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名古屋港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

なごやめし  
  

日本全国で人気の“なごやめし”。名古屋独特の食文化の総称です。うなぎを自分好みにアレンジしながら楽しむ“ひつま

ぶし”。鳥の“手羽先”はスパイシーで甘辛い味付けがビールにぴったり。ほかにも、甘い味噌ダレがクセになる”味噌カ

ツ”、一口サイズでかわいいと話題の“天むす”、喫茶店のお得な“モーニング”、あっさりとした麺の“きしめん”など、た

くさんある“なごやめし”を、本場・名古屋でぜひご賞味ください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

名古屋めし普及促進協議会 
http://nagoya-meshi.jp/ 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー】 

電話番号:052-202-1680 

ホームページ:https://www.nagoya-info.jp 

 

ひつまぶし  
  

なごやめしの中でも非常に人気のある“ひつまぶし”。一見うな丼やうな重と似ているように見えますが、特徴的なのはそ

の食べ方です。細かく刻んだ鰻と熱々のご飯が１人分ずつおひつに入って提供されます。1 回目はそのままうなぎの香ばし

さを味わいながら、2 回目はわさび・のり・ネギなど薬味と一緒に食べましょう。3 回目はお出汁を入れてお茶漬けにして

さらさらと。遊び心たっぷりの、名古屋独特の食べ方をご賞味ください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

名古屋めし普及促進協議会 
http://nagoya-meshi.jp/ 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー】 

電話番号:052-202-1680 

ホームページ: https://www.nagoya-info.jp 

 

手羽先  
  

子どもから大人まで人気のなごやめし、“手羽先”。ベースはカラッと揚げられた、ジューシーな鳥の手羽先。醤油ベースの

癖になる甘辛い味や、胡椒が効いたスパイシーな味など、各店が競って工夫を凝らして味付けをしています。どのお店の手

羽先も、お酒にぴったりなのが特徴です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー】 

電話番号:052-202-1680 

ホームページ: https://www.nagoya-info.jp 

http://nagoya-meshi.jp/
https://www.nagoya-info.jp/
https://www.nagoya-info.jp/
http://nagoya-meshi.jp/
https://www.nagoya-info.jp/
https://www-nagoya-info.jp/
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- 2 - 

名古屋港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

栄エリア  
  

日本有数の繁華街である栄は、名古屋港ガーデンふ頭から地下鉄一本で行ける便利な立地にあります。南北に広がる緑豊か

な久屋大通公園を中心に、デパート、地下街ショッピングモール、レストラン等の店舗が立ち並びます。2020 年 9 月には

日本で最初に建てられた集約電波塔であり名古屋のシンボルである名古屋テレビ塔が「MIRAI TOWER」として生まれ変わ

り、カフェやホテル、視覚効果を駆使した新感覚の眺望、屋外階段等が楽しめるようになりました。 

  
  

所在地・開催地  

アクセス 
個人:電車で名古屋市営地下鉄東山線・名城線 栄駅・久屋
大通駅下車すぐ(港より 10km) 

季節 通年 季節 通年 

関連リンク 

名古屋テレビ塔 

http://www.nagoya-tv-tower.co.jp 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 

https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【名古屋テレビ塔】 

電話番号:052-971-8546 

ホームページ: http://www.nagoya-tv-tower.co.jp 

 

大須エリア  
  

大須観音を中心に広がる”大須商店街”は、1,200 もの店が立ち並ぶ、活気あふれる商店街です。ローカルグルメの食べ歩

きができる店や、掘り出し物一杯の古着屋・雑貨屋、アニメ・漫画などサブカルチャー関連のショップ、呉服店、和菓子店、

ブラジル・ベトナムなど異国情緒のある店などが立ち並ぶ、ユニークなエリアです。 

  
 

 

所在地・開催地 名古屋市中区大須  

アクセス 
個人:電車で名古屋市営地下鉄 鶴舞線大須観音駅、名城線
上前津駅下車すぐ(港より 9km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に有 

関連リンク 

大須商店街 
https://osu-gottani.jp/?lang=ja 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー】 

電話番号:052-202-1680 

ホームページ: https://www.nagoya-info.jp 

 

名古屋城  
  

 
名古屋城は 1612 年に徳川家康の命令によって建設されました。日本最大級の天守閣と、天守閣の屋根にある 2 つの「金し
ゃち」が特徴であり、金しゃちは名古屋の象徴にもなっています。名古屋城の一角をしめる本丸御殿は、尾張藩主の住居か
つ藩の政庁として 1615 年（慶長 20 年）に完成。1945 年の空襲により焼失しましたが、2009 年から開始した復元工事が 2018
年に終え、完成公開をしております。約 400 年の時を経て、江戸時代の先端技術が忠実に復元された近世城郭御殿が蘇りま
した。 
 
