
GUJO Model Courses

１：祈りと浄化の道探訪（美並町）
２：大地と生命の遺産探訪（和良町）
３：白山信仰の道探訪（白鳥町）
４：めいほうで学び・遊ぶ
５：郡上市内 円空ゆかりの地巡り
６：花の二大テーマパーク（夏～秋限定）
７：子どもと遊べるひるがの高原
８：「旅の三大詩人」宗祇と和歌に優れた東常縁を追う
９：郡上八幡 町あるき
10：郡上八幡 町あるき テーマ“水”
11：郡上八幡 町あるき テーマ“知る”
12：世界農業遺産「清流長良川の鮎」と

ひるがのピクニックガーデン
13：雨天時でのお楽しみいただける施設

（八幡町編）
14：雨天時でのお楽しみいただける施設

（白鳥町・高鷲町編）
15：雨天時でのお楽しみいただける施設

（明宝・大和町・美並町・和良町編）



【伝説をたどるジオツーリズム】
祈りと浄化の道探訪（美並町）

高賀山六社の内の二社（新宮神社・星宮神社）をめぐり、清流長良川の美しい支流に沿って移動をするコース

です。特に粥川にある矢納ヶ淵は、天暦年間（947-957年)に妖怪退治の命を受けた藤原少将高光が粥川のう

なぎの案内により妖怪を退治しその矢を納めた場所で、名水100選にも選ばれています。歴史や円空にまつわ

る資料が展示してある郡上市美並ふるさと館を見学した後に、釜ヶ滝（ダイナミックな三連の滝で、滝つぼが

巨大な釜のように見えることから、釜ヶ滝と呼ばれている。）を訪れます。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

旅のADVICE

・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。特に「釜ヶ滝」は高低差のある山道を歩きます。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・美並総合案内所（樹木の館）：〒501-4106 岐阜県郡上市美並町白山３３２ 0575-79-9020

・新宮神社：〒501-4237 岐阜県郡上市八幡町那比６５９４－１ 0575-63-2544

・矢納ヶ淵：〒501-4102 岐阜県郡上市美並町高砂

・星宮神社（美並ふるさと館）：〒501-4102 岐阜県郡上市美並町高砂１２５２－２ 0575-79-3440

・釜ヶ滝(釜ヶ滝滝茶屋)：〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田１０９９ 0575-79-2917

癒
し
の
滝
♩

（一社）郡上市観光連盟

星宮神社

釜ヶ滝

釜ヶ滝
矢納ヶ淵

新宮神社



ACCESS SPOT

まっすぐに伸びた大きな杉の木が印
象的なパワースポットです・

移動 約2分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

新宮
神社

矢納ヶ
淵

星宮
神社

郡上市内・市外 各地

高賀山六社の内の一社 新宮神社を参拝

妖怪を退治しその矢を納めた場所

神秘的な美しさに圧倒されます

高賀山六社の内の一社 星宮神社を参拝

すぐ隣りにある｢郡上市美並ふるさと館｣は

円空にまつわる資料が展示してあります

ダイナミックな三滝で滝つぼが巨大な釜の

ように見えます。

流しそうめんのお店でひと休み

冬季は営業していませんのでご注意下さい

移動 約15分

GUJO Model Courses

移動 約20分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

釜ヶ滝

ﾊﾟﾜｰ
ｽﾎﾟｯﾄ

滝つぼが大
きな釜に見
えるよ！

（一社）郡上市観光連盟



【伝説をたどるジオツーリズム】
大地と生命の遺産探訪（和良町）

その昔、瓢ヶ岳で暴れていたとされる鬼の首を祀っている｢念興寺｣から重ね岩の伝説がある｢戸隠神社｣そして、

乙姫伝説のある｢蛇穴｣をめぐります。

その後、和良川公園オートキャンプ場付近の和良川にて野生のオオサンショウウオを探してみましょう！

旅のPOINT

神
秘
・
伝
説
♩

GUJO Model Courses

和良(Wara)

旅のADVICE

・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。オオサンショウウオを見つけるには、箱めがねがあると便利です。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・和良観光協会：〒501-4592岐阜県郡上市和良町沢１０５６－１ 0575-77-2211

・念興寺：〒501-4517 岐阜県郡上市和良町沢８９７ 0575-77-2125

・戸隠神社：〒501-4517 岐阜県郡上市和良町宮地１１ 0575-77-2211

・蛇穴 〒501-4503 岐阜県郡上市和良町野尻８９５

・道の駅 和良 〒501-4507 岐阜県郡上市和良町宮地１１５５ 0575-77-2353

・和良川公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 〒501-4517 岐阜県郡上市和良町沢１９２－１ 0575-77-3077

（一社）郡上市観光連盟

重ね岩
蛇穴

戸隠神社

念興寺ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ



ACCESS SPOT

念興寺に参拝後、「鬼の首」を
見てみよう。

移動 約5分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

念興寺

戸隠
神社

蛇穴

和良川
公園

郡上市内・市外 各地

念興寺にて「鬼の首」見学

戸隠神社を参拝後、神秘的な雰囲気の中

「重ね岩」の見学

乙姫伝説の残る「蛇穴」を見学

きれいな清水が湧き出しています

和良川公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場付近の和良川にて

野生のオオサンショウウオを探そう!!

