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～名鉄グループ沿線観光活性化プロジェクト～ 

観光による沿線活性化の取り組みを始動します 

＜今秋は「西尾」で展開＞ 
 

名鉄グループは、中期経営計画「Turn-Over2023 ～反転攻勢に向けて～」（2021～

2023 年度）の重点テーマに掲げる「グループ一体となった沿線・地域の活性化」の一環とし

て、名鉄グループ沿線観光活性化プロジェクトを始動します。これは当グループが自治体等

の地域と一体となって観光資源の発掘から商品化、誘客まで取り組むことで、「観光」に焦点

を当てて沿線地域の活性化を図るものです。 

   

 

本取り組みの一環として、西尾市および西尾市観光協会と共同で、同市を対象エリアとし

た観光による沿線活性化を図るための各種施策を実施します。 

西尾市は、矢作川や三河湾に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、国内有数の生産量を

誇る抹茶や養殖うなぎといった名産品のほか、佐久島やトンボロ干潟等、多くの魅力がある

まちです。これらの魅力を、各種広告を通して多くの方に発信するとともに、魅力を実際に満

喫していただくための各種事業を展開するほか、旅行商品の造成・発売を通して、同市への

誘客を図り、沿線地域の活性化につなげてまいります。 

詳細は下記の通りです。 

 

記 

 

1. 実施期間   2021年 10月 1日（金）～12月 12日（日） 

2. 実施主体   名鉄グループ 

（名古屋鉄道、名鉄東部交通、名鉄海上観光船、名鉄観光サービス、 

電通名鉄コミュニケーションズ） 

西尾市、（一社）西尾市観光協会 

取り組みイメージ 



3. 取り組み詳細 

(1)観光キャンペーン「西尾 ぐるっと満喫キャンペーン」（参考：別紙①） 

 

  ①概 要   西尾市街地と三河湾を周遊しながら、西尾名        

産の抹茶や海産物を、ランチやスイーツで堪能

したり、市内施設で実施される企画で割引特典

を受けることができる企画きっぷを発売します。 

  ②主 催   名古屋鉄道（株）、（一社）西尾市観光協会 

  ③発売期間   2021年 10月 1日（金）～12月 12日（日） 

  ④発売商品   (a) 「西尾のスイーツきっぷ」 

         (b) 「西尾のランチきっぷ」 

         (c) 「西尾のランチ＆スイーツ満喫きっぷ」 

  ⑤お問合せ   名鉄お客さまセンター TEL：052-582-5151 

（月曜日～金曜日：8時～19時、土日祝：8時～18時） 

西尾観光案内所    TEL：0563-57-7840 

            （9時 30分～16時 30分、期間中無休） 

 

 

(2)観光庁実証事業「西尾しましまロマンチック海道」の実施（参考：別紙②） 

 

① 概 要   市街地と三河湾を周遊できる観光ルートを創設 

することで回遊性の向上と観光資源の磨き上げ 

を図り、交流人口の増加および地場産業（交通・ 

漁業・観光）の活性化につなげていきます。 

        本事業の実施にあたっては、観光庁「地域の観 

光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向け 

た実証事業」補助金を活用します。 

②実施主体   西尾市観光協会 

③実施期間   2021年 10月中旬～11月 30日（火） 
            ※愛知県に緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が 

発令されている期間中は、以下の各事業は中止または延期となります。 

④主な事業   (a)  西尾市街地～一色港～佐久島～東幡豆間のアクセス向上 

            (b)  前島（旧「うさぎ島」）へのグランピング施設の設置 

            (c)  東幡豆海岸「トンボロ現象」を SNSで情報発信～知名度向上～ 

            (d)  旅行商品の開発・販売 

            (e)  一色漁港の「セリ見学」を主とした旅行商品の開発・販売 

            (f)  佐久島「サクのイモ」を使ったメニューの開発 

⑤旅行商品   (a)  無人島ロマンチック・グランピングお泊りプラン（1日 1組限定） 

            (b)  日帰り旅行プラン 

（名鉄電車乗車券付きプラン/マイカープラン/船利用プラン） 

            (c)  早朝「一色漁港」セリ見学買付ツアー付き、吉良温泉お泊りプラン 

             ※全てモニターツアーになります。

リーフレットイメージ 

グランピングイメージ 



 

(3)当社シリーズ広告「EMOTION!」西尾篇の展開 

 

  ①概 要   当社沿線地域の魅力を発信する取り組みの第 7弾として展開します。

EMOTION!のイメージキャラクターである河村花さんが、抹茶の茶摘

みやスイーツを堪能したり、トンボロ現象で干潟となった三河湾の砂

浜を散策したりする等、西尾の魅力に触れている様子をポスターや

CMを通してお伝えします。 

 ②ポ ス タ ー   西尾の魅力に触れる河村花さんのリアルな感情を表現したポスター3

種を当社駅および西尾市内各所で掲出します。 

  ③テレビ CM   小田和正さんの楽曲「キラキラ」にのせて、市街地から三河湾に至るま

で、西尾での体験を印象的に描いたテレビ CM を、当社提供番組を

中心に在名テレビ各局で放送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④特設サイト  特設サイト（https://www.meitetsu.co.jp/files/emotion/）にて、 

CMやおすすめスポットの紹介など、西尾の魅力を発信します。 

 

放映 CM イメージ 

以 上 

ポスターイメージ 

https://www.meitetsu.co.jp/files/emotion/


 

