
愛知ＤＣフリーきっぷ・愛知ＤＣ専用旅行商品 

 

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愛知県内の駅までの往復の新幹線（または在来線特急）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ＥＸ」

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。 
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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。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



【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、ご確認ください。 

 

 

 

 

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。 

※旅行会社と発エリア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。 

 

 

 

 

【ガイドマップ表紙】 

【クーポン利用の一例】 