「箱めがね」があると便利です

道の駅 和良でひと休み

お茶のお供に「名物:長寿だんご」をどうぞ!!

移動 約2分

GUJO Model Courses

移動 約2分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

道の駅
和良

伝説!!

神秘的!

見つけて
も触らな
いでね！

移動 約5分

※鬼の首の閲覧は有料です

（一社）郡上市観光連盟



白山信仰をテーマにしたコースです。

岐阜における白山信仰の中心となっている「長滝白山神社」を起点に、禅頂と呼ばれる頂上へ至る修行の道を

辿りながら阿弥陀ヶ滝や石徹白の大杉を巡ります。

特に石徹白の大杉は、駐車場より４２０段の石段を登って行きます。阿弥陀ヶ滝と同様に目にした時の驚きと

感動は、皆様の心に焼き付くこととなるでしょう。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

旅のADVICE

・自然の中を巡りますので、歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・白鳥観光協会：〒501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７１７－１ 0575-82-5900

・白山文化博物館：〒501-5104 岐阜県郡上市 白鳥町長滝４０２-１１ 0575-85-2663

・長瀧白山神社：〒501-5104 岐阜県郡上市白鳥町長滝１３８ 0575-85-2023

・阿弥陀ヶ滝：〒501-5101 岐阜県郡上市白鳥町前谷

・白山中居神社：〒501-5231 岐阜県郡上市白鳥町石徹白３－４８

・石徹白の大杉：〒501-5231 岐阜県郡上市白鳥町石徹白

（一社）郡上市観光連盟

【伝説をたどるジオツーリズム】
白山信仰の道探訪（白鳥町）

白山
信仰

石徹白の大杉

阿弥陀ヶ滝

白山中居神社長滝白山神社



ACCESS SPOT

葛飾北斎の阿弥陀ヶ滝も展示されて
います。

移動 約15分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

白山文化
博物館

長滝白山
神社

阿弥陀ヶ滝

郡上市内・市外 各地

白山信仰ゆかりの国重要文化財が展示されて
います
隣接する道の駅白山文化の里 長滝にて地図
やパンフレットが入手できます

多くの白山信仰ゆかりの文化遺産が残って

います

日本の滝100選 岐阜県名水50選の阿弥陀ヶ

滝は落差約60ｍ、東海一の名瀑

流しそうめんが有名です

境内は、杉の巨木が林立し、荘厳な雰囲気

を漂わせています

本殿の彫刻は、江戸時代の作で、岐阜県重

要文化財に指定されています

移動 約5分

GUJO Model Courses

移動 約30分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

白山
中居神社

ﾊﾟﾜｰ
ｽﾎﾟｯﾄ

（一社）郡上市観光連盟

移動 約30分

推定樹齢1800年。周囲約13.4m。白山信仰の

登拝者を見守り続けた巨木です

駐車場から420段の階段を登ると大杉が迎え

てくれます

石徹白
の大杉



めいほうで学び・遊ぶ（明宝）

明宝の文化や自然を満喫できるコースです。

CMでもおなじみの明宝ハムの工場を見学し、明宝歴史民俗博物館で明宝地区の歴史・文化を学んでいただい

た後は、めいほうキャンプフィールド（めいほうスキー場）にていろいろなアクティビティを体験できます。

又、疲れた体は、湯星館でゆっくりとほぐしてお帰り下さい。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

旅のADVICE

・動きやすい服装や靴で出かけましょう。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。写真等の撮影が制限されている施設があります。マナーを

守って観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・明宝観光協会：〒501-4301 岐阜県郡上市明宝大谷１０１５ 0575-87-2844

・明宝ハム工場：〒501-4303 岐阜県郡上市明宝気良３３-２ 0575-87-3108

・明宝歴史民俗資料館：〒501-4303 岐阜県郡上市明宝気良１５４ 0575-87-2119

・めいほう高原キャンプフィールド：〒501-4304 岐阜県郡上市明宝奥住 0575-87-0030

・明宝温泉 湯星館：〒501-4304 岐阜県郡上市明宝奥住３４２８-１ 0575-87-2080

・道の駅 明宝：〒501-4301 岐阜県郡上市明宝大谷１０１５ 0575-87-2395

（一社）郡上市観光連盟

めいほう高原キャンプフィールド

明宝温泉湯星館

道の駅明宝



ACCESS SPOT

マイカーなら予約なしでも見学
できます。

移動 約20分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

明宝
ハム

明宝歴
史民俗
資料館

めいほうキャンプ
フィールド

郡上市内・市外 各地

明宝ハムの製造過程を見学した後は、
美味しいハムをお買い求めいただけます

明宝の歴史等を学べます

昔の小学校を資料館にしているので趣があ

ります

沢山のアクティビティが体験できます

特にジップラインは最高にスリリング

で大人も子供も大満足です

お昼は、ＢＢＱでお腹いっぱい!!

