愛知と世界を結ぶゲートウェイ
世界も認める中部国際空港の魅力

少しの時間で楽しめる、もうひとつの旅。
Another trip that you can enjoy in a little time.

CHITA CAT CHITA CAT OMOTENASHI TOUR
OMOTENASHIツアー

The gateway connecting Aichi with the world!
The attraction of the globally-acclaimed Chubu Centrair International Airport

愛知県国際展示場が立地する常滑市は、
伝統的なやきものの街。
乗継や宿泊の空き時間に、
セントレアから知多半島の観光スポットを
徒歩やサイクリングで巡る体験型の「CHITA CAT おもてなしツアー」
。
訪日外国人のための多言語サポートあり。

http://pedal-house.com

中部国際空港

Chubu Centrair International Airport

とこにゃん

NAGOYA

レジャースポットとしての機能も充実! Functions equally well as a leisure spot!

風
（フー）
の湯 Bathhouse Fu No Yu

Giant lucky cat Toko-nyan

Tokoname City, where the Aichi International Exhibition Center is located, is
famous for its traditional ceramics. Why not take the "CHITA CAT hospitality
tour”, where you can walk or cycle from Centrair and enjoy the tourist spots of
the Chita Peninsula while in transit, or during your stay.
Multi-lingual support is provided.

名古屋

やきもの散歩道 土管坂

ガイドによる多言語サポート

サイクリング体験ツアー

Pottery Footpath Dokanzaka

Multi-lingual support provided by guides

Cycling experience tour

空港内見学ツアー Tour in the airport

アフターコンベンションは、産業、文化、自然に親しむ大人の旅を。
Stretch your legs after a convention to enjoy industry, culture, and nature.

スカイデッキ Sky Deck

セントレアホール

Centrair Hall

ショッピング Shopping

劇場形式 最大330名

和・洋テーマで魅せる商店街で

フラット 最大250名

ショッピングを楽しめる。

(可動式座席)

地元のお土産も豊富。

As theater Max. 330 seats
When flat Max. 250 seats
( movable seats )

Enjoy shopping in the Japanese and
Western themed shopping area.
You will also find local souvenirs

FLIGHT OF DREAMS

旅客ターミナルビル

FLIGHT OF DREAMS

Terminal

機体展示をメインとしたコンテンツエリアと

空港内には約100店舗のレストラン・

シアトルの飲食・物販店からなる複合商業施設。

ショップが立ち並ぶ。

A new commercial complex mainly filled with the Boeing 787 aircraft
display and Seattle themed shops & restaurants.

The airport has 100 restaurants and shops.

CHITA
PENINSULA

中部国際空港
Chubu Centrair
International Airport

廻船問屋 瀧田家

半田赤レンガ建物

INAXライブミュージアム

Shipping Agent Takita House

Handa Red Brick Building

INAX MUSEUMS

知多半島

やきもの散歩道 登窯

MIZKAN MUSEUM（愛称 MIM)

南知多温泉郷

Pottery Footpath Noborigama

MIZKAN MUSEUM (a.k.a. MIM)

Minami-Chita Hot Spring Village

愛知県国際展示場
Aichi International
Exhibition Center

河和港

Kowa Port

南知多ビーチランド

盛田

Minamichita Beach Land

Morita Aji no Yakata

味の館

観光農園花ひろば
Sightseeing Farm Flower Garden

日間賀島
Himakajima Island

師崎港
Morozaki Port

篠島
Shinojima Island

産業観光スポットin愛知
Industrial Tourism Sites in Aichi

自動車 Automobiles

鉄道 Railways

航空 Aviation

陶磁器 Ceramics

日間賀島

篠島

Himakajima Island

Shinojima Island

TOPIC 昇龍道

SHORYUDO

ものづくり産業の拠点
「愛知」
が日本・世界に誇る

中部国際空港セントレアは昇龍道の玄関。日本の真ん中である、この

最先端技術を体感できるスポットが多数。

中部・北陸地方を「龍」に見立てた「昇龍道」は名古屋を起点にした

“Aichi” is the base of Japan’s manufacturing industry, and features many spots
where you can experience some of the world's most cutting-edge technology.

広域観光周遊ルートのテーマである。日本を感じる旅に出てみませんか。

MORE INFO

Chubu Centrair International Airport is the gateway to “SHORYUDO”. “SHORYUDO”, located in the
center of Japan, forms a “dragon” with the Chubu and Hokuriku regions, and is the theme of an
extensive sightseeing tour route starting in Nagoya.Why not take a trip and enjoy the real Japan?

For more information

「愛知産業観光ナビ」
“Industrial tourism in Aichi Prefecture”

http://nagoya-cci-industrial-tourism.jp

http://shoryudo.go-centraljapan.jp/ja/
トヨタ産業技術記念館

トヨタ博物館

リニア・鉄道館

FLIGHT OF DREAMS

あいち航空ミュージアム

MRJミュージアム

ノリタケの森

Toyota Commemorative Museum
of Industry and Technology

TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM

SCMAGLEV and Railway Park

FLIGHT OF DREAMS

AICHI MUSEUM OF FLIGHT

MRJ MUSEUM

Noritake Garden

