古い町並み と 水のみどころ
郡上八幡博覧館
食べ歩き散策
郡上おどり体験
地元観光ガイド
やなか水のこみち３館
観光バス駐車場

一般財団法人

郡上八幡産業振興公社
TEL0575-67-1819

FAX0575-67-9019

郡上八幡日和

検 索

郡上八幡散策前に、最初に見学したい施設。
城下町の見どころを『水』『歴史』『技』『踊』に分けてわかり
やすく展示紹介。団体様は館内ガイドがご案内いたします。

郡上おどり実演時間
11 時～１２時～ 13 時～

14 時～ 15 時～

(各１５分)

個人入館料:大人５２０円 小人３１０円 ＫＢあり
団体入館料:大人４２０円 小人２５０円 ＫＢあり(２０名様から)
観光バス駐車場有り：団体入場の場合駐車料金３時間無料
駐
車
料：３時間２，０６０円 要予約

博覧館の近くには城下町に残る町並みが連なっています。道
沿いに建ち並ぶ家の前には用水が流れ、せせらぎの音がた
えません。家の玄関口には木板が必ず置いてあります。軒に
はバケツがぶらさげてあります。この説明は博覧館で聞いて
みよう!

職人町･鍛冶屋町･柳町の古い町並み博覧館より５０ｍ。

風情ある水辺のポケットパークには、おもだか家民芸館
遊童館 齋藤美術館の３つの美術館・博物館があります。
散策途中に一度は立寄りたいところです。

やなか３館入場券、博覧館にて販売中!!
大人７００円 小人４００円 ＫＢあり 木曜定休

日本一美しい山城といわれている郡上八幡城は、日本最古
の木造再建城としても有名です。城下町が一望できる絶好の
ポイントです。秋には紅葉のライトアップが最高です。
また、山内一豊の妻の出生地といわれ、道中（城山公園）
には仲睦まじい夫婦の大きな銅像もあります。
個人入館料:大人３１０円 小人１５０円 ＫＢあり
団体入館料:大人２６０円 小人１００円 ＫＢあり(２０名様から)
※博覧館との共通券がお値打ち!

博覧館から徒歩２０分。

実際に役場として使われていた旧庁舎。館内は無料休憩所
で観光案内所や地元特産品などを販売。
２階かわさきホールでは郡上おどり体験ができます。
郡上おどり体験 参加料：５２０円 ＫＢあり
（要予約 ２０名様から承ります）

城下町プラザ駐車場から徒歩５分。

吉田川に架かる郡上八幡を代表する橋がこの新橋です。高
さ１２メートル 深さ約５メートル。ビル３階に匹敵する高さは
覗き込むだけでも圧巻です。地元の子供がジャンプする事で
有名です。初心者は通称：三角岩で練習すること!!

博覧館より古い町並み（柳町）経由で５００ｍ。

昭和６０年に全国名水百選の一番手として当時の環境庁より
指定された湧水です。名の由来は、連歌の宗匠・飯尾宗祇が
この泉のほとりに草庵を結び、この湧水を愛用したことから
名付けられました。その他詳しくは博覧館で聞いてみよう!

博覧館より古い町並み（職人・鍛冶屋町）経由で５００ｍ。

長さ１１９ｍ、幅１ｍの小さな生活道路に野菜や芋を洗った
り、すすぎなどをする用水路が流れています。下流に幻の魚
イワナやあまご、上流に錦鯉が泳ぎ間近に見ることができる
城下町ならではの用水です。

博覧館より古い町並み（柳町）経由で５００ｍ。

城下町には縦横に用水が作られています。用水同士が重な
り合わないように、また上流用水と下流用水の水が混じりあ
わないように立体用水交差が作られています。道路の立体
交差点が無く、用水にあるのも水の町ならではの光景です。

旧庁舎記念館前・いがわこみちなど。

町並みを歩いていると、いたるところに水舟があります。これ
は水をためるための舟です。絶えることなく出る水は数多くの
人たちの喉を潤します。また、今ではなかなか見ることができ
ない手動ポンプ式の井戸も多くあり一度体験してみても楽し
いかも。