温泉で疲れた体をほぐしましょう ♨

お帰りに、道の駅 明宝にもお立ち寄り下さい

移動 約1分

GUJO Model Courses

移動 約5分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

明宝
湯星館

（一社）郡上市観光連盟

温泉で
ほっこり



郡上市内 円空ゆかりの地巡り

円空は、江戸時代前期の修験僧・仏師・歌人であります。特に、各地に「円空仏」と呼ばれる独特の作風を

持った木彫りの仏像を残したことで知られています。

郡上市の美並町にある「円空街道」を巡っていただけるコースとなっております。円空仏に関する展示や、

円空が辿ったとされる場所を訪れて頂けます。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

円
空

旅のADVICE

・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・美並総合案内所（樹木の館）：〒501-4106 岐阜県郡上市美並町白山３３２ 0575-79-9020

・円空研究センター：〒501-4106 岐阜県郡上市美並町白山４３０－４ 0575-79-3700

・円空街道の石碑：〒501-4102 岐阜県郡上市美並町高砂

・円空岩・円空洞：〒501-4102 岐阜県郡上市美並町高砂

・郡上市美並ふるさと館・粥川寺：〒501-4102 岐阜県郡上市美並町高砂１２５２－２ 0575-79-3440

（一社）郡上市観光連盟

円
空
を
辿
る

美並ふるさと館

円空岩
円空洞登り口



ACCESS SPOT

移動 円空岩約15分
移動 円空洞約20分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

円空研究
センター

円空街道
の石碑

円空岩
円空洞

郡上市内・市外 各地

日本まん真ん中センター内にあります
｢円空街道｣のマップや案内パンフレットはこ
ちらで入手できます

長良川と粥川の交わる地点にあります

円空岩：この岩石の下で仏を彫った円空は、気

に入らない仏像は川へ流してしまったと伝えら

れています

円空洞：円空はこの洞穴で修業したと伝えられ

ています

約90体の円空仏がここに収蔵・展示されて

います

移動 約5分

GUJO Model Courses

移動 約5分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

円空
ふるさと館

円空
街道

お帰りに、「矢納ヶ淵」
にお立ち寄りいただき

神秘的な光景をご堪能下さい。

（一社）郡上市観光連盟

ここから「円空街道」へ出発
地図やパンフレットを
もらいましょう！



花の二大ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ（夏～秋限定）

郡上市内にある花の二大テーマパークを楽しめるコースです。「ひるがのピクニックガーデン」は７月上旬

より晩秋まで営業し、桃色吐息（ペチュニア）とコキアがお迎えします。又。「ひるがの高原牧歌の里」では、

季節に合わせた様々な花々と可愛い動物たちが皆様のお越しをお待ちしております。

この二つの施設では、お子様に喜んでいただけるようなアクティビティも多数ご用意しております。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

旅のADVICE

・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・高鷲観光協会：〒501-5304 岐阜県郡上市高鷲町鮎立３３２８－１ 0575-72-5000

・ひるがのピクニックガーデン：〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０－７５ 0575-73-2311

・ひるがの高原 牧歌の里：〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見２７５６−２ 0575-73-2888

・クックラひるがの：〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見５２９４－１ 0575-73-0101