 
  

 

 

所在地・開催地 〒460-0031 名古屋市中区本丸 1-1  

アクセス 
個人:電車で市営地下鉄 名城線 市役所駅 下車徒歩5分
(港より 12km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

28 台 

関連リンク 

名古屋城 
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/ 
名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【名古屋城】 

電話番号:052-231-1700 l メールアドレス: nagoyajo@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp 

ホームページ: https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp 

https://www.nagoya-info.jp/
https://osu-gottani.jp/?lang=ja
https://www.nagoya-info.jp/
https://www-nagoya-info.jp/
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/
https://www.nagoya-info.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.1683522,136.9087409,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.1598092,136.9039327,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.1840155,136.9003511,17z
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名古屋港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

名古屋港水族館  
  

名古屋港水族館は、都市型の大規模水族館です。シャチを始め約 500 種 50000 匹のさまざまな水族が皆様をお待ちしてい

ます。日本最大のプールで行うイルカパフォーマンスは迫力満点。動物の暮らしやすい環境を整え、シャチ、ウミガメそし

てペンギンなどの繁殖にも成功しています。四季を問わず楽しめる施設です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒455-0033 愛知県名古屋市港区港町 1-3  

アクセス ガーデンふ頭岸壁より徒歩 5 分(岸壁から 400ｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

23 台 

関連リンク 
名古屋港水族館 
https://nagoyaaqua.jp/ 

お問合せ【名古屋港水族館】 

電話番号:052-654-7080 

ホームページ: https://nagoyaaqua.jp/ 

 

リニア・鉄道館  
  

東海道新幹線を中心に、在来線から超電導リニアまで、実物の車両展示を通じて、「高速鉄道技術の進歩」を紹介していま

す。 

精緻な鉄道ジオラマや新幹線の運転シミュレータなどもあり、鉄道のしくみや発展の歴史を楽しみながら学ぶことができま

す。 

  
 

 

所在地・開催地 〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭 3-2-2  

アクセス 金城ふ頭岸壁より徒歩 15 分(岸壁から 1km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に有 

関連リンク 

リニア・鉄道館 
https://museum.jr-central.co.jp/ 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【リニア・鉄道館】 

電話番号:052-389-6100 

ホームページ: https://museum.jr-central.co.jp/ 

 

 

ノリタケの森  
  

世界的に有名な陶磁器メーカーである”ノリタケ”が、創立 100 周年を記念し開館しました。大変美しく繊細なノリタケの

食器が飾られているミュージアムでは、創業時期の貴重なカップや皿を間近で見ることができます。クラフトセンターでは

職人が実際に陶磁器を作っている場面を、流れに沿って見学できます。絵付け体験や、お土産購入にぴったりなアウトレッ

トショップもあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒451-8501 名古屋市西区則武新町 3-1-36  

アクセス 
個人:電車で名古屋市営地下鉄 東山線 「亀島」駅下車 

徒歩 5 分(港より 12km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6 台 

関連リンク 

ノリタケの森 
https://www.noritake.co.jp/mori/ 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【ノリタケの森】 

電話番号:052-561-7114 

ホームページ:https://www.noritake.co.jp/mori/ 

https://museum.jr-central.co.jp/
https://www.nagoya-info.jp/
https://museum.jr-central.co.jp/
https://www.noritake.co.jp/mori/
https://www.nagoya-info.jp/
https://www.noritake.co.jp/mori/
http://www.google.co.jp/maps/@35.0906885,136.8782436,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.1823844,136.8765554,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.1801929,136.8815551,17z
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名古屋港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

熱田神宮  
  

熱田神宮は、1,900 年の歴史を持つ、国内最高峰の神宮の一つで、三種の神器の一つが収められていると伝えられています。 

信長に関する史跡もある境内は、都会の中とは思えないほど緑豊かな癒しスポットでもあります。国宝・重要文化財など、

由緒ある品々6 千点を収蔵する「宝物館」と合わせて、名古屋に息づく歴史を体感してください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒456-8585 名古屋市熱田区神宮一丁目一番一号  

アクセス 名古屋市営地下鉄名城線「神宮西」駅下車徒歩７分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6 台 

