日 7日前まで

キャンセル規程 7日前から100％（予約締切後）

大型バス駐車場 あり

注意事項

・人数によっては複数班で対応することになります。また、
材料の数に限りがございますので、材料が異なる場合も
ございます。詳しくは、お問合せください。
・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当面
の間、最大受入れ可能人数を10名に限定しております。

問い合わせ先
佐布里緑と花のふれあい公園 梅の館
愛知県知多市佐布里台3-101
TEL 0562-54-2911 FAX 0562-56-6969

【佐布里緑と花のふれあい公園】
クラフト体験（佐布里梅を使ったスイーツの試食付き）

▲佐布里緑と花のふれあい公園

▲梅スイーツ

【その他の開催講座】

▲料理講座
（料理：毎週火・金・土曜日10:00～13:00 ＠1,200円～）

▲園芸講座（不定期10:00～12:00 料金要問合せ）
▲自然観察・体験（不定期 料金要問合せ）

▲佐布里梅

▲クラフト体験

0-00 知多
（知多市）



内 容

伊勢湾に面した創業６０年の和食をメインにしたお店で
す。
麺類・洋食もの等各種取り扱っておりますので、是非ご
利用ください。

団体受入れ可能人数
（客席構成）

９０名
座敷６０席、テーブル３０席

営業時間
ランチ／１１：００～１４：３０
夕 食／１６：３０～２２：００ （２１：００ラストオーダー）
※土曜、日曜、祝日は１１：００～２２：００

定休日 水曜日

団体向けメニュー
１，１００円～
予算に応じて対応いたします。

販売手数料 １０％

予約締切日 ツアー募集開始前に要連絡

キャンセル規程 ３日前から５０％、当日１００％

添乗員 別メニュー（５５０円）あり

大型バス駐車場 あり （要予約）

注意事項
価格は税込です。
メニューの金額、内容等ご相談ください。

問い合わせ先
御食事処 いちべ
愛知県知多市大草字四方田８８
TEL ０５６９－４２－２２２８ FAX ０５６９－４２－２２３３

知多
（知多市）0-00 【御食事処 いちべ】

※食事場所のフォーマット

綴じ代となるので、下の方は空けておいてください。

店舗外観 店舗内観

※写真はイメージです
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