（一社）郡上市観光連盟

花のﾃｰﾏﾊﾟｰｸ

ひるがのピクニックガーデン
2020年07月11日ｵｰﾌﾟﾝです

ひるがの高原牧歌の里

ひるがの高原牧歌の里

🌷



ACCESS SPOT

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

ひるがの高原
牧歌の里

郡上市内・市外 各地

桃色吐息とコキアの丘で癒されるぅ～っ！
子どもたちにも大人気のジップラインなど

楽しいコンテンツがいっぱいです
※2020年07月11日(土)オープンです

季節ごとに沢山の種類のお花がお出迎え

園内にはレストランも充実してお腹も満足

です

可愛い動物たちも皆様のお越しをお待ちし

ております

ひるがの高原サービスエリアに隣接した

施設で、お買い物の後、スマートICから

高速道路に入れます

又、｢見晴台｣より霊峰白山が眺められます

移動 約10分

GUJO Model Courses

移動 約5分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

クックラ
ひるがの

（一社）郡上市観光連盟

ひるがの
ピクニック
ガーデン

見晴らし
最高！



子どもと遊べるひるがの高原

郡上市の高鷲町を中心にお子様と楽しめるコースです。

清流長良川の最北端の夫婦滝を訪れ自然の美しさと雄大さを学び、木曽馬牧場では乗馬体験をマス園では釣り

堀でマス釣りを体験、ピクニックガーデンでは桃色吐息(ペチュニア)やコキアの出迎えを受け、ジップライン

アドベンチャーや山頂バギーなどのアトラクションを楽しむことができます。

お子様たちと１日中たっぷり学んで遊べます。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

旅のADVICE
・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・高鷲観光協会：〒501-5304 岐阜県郡上市高鷲町鮎立３３２８－１ 0575-72-5000

・夫婦滝/長良川源流の碑：〒501-5305 岐阜県郡上市高鷲町西洞

・ひるがの高原木曽馬牧場：〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０－３６５４ 080-5113-2339

・ひるがのマス園：〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０－５６８ 0575-73-2513

・ひるがのピクニックガーデン：〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０－７５ 0575-73-2311

・クックラひるがの：〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見５２９４−１ 0575-73-0101

（一社）郡上市観光連盟

子どもと遊べる！
ひるがの高原

ひるがのピクニックガーデン

夫婦滝

ひるがのマス園

ひるがの高原木曽馬牧場

ｼﾞｯﾌﾟﾗｲﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

山頂ﾊﾞｷﾞｰ



ACCESS SPOT

駐車場から1分で行ける
長良川最北端の滝です

移動 約5分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

夫婦滝・
長良川源流

の碑

ひるがの
木曽馬牧場
ひるがの
マス園

ひるがの
ピクニックガーデン

郡上市内・市外 各地

マイナスイオンたっぷりの滝｢夫婦滝｣と
清流長良川の源流近くまで行ってみよう！

・寒さに強い木曽馬の乗馬体験ができます

・マス釣り体験ができます

※別途体験料が必要

リフトで頂上へ、桃色吐息やコキアがお出迎え

ｼﾞｯﾌﾟﾗｲﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰやﾊﾞｷﾞｰ乗車ができます。

山頂の「Momoiroテラス&カフェ」で一休み💛

北欧風デザインの建物で、たくさんのお土産

が揃っています

ソフトクリームはイチオシです

移動 約10分

GUJO Model Courses

移動 約10分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

クックラ
ひるがの

山頂バギー
もあるよ!!

（一社）郡上市観光連盟

ﾏｲﾅｽｲｵﾝ
たっぷり

※別途体験料が必要



｢旅の三大詩人｣宗祇と和歌に優れた東常縁を追う
郡上市 八幡町～大和町

宗祇水と郡上八幡城の成り立ちを探る旅です。

八幡町の宗祇水・郡上八幡城から大和町の古今伝授の里フィールドミュージアム・篠脇城跡

を訪れる旅となっております。

このコースは、郡上八幡観光協会と大和観光協会が作成したパンフレットにもとづいています。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

旅のADVICE
・自然の中を巡りますので、歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・郡上八幡観光協会：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０－１ 0575-67-0002

・大和観光協会：〒501-4607岐阜県郡上市大和町徳永５８５ 0575-88-2211

・宗祇水（白雲水）：〒501-4216 岐阜県郡上市八幡町本町

・郡上八幡城：〒501-4214 岐阜県郡上市八幡町柳町一の平６５９ 0575-67-1819

・古今伝授の里フィールドミュージアム：〒501-4608 岐阜県郡上市大和町牧９１２－１ 0575-88-3244

・道の駅 古今伝授の里やまと：〒501-4612 岐阜県郡上市大和町剣１６４ 0575-88-2525

（一社）郡上市観光連盟

篠脇城址

明建神社

古今伝授の里
フィールドミュージアム

宗祇水

俳
聖
芭
蕉
が
最
も
敬
愛
し
た
人
物
と
い
わ

れ
る
宗
祇
。
東
常
縁
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け

る
た
め
、
こ
の
泉
の
ほ
と
り
に
草
庵
を
結
び

愛
用
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

郡上八幡城

東
常
縁
の
娘
を
妻
と
す
る
遠
藤
盛
数
が
、
赤
谷
山
城
の

東
氏
を
攻
め
る
た
め
に
拠
点
と
し
て
砦
を
築
い
た
。

東常縁
九代目の篠脇城主。のちに連歌師
として大成する宗祇に対して「古
今伝授」をおこない、古今伝授の
祖と呼ばれた。古今和歌集の歌学
者としての功績は大きく、歌十首
を送って、落城した城を返還させ
たエピソードを持つ。