水舟は約１０箇所。水の味めぐりも楽しみの一つです。

博覧館では城下町のみどころや文化、歴史、郡上おどりを
ご紹介いたします。ご見学後は町並みを自由散策します。
散 策中の お楽 しみ に、 おやつを食 べな がら歩く食べ歩 き
マップが大好評です。
指定店でミシン目のクーポンと引換えてご賞味ください。
博覧館入場料：大人５２０円小人３１０円 団体２割引

博覧館見学 + 5 品食べ歩き
お１人様 1,0３５円ＮＥＴ
※

要予約 ※２０名様から団体 935 円

食べ歩きの品数によって料金が変動します。

※博覧館へご入場の無い食べ歩きにつきましては、お一人様１００円の通信手数料がかかります。

駐車料金：３時間 無

料

（博覧館入場のお客様に限り）

お問合せ：一般財団法人郡上八幡産業振興公社
TEL0575-67-1819 FAX0575-67-9019

郡上おどり保存会の講師が丁寧に指導してくれます。会場は
屋内で天候の心配もいりません。修了証の発行もあります。
その後には、クーポン付の食べ歩きマップを使って、おやつを食
べながら自由散策をお楽しみいただきます。
指定店でミシン目のクーポンと引換えてご賞味ください。

体験会場：旧庁舎記念館
踊り体験 + 5 品食べ歩き
お１人様 1,0３５円ＮＥＴ 要予約※２０名以下はご相談ください
※食べ歩きの品数によって料金が変動します。

駐車料金：３時間２，０６０円
（城下町プラザ駐車場。旧庁舎記念館まで徒歩５分）

お問合せ：一般財団法人郡上八幡産業振興公社
TEL0575-67-1819 FAX0575-67-9019

博覧館では城下町の歴史を楽しくご案内。郡上おどりの実演
もお楽しみいただけます。ご見学後、名水百選宗祇水や、
城下から見上げる八幡城、昔ながらの面影を残す紅殻格子と
袖壁の町並みなど、名所を地元観光ガイドがご案内いたしま
す。楽しいガイドを聞きながら、ゆったり流れる時間をお楽しみ
ください。

博覧館入場料
ガ イ ド 料
駐 車 料 金
お問合せ：一般財団法人郡上八幡産業振興公社
TEL0575-67-1819 FAX0575-67-9019

： お一人 ５２０円※２０名様から団体 420 円
： ２，７００円（税込） ～９０分まで 要予約
：３時間 無 料 （博覧館入場のお客様に限り）

博覧館では城下町のみどころや文化、歴史、郡上おどりを
ご紹介いたします。ご見学後は町並みを自由散策します。
途中、風情ある水辺のポケットパーク『やなか水のこみち』
の斎藤美術館・おもだか家民芸館・遊童館を見学。
ゆったり流れる郡上時間をお楽しみください。