「西尾 ぐるっと満喫キャンペーン」 企画きっぷ 

 

〇発売・設定期間  2021年 10月 1日（金）～12月 12日（日） 

〇発売内容  名鉄電車全線乗り放題 1DAY フリーきっぷと名鉄東部交通バスの往復割引

乗車券（西尾⇔一色さかな広場・佐久島行船のりば）に、西尾のプチみやげが当たる「抽

選券」のほか、それぞれ以下の利用券が付いたきっぷです。 

（1）「西尾のスイーツきっぷ」 

・指定 11店舗から選んで使える「スイーツ券」 

・西尾観光案内所で使える「スイーツプレゼント券」 

（2）「西尾のランチきっぷ」 

・指定 12店舗から選んで使える「ランチ券」 

（3）「西尾のランチ＆スイーツ満喫きっぷ」 

・指定 11店舗から選んで使える「スイーツ券」 

・指定 12店舗から選んで使える「ランチ券」 
           ※「名鉄東部交通バス」を使用しない場合は、「往路用」・「復路用」どちらも未使用状態に限り 

西尾観光案内所または中新本舗にて乗車券をお土産に引き換えることができます。 

※西尾のプチみやげが当たる「抽選券」は、西尾観光案内所でご利用ください。 

〇発売箇所  名鉄出札係員配置駅（弥富、赤池駅を除く）、名鉄名古屋駅サービスセンター、

名鉄観光サービス 7 支店（豊橋支店、東岡崎駅旅行センター、刈谷支店、名古屋伏見

支店、一宮支店、名駅地下支店、名鉄岐阜駅旅行センター） 

〇そ の 他  キャンペーンきっぷの提示により、市内の施設等で実施される企画にて

受けることができる特典の詳細は、以下をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画 実施期間 実施内容 
キャンペーンきっぷ 

提示特典 

西尾謎解き 

ゲーム 
～西尾城の 

秘宝を探せ！～ 10月 1日（金） 

～ 

12月 12日（日） 

西尾観光案内所にて謎解きキットを

購入し、市内を歩きながら謎を解き、

西尾城の秘宝を探すリアル謎解きゲ

ームです。コースを完歩した方には

抹茶アイスをプレゼントします。 

謎解きキットを割引価格

で購入できます。 

料金 500 円→ 300 円 

旧近衛邸にて 

西尾の抹茶一服 

 

西尾市歴史公園内にある「旧近衛邸」

で西尾の抹茶一服ができます。 

 

割引価格で参加できます。 

料金 450円→400円 

別紙① 

【参考：西尾市で実施する企画】 



 
「西尾しましまロマンチック海道」 事業 

 
※愛知県に緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が発令されている期間中は、以下の各事業は中止または延期となります。 

 

(a) 西尾市街地～一色港～佐久島～東幡豆間のアクセス向上 

  ◆チャーター船 東幡豆⇔佐久島 

   〇運行日：2021年 11月 3日（水・祝）・6日（土）・13日（土）・20日（土） 

   〇スケジュール： 

名鉄 チャーター船・往路 チャーター船・復路 名鉄 

名鉄 

名古屋駅 
東幡豆駅 

東幡豆 

漁港 
佐久島西港 

東幡豆 

漁港 
東幡豆駅 

名鉄 

名古屋駅 

7：22発 8：41着 9：00発 9：30着 9：40発 10：10着 10：27発 11：49着 

9：22発 10：41着 11：00発 11：30着 15：00発 15：30着 15：57発 17：19着 

        16：10発 16：40着 16：57発 18：16着 

※運航日・スケジュールは、変更となる場合もございます。事前にWEBページでご確認をお願いいた 

します。URL：http://nishiokanko.com/list/season/romanticroad 

 

◆一色さかな広場 → 一色公民館間バスのシャトル便 

○運行日：2021年 10月 23日（土）～11月 27日（土）の期間中の土曜日のみ 

○スケジュール： 

渡船 （定期航路の最終便）   バスのシャトル便 定期バス便 

佐久島

東港  

佐久島 

西港 
一色港  

隣
接 

一色 

さかな広場 → 

一色 

公民館 

一色 

公民館 
西尾駅 

18:20発 18:27発 18:52着 18:57発 19:04着 19:06発 19:25着 

※運航日・スケジュールは、変更となる場合もございます。事前にWEBページでご確認をお願いいた 

します。URL：http://nishiokanko.com/list/season/romanticroad 

 

(d) 旅行商品の開発・販売 
○設定期間：2021年 10月中旬～11月上旬 

〇発売予定：2021年 10月 4日（月）以降 

○商品内容： 

    ①無人島ロマンチック・グランピングお泊り/日帰り BBQプラン（1日 1組限定） 

    ②日帰り旅行プラン（名鉄電車乗車券付きプラン/マイカープラン/船利用プラン） 

     特典：東幡豆⇔佐久島間チャーター船利用券・「サクのイモ」新メニュー抽選引換券 

     ③早朝『一色漁港』セリ見学＆買付けツアー付き吉良温泉お泊りプラン 

○販売箇所：名鉄観光サービスWEBページ  https://www.mwt.co.jp/kokunai/chiiki/localtour/nishio/    

           名鉄観光サービス名古屋伏見支店ほか、同社の中部エリア各店舗 

 

別紙② 

http://nishiokanko.com/list/season/romanticroad
http://nishiokanko.com/list/season/romanticroad