篠脇城
東氏が八代二百三十年間に
わたり郡上統治の拠点とし
た山城。岐阜県の史跡に指
定されている。



ACCESS SPOT

移動 約25分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

宗祇水

郡上
八幡城

古今伝授の里
フィールド
ミュージアム

郡上市内・市外 各地

全国名水百選に指定された湧水

山頂駐車場まで自家用車で行くことができ

ます

中世に郡上を治めた東氏の9代常縁が、この

地で古今伝授を行い、「古今伝授の祖」と

呼ばれたことから、和歌をテーマとした野

外博物館として平成5年に開館しました

東氏が8代230年にわたり拠点とした山城跡

移動 約7分

GUJO Model Courses

移動 約30分

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

篠脇城址

（一社）郡上市観光連盟

現在の天守閣は昭和８年に再建された、
日本最古の木造天守です。

お買い物からお食事、温泉の施設が整って

おります

道の駅
古今伝授の里

やまと

移動 約5分



郡上八幡 町あるき

郡上八幡の町あるきコースとなります。

郡上八幡の代表的な観光スポットを徒歩で訪れていただきます。

スタート地点である「郡上八幡城下町プラザ」にて郡上八幡ガイドマップを入手しましょう。お車の方は、駐

車場もございますのでご利用下さい。

コース全体の所要時間：約３～４時間

旅のPOINT

GUJO Model Courses

町
あ
る
き

旅のADVICE

・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・交通量が多い道路を利用する場合があります。歩道がない場合は車等に注意してください。

・撮影が制限されている施設があります。マナーを守って観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※施設情報の取得等にご利用ください。

・郡上八幡観光協会：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０－１ 0575-67-0002

・郡上八幡城下町プラザ：〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町６９ 0575-67-2411

・郡上八幡城：〒501-4214 岐阜県郡上市八幡町柳町一の平６５９ 0575-67-1819

・宗祇水（白雲水）：〒501-4216 岐阜県郡上市八幡町本町

・郡上八幡旧庁舎記念館 〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０－１ 0575-67-1819

（一社）郡上市観光連盟

郡上八幡城

吉田川の景観

宗祇水

職人町

郡上八幡旧庁舎記念館 吉田川の景観



ACCESS SPOT

現在の天守閣は昭和８年に再建さ
れた、日本最古の木造天守です。

移動 約15分

移動 約20分

日帰り

郡上
八幡城

郡上八幡
博覧館

宗祇水

こちらの観光案内所に｢郡上八幡ガイド

マップ｣を用意しています

城下町が一望できる山城では、四季折々の
自然を感じることもでき散策にも人気です

「日本名水百選」の第1号に指定されたこと

で有名になった湧水です

郡上八幡旧庁舎記念館の横にある鯉や川魚

が泳ぐ豊かな用水路です

移動 約20分

GUJO Model Courses

移動 約6分

お疲れ様でした！

お土産などお買い物をお楽しみ下さい

いがわ小径

（一社）郡上市観光連盟

郡上八幡
城下町プラザ

｢水とおどりの城下町｣がキャッチフレーズ

１日４回の郡上おどり実演も見ものです

経由：職人町・鍛冶屋町の大正時代の古い町並みを散策

郡上八幡
城下町プラザ

建物は旧郡上八幡役場で国の登録文化財の

指定を受けています

郡上八幡
旧庁舎記念館

経由：宮ケ瀬橋(橋から吉田川の景観をお楽しみ下さい)

移動 約1分

経由：新橋(橋から吉田川の景観をお楽しみ下さい)

移動 約6分



郡上八幡 町あるき テーマ“水”

郡上八幡の町あるきコースとなります。

郡上八幡の“水”をテーマに観光スポットを訪れるコースです。

スタート地点である「郡上八幡旧庁舎記念館」にて郡上八幡ガイドマップを入手しましょう。お車の方は、

駐車場もございますのでご利用下さい。

コース全体の所要時間：約３～４時間

旅のPOINT

GUJO Model Courses

水
の
ま
ち

旅のADVICE
・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・交通量が多い道路を利用する場合があります。歩道がない場合は車等に注意してください。

・撮影が制限されている施設があります。マナーを守って観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※施設情報の取得等にご利用ください。

・郡上八幡観光協会：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０－１ 0575-67-0002

・郡上八幡旧庁舎記念館：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０－１ 0575-67-1819