関連リンク 
熱田神宮 
https://www.atsutajingu.or.jp/jingu/ 

お問合せ【熱田神宮 宮庁】 

電話番号:052-671-4151 

ホームページ:https://www.atsutajingu.or.jp 

 

国宝犬山城  
  

犬山城は、約 480 年前に織田信長の叔父織田信康によって築かれました。日本に現存している木造天守で最も古く、国宝に

指定されています。木曽川のほとりの小高い山の上に建てられており、天守からの眺めは絶景です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒484-0082 犬山市犬山北古券 65-2  

アクセス 
周遊：港から 70 分（50km） 

個人：電車名鉄犬山線「犬山駅」徒歩 20 分（港から 50km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 

国宝犬山城 
https://inuyama-castle.jp/ 
犬山観光情報 
https://inuyama.gr.jp/ 
 

お問合せ【犬山駅観光案内所 （犬山駅）】 

電話番号: 0568-61-6000 

 

 

うだつの上がる町並み  
  

美濃市は約 400 年前に商人の町として栄えました。類焼防止として作られた「うだつ」が特徴で、現在も当時の様子を見る

ことができます。美濃和紙を使った小物作り体験や着付け体験ができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒501-3726 岐阜県美濃市加治屋町  

アクセス 港から車で 60 分（港から 75km） 

季節 通年 

関連リンク 
美濃市観光協会 
http://www.mino-city.jp/jp/index.html 

お問合せ【美濃市観光協会】 

電話番号： 0575-35-3660 

ホームページ：http://www.mino-city.jp/jp/index.html 

 

 

https://www.atsutajingu.or.jp/jingu/
https://www.atsutajingu.or.jp/
https://inuyama-castle.jp/
https://inuyama.gr.jp/
http://www.mino-city.jp/jp/index.html
http://www.mino-city.jp/jp/index.html
http://www.google.co.jp/maps/@35.1251385,136.9096641,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.5465002,136.9128495,17z
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名古屋港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

関の刃物体験  
  

関市は世界有数の刃物の産地です。刃物を作る好条件に恵まれた関市では 700 以上前から、「折れず、曲がらず、よく切れ

る」日本刀の産地として全国に知られていました。居合斬りパフォーマンスや日本刀作成工程の見学、刃物作り体験ができ

ます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒501-3894 岐阜県関市若草通  

アクセス 港から車で 60 分（港から 75km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

関市観光協会 
http://www.sekikanko.jp/ 
刃物屋 三秀 
http://www.hamonoyasan.com/ 

お問合せ【関市観光協会】 

電話番号: 0575-23-6726 

ホームページ: http://www.sekikanko.jp/  

 

LEGOLAND® Japan  
  

2017 年にオープンした LEGOLAND○R  Japan は、2 歳～12 歳の子供のいる家族が 1 日を思い切り楽しめるテーマパークです。
8 つのエリアに設けられた、40 を超える乗り物、アトラクションやショーを巡ることができます。1 万を超えるレゴ○R モデ
ルや 1,700 万個のレゴ○R ブロックを見ることができます。 

  
  

所在地・開催地 〒455-8605 名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地１ 

アクセス 金城ふ頭岸壁から徒歩 5 分（岸壁から 800m） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

LEGOLAND® Japan 
https://www.legoland.jp/ 
Aichi Now 
https://www.aichi-now.jp/en/spots/detail/1783/ 
 

お問合せ【コールセンター】 

電話番号： 0570-05-8605 9:00~17:00 

ホームページ：https://www.legoland.jp/ 

 

トヨタ産業技術記念館 
   

トヨタグループ発祥の地に残る工場を産業遺産として保存・活用した記念館。繊維機械と自動車の技術の変遷を、本物の機

械、動態展示や実演で分かり易く紹介しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 4-1-35  

アクセス 
名古屋市営地下鉄東山線亀島駅下車徒歩１０分（港より約
10 キロ） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 

トヨタ産業技術記念館 
https://www.tcmit.org/ 
名古屋観光情報 名古屋コンシェルジュ 
https://www.nagoya-info.jp/ 

お問合せ【トヨタ産業技術記念館】 

電話番号:052-551-6115 

ホームページ: https://www.tcmit.org/ 

 

http://www.sekikanko.jp/
http://www.hamonoyasan.com/
http://www.sekikanko.jp/
https://www.legoland.jp/
https://www.aichi-now.jp/en/spots/detail/1783/
https://www.legoland.jp/
https://www.tcmit.org/
https://www.nagoya-info.jp/
https://www.tcmit.org/
http://www.google.co.jp/maps/@35.4968155,136.9144533,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.1823844,136.8765554,17z