・さんぷる工房：〒501-4227 岐阜県郡上市八幡町橋本町956番地 0575-67-1870

・宗祇水（白雲水）：〒501-4216 岐阜県郡上市八幡町本町

・郡上八幡博覧館：〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町５０ 0575-65-3215

（一社）郡上市観光連盟

いがわ小径

宗祇水

やなか水の小径 吉田川 吉田川



ACCESS SPOT

旧庁舎記念館
町あるきのスタート地点です

移動 約3分

移動 約１分

日帰り

郡上八幡
旧庁舎記念館

いがわ
小径

さんぷる
工房

宗祇水

ここにある郡上八幡観光協会に｢郡上八幡

ガイドマップ｣を用意しております

郡上八幡旧庁舎記念館の横にある鯉や川魚が
泳ぐ豊かな用水路です

市街地の中心地橋本町の古民家を利用したお店

です 町中を散策しがてらの食品サンプル作り

体験には最適です。

「日本名水百選」の第1号に指定されたこと

で有名になった湧水です

｢水とおどりの城下町｣がキャッチフレーズ

１日４回の郡上おどり実演も見ものです。

移動 約30分

GUJO Model Courses

移動 約1分

郡上八幡
城下町プラザ

お疲れ様でした！

お土産などお買い物をお楽しみ下さい

郡上八幡
博覧館

（一社）郡上市観光連盟

移動 約15分

鍛冶屋町
・職人町

大正時代の古い町並み散策

途中「やなか水のこみち」にお立ち寄りください

新橋から吉田川親水遊歩道を歩いて新
町へ移動
新町界隈でみたらし団子やコロッケを
食べ歩き

移動 約1分

経由：宮ケ瀬橋(橋から吉田川の景観をお楽しみ下さい)



郡上八幡 町あるき テーマ“知る”

郡上八幡を“知る”をテーマに郡上市の歴史や文化について学びながら観光スポットを訪れるコースです。

こちらは八幡町を“知る”をテーマに訪れて頂くコースです。郡上市の歴史や文化について知っていただけます。

スタート地点である「郡上八幡城下町プラザ」にて郡上八幡ガイドマップを入手しましょう。お車の方は、

駐車場もございますのでご利用下さい。

コース全体の所要時間：約３～４時間

旅のPOINT

GUJO Model Courses

八幡を知る

旅のADVICE
・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・交通量が多い道路を利用する場合があります。歩道がない場合は車等に注意してください。

・撮影が制限されている施設があります。マナーを守って観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※施設情報の取得等にご利用ください。

・郡上八幡観光協会：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０－１ 0575-67-0002

・郡上八幡城下町プラザ：〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町６９ 0575-67-2411

・郡上八幡城：〒501-4214 岐阜県郡上市八幡町柳町一の平６５９ 0575-67-1819

・郡上八幡まちなみ交流館：〒501-4123 岐阜県郡上市八幡町八幡町殿町６３-１ 0575-65-5188

・郡上八幡博覧館：〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町５０ 0575-65-3215

・サンプルビレッジ・いわさき：〒501-4224 岐阜県郡上市八幡町城南町２５０ 0575-65-3378

（一社）郡上市観光連盟

郡上八幡城

郡上八幡まちなみ交流館

郡上八幡博覧館



ACCESS SPOT

現在の天守閣は昭和８年に再建さ
れた、日本最古の木造天守です。

移動 約1分

移動 約20分

日帰り

郡上
八幡城

郡上八幡
博覧館

郡上八幡
まちなみ交流館

こちらの観光案内所に｢郡上八幡ガイド

マップ｣を用意しています

城下町が一望できる山城では、四季折々の
自然を感じることもでき散策にも人気です

国から「重要伝統的建造物群保存地区」とし

て選定されている八幡町北町の一部をはじめ、

市街地の古い町並みの保存、景観の維持及び

向上に関する各種の事業の一環として、歴史

や魅力を広く発信していくことを目的に建設

されました

移動 約15分

GUJO Model Courses

移動 約30分

食品サンプルの歴史を知ることができます。

全国シェア約6割を誇る、食品サンプルを世

に広めた岩崎瀧三氏が始めた会社です

こちらで食品サンプル作りの体験もできます

（一社）郡上市観光連盟

郡上八幡
城下町プラザ

｢水とおどりの城下町｣がキャッチフレーズ

１日４回の郡上おどり実演も見ものです

サンプルビレッジ・
いわさき

経由：職人町・鍛冶屋町の大正時代の古い町並みを散策
し、宮ケ瀬橋を渡って新町で食べ歩きしながらゆっくり
向かって下さい



世界農業遺産『清流長良川の鮎』と『ひるがのピクニックガーデン』
（清流長良川あゆパーク）

夏から秋限定となりますが、郡上市北部の白鳥町から高鷲町の代表的な観光地を訪れます。

清流長良川あゆパークは、世界農業遺産『清流長良川の鮎』を学んで体験できる施設です。

ひるがのピクニックガーデンでは、リフトに乗り桃色吐息（ペチュニア）とコキアで飾られた大地を眺めなが

らゆったり山頂へ移動できます。お子様向けのアトラクションも豊富にあります。

両施設ともにご家族で楽しめます。

旅のPOINT

GUJO Model Courses

旅のADVICE

・歩きやすい服装や靴で出かけましょう。

・移動には余裕をもって安全運転でお願いします。撮影が制限されている施設があります。マナーを守って

観光をして下さい。

＜観光施設情報＞ ※お問合せ・カーナビ等の入力にご利用ください。

・高鷲観光協会：〒501-5304 岐阜県郡上市高鷲町鮎立３３２８－１ 0575-72-5000

・白鳥観光協会：〒501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７１７－１ 0575-82-5900

・清流長良川あゆパーク：〒501-5104 岐阜県郡上市白鳥町長滝字４２０番１０ 0575-85-2115

・ひるがのピクニックガーデン：〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０－７５ 0575-73-2311

（一社）郡上市観光連盟



ACCESS SPOT

魚つかみ体験は、子供たちに
大人気です。

移動 約20分

自家用車他

日帰り

ｽﾀｰﾄ

清流長良川
あゆパーク

ひるがの
ピクニック
ガーデン

郡上市内・市外 各地

魚に親しむ体験学習と世界農業遺産「清流長
良川の鮎」の情報発信拠点としてオープンし
ました。漁業体験を通して自然とふれあいな
がら、楽しく学び・体感できる施設です。
世界農業遺産『清流長良川の鮎』をまるごと
体験してください!!

山頂エリアには日本最大級４万株の桃色吐息

（ペチュニア）が咲き誇ります

標高1,000メートルの山頂には大日岳、白山連

峰が一望できる「Momoiroテラス＆カフェ」

がオープン

地元郡上の食材を使ったこだわりのドリンク

が楽しめます

また、コキアの丘では、ゲレンデに広がる1万

株のコキアと季節の花が楽しめます

GUJO Model Courses

各地へ

ご帰宅の方はお気を付けてお帰り下さい

郡上市内にお泊りの方は、思う存分お楽し

みください

ご家族
向け

（一社）郡上市観光連盟



GUJO Model Courses

（一社）郡上市観光連盟

雨天時でもお楽しみいただける施設（八幡町編）
郡上八幡観光協会：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０−１ 0575-67-0002

施設一覧

＜八幡町＞

・食品サンプル作り体験

さんぷる工房：〒501-4227 岐阜県郡上市八幡町橋本町956番地 0575-67-1870

サンプルビレッジいわさき：〒501-4224 岐阜県郡上市八幡町城南町２５０ 0575-65-3378

・郡上八幡博覧館：〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町５０ 0575-65-3215

郡上おどりの体験や歴史、又郡上の文化・歴史等が学べます。

・齋藤美術館：〒501-4226 岐阜県郡上市八幡町新町９２７ 0575-65-3539

茶人であった齋藤家のお茶道具、書画を展示。母屋の建物は国の登録文化財に指定されています。

・大滝鍾乳洞：〒501-4205 岐阜県郡上市八幡町安久田２２９８ 0575-67-1331

珍しい木製ケーブルカーに乗って鍾乳洞入口まで移動したり、名前の由来となった大滝が見られた

りと、老若男女問わず探検家気分でワクワクできる体験です。歩きやすい服装でお越しください！

・心の森ミュージアム遊童館：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷８４６ 0575-65-3274

絵画、牧歌の里木ぼっくり館にも展示中の木ぼっくり、木彫等の造形作品、切り紙、折り紙体験

など、郡上おどりのポスターを毎年描く水野政雄の作品を展示した美術館です。

・高畑温泉 湯之本館：〒501-4237 岐阜県郡上市八幡町那比５３７３ 0575-63-2888

長良川支流の那比川上流にある温泉です。静かな谷間にひっそりと、旅館が１軒立、湯治客向きと

なります。

・郡上温泉「宝泉」：〒501-4206 岐阜県郡上市八幡町吉野２０８ 0575-63-2311

「ホテル郡上八幡」に併設した天然温泉施設。清流長良川のせせらぎに耳を傾けながらのんびり過

ごせる露天風呂をはじめ、大浴場、バイブラ美容風呂、超音波風呂、ラドン吸入サウナなど、多彩

なお風呂が自慢です。大衆演劇の公演も好評です。



GUJO Model Courses

（一社）郡上市観光連盟

雨天時でもお楽しみいただける施設（白鳥町・高鷲町編）
白鳥観光協会：〒501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７１７−１ 0575-82-5900
高鷲観光協会：〒501-5304 岐阜県郡上市高鷲町鮎立３３２８−１ 0575-72-5000

施設一覧

＜白鳥町＞

・白山文化博物館：〒501-5104 岐阜県郡上市 白鳥町長滝402－11 0575-85-2663

大型映像による白山登山体験・郡上宝暦騒動関係史料・白山信仰史料などが展示されいます。

・食品サンプル作り体験

山の中のさんぷる屋：〒501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良６９３－２ 0575-82-2244

・清流長良川あゆパーク「里川あゆハウス」：〒501-5104 岐阜県郡上市白鳥町長滝字４２０番１０

0575-85-2115

多くの皆さんに漁業を体験する場を提供し、その振興及び発展を図るとともに、世界農業遺産

「清流長良川の鮎」に関する情報発信を行うための施設です。

・天然温泉 満天の湯：〒501-5231 岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山１－１ 0575-86-3487

スキー場初の「個室露天風呂」を併設。早朝には山々の朝焼けを、夜には満天の星空をお楽しみ

いただけます。

＜高鷲町＞

・ひるがの高原牧歌の里：〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見２７５６－２ 0575-73-2888

園内の手作り体験工房・木ぼっくりミュージアムなど雨天でもお楽しみいただけます。

・牧歌の里温泉「牧華」：〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見２３６３－２３１ 0575-73-2088

月替わりのハーブ湯や露天風呂、美しい天然林に囲まれた森林大浴場など充実した温泉施設です。

※注意「冬季限定営業」となります。

・湯の平温泉：〒501-5303 岐阜県郡上市高鷲町大鷲1792番地 0575-72-6455

４０度のナトリウム炭酸水素塩・塩化物温泉です。神経痛、関節痛などに効果があります。

・ふたこえ温泉：〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見４８－１ 0575-72-6011

総合健康施設コージュ高鷲内にある天然温泉です。アスレチックジム、温水プールと露天風呂で

楽しさ倍増です。

・まきばの森：〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見２７６０－１ 0575-73-2555

屋根付き全天候型。手ぶらでお気軽にバーベキューが楽しめます。



GUJO Model Courses

（一社）郡上市観光連盟

施設一覧

＜明宝＞

・明宝温泉湯星館：〒501-4304 岐阜県郡上市明宝奥住3428ｰ1 0575-87-2080

めいほうスキー場近くにある温泉で、神経痛、筋肉痛、冷え性、慢性消化器病などに効果があります。

・明宝歴史民俗資料館：〒501-4303 岐阜県郡上市明宝気良１５４ 0575-87-2119

耕作用具，炭焼き用具，機織り用具等の民俗資料の展示がされています。

＜大和町＞

・やまと温泉やすらぎ館：〒501-4612 岐阜県郡上市大和町剣 剣 １８９ 0575-88-9126

日帰り温泉で外観は書院造りを現代風にした新和風建築、泉質は食塩泉です。

・母袋温泉：〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣１７２８ 0575-88-4063

四季折々変わる自然を通していろんな風景を楽しむことが出来ます。春は山菜とり夏はキャンプ、秋は紅葉

冬はスキーとお子様から大人の方まで楽しめます。場内には温泉があり、心も身体もリフレッシュできます。

＜美並町＞

・日本まん真ん中温泉子宝の湯：〒501-4107 岐阜県郡上市美並町大原２７０９ 0575-79-4126

内風呂、露天風呂、ひのき風呂、釜風呂、サウナ、打たせ湯がある。特産品の販売コーナーや休憩・飲食

コーナーもあり、ゆったりとくつろげます。

・美並ふるさと館：〒501-4102 岐阜県郡上市美並町高砂１２５２－２ 0575-79-3440

円空ふるさと館には初期～晩年にかけての円空仏約95体が展示されています。生活資料館には、美並町の昔

の生活風景がジオラマを用いて再現されています。

・円空研究センター：〒501-4106 岐阜県郡上市美並町白山４３０－４ 0575-79-3700

美並町の円空、円空と歩く日本の旅、円空仏の種類、円空の国際性、円空の伝承、テーマ研究など展示して

あります。

＜和良町＞

・和良おこし協議会：〒501-4511 岐阜県郡上市和良町下洞５５４ 0575-77-2277

鼻から息を吹き込んで音を奏でる楽器「ノーズフルート（鼻笛）」等の体験ができます。

・和良歴史資料館：〒501-4507 岐阜県郡上市和良町宮地１１２１－１ 0575-77-4011

和良町の原始時代遺跡より出土した遺物や戸隠神社、宮代白山神社の宝物など文化財を展示しているほか、

国の天然記念物に指定されているオオサンショウウオが飼育されています。

雨天時でもお楽しみいただける施設（明宝・大和町・美並町・和良町編）

明宝観光協会：〒501-4301 岐阜県郡上市明宝大谷１０１５ 0575-87-2844
大和町観光協会：〒501-4607 岐阜県郡上市大和町徳永５８５ 0575-88-2211
美並総合案内所（樹木の館）：〒501-4106 岐阜県郡上市美並町白山３３２ 0575-79-9020
和良観光協会：〒501-4592岐阜県郡上市和良町沢１０５６−１ 0575-77-2211