博覧館入場料：お一人様５２０円（ＫＢあり）※２０名様団体４２０円
お問合せ：郡上八幡博覧館
TEL0575-65-3215 FAX0575-65-3218

やなか３館共通券：お一人様７００円（ＫＢあり）※木曜定休
駐 車 料 金 ：３時間 無 料 （博覧館入場のお客様に限り）

天候の心配無用!!冷暖房完備!!最大参加数５００名
プラン①：ＣＤに合わせて講師が丁寧に指導いたします
参加料：お一人様 ５２０円
所要時間：約５０分

特典：修了証進呈

※要予約

プラン②：生お囃子演奏で本番さながらの体験が実現
参加料含む一式：１５０，０００円
所要時間：約５０分
会

特典：修了証進呈

※要予約

場：郡上市総合スポーツセンター ２Ｆ アリーナ

※料金には会場費、設営費が含まれています

お問合せ：財団法人郡上八幡産業振興公社
TEL0575-67-1819 FAX0575-67-9019

天候の心配無用!!冷暖房完備!!最大参加数６００名
プラン：郡上おどり保存会が特別ステージでご披露。

所要時間：６０分

（踊鑑賞：４５分・郡上おどりミニ体験１５分）

参加料含む一式：３００，０００円 （ＫＢあり）

※要予約

料金には会場費・設営費が含まれます。

ゆったりシート６００席

お問合せ：財団法人郡上八幡産業振興公社
TEL0575-67-1819 FAX0575-67-9019

郡上おどり冊子プレゼント

会場：郡上市総合文化センター ２Ｆ文化ホール

商店名

ﾏｯﾌﾟ番号・商品イメージ

⑪

旧庁舎記念館 食堂

商品名

定休日

明方ハム「トン吉棒」

休:年末年始

地元農協が国産豚肉を使用し丹精込めて作った昔ながらの郡上明方ハム。郡上の食卓で欠かせない味。

②

地酒 上田酒店

地酒「踊り免状」

休:水曜

鍾乳洞の湧き水で造られた「踊り免状」喉ごし爽やか！

③

桜間見屋

郡上銘菓「宗祇」と「肉桂飴」セット

休:水曜 休日対応 OK

名水百選“宗祇水”にちなんだくるみの餅菓子と肉桂玉の白･黒各 1 ヶづつのセット。

④

平野本店

地酒「郡上の地酒』

不定休

母情や元文は地元で愛飲されている郡上の地酒。

⑤

COCOCHI （ここち）

「ひるがの牛乳ソフトクリーム」

不定休

郡上で愛飲されているひるがの牛乳を使ったソフトクリーム。

⑥

二代目だんごや

「みたらしだんご」

毎朝作られる米の粉 100％のだんごに秘伝のタレ。創業 50 年の味。

⑦

さんぷる工房

不定休
11/27～休業中 春に再開予定

「食べられないキーホルダー」

休:木曜 休日対応 OK

どれも食べられそうなのに食べられない･･･究極のニセモノがいっぱい！

⑧

丸一精肉店

「飛騨牛まごころコロッケ」

不定休

地元のお肉屋さん自慢のまごころコロッケは飛騨牛が使用されています！

⑨

野田軒製菓舗

「とちの実せんべい」

休:火曜 休日対応 OK

昔ながらの手焼きで香ばしい野田軒の「とちの実せんべい」。おみやげにも人気です。

⑩

ロカデリ

「ケイちゃんからあげ」

不定休

郡上名物、地元のソウルフード『ケイちゃん』がから揚げになりました

⑪

旧庁舎記念館 食堂

「白玉ぜんざい」 ※夏季は冷し

休:年末年始

地元のお母さん達が作る愛情たっぷりの田舎風ぜんざい。冬は心まで温まり、夏は冷しで！

⑫

流響の里

「ミニソフト」／「ミニかき氷」

無休

抹茶のミニソフトクリームをお楽しみ下さい。※商店の都合により味が変更になる場合もございます。

⑬

サンプルの郡上屋

「食べられないキーホルダー」

休:水曜 休日対応 OK

今日のキーホルダーは何がもらえるかお楽しみ♪(日替わりです！)

⑭

和菓子 盛進堂

季節の焼き菓子 「鮎菓子」／「栗どら焼」等

休:水曜 休日対応 OK

地元でも人気の和菓子です。季節に合わせてどうぞ。 6 月～9 月は鮎菓子、5 月～10 月は栗どら焼き

⑭

和田家

「飛騨牛コロッケ」

休:不定休

「飛騨牛乳」

休:年末年始

サックと美味しい飛騨牛コロッケ。
⑪

旧庁舎記念館売店

飛騨の新鮮で濃厚なおいし～い牛乳。コーヒー牛乳もあります。

⑯

城山製菓

「郡上駄菓子の詰め合わせ」

×

げんこつ等、昔ながらの製法で作られた懐かしい郡上駄菓子が楽しめます。

休:年末年始
休業

※
※
※

商店の臨時休業が発生した場合には代替商品にてご対応させていただきます。ご了承くださいませ。
９、16 の商品及び、お店の休日対応の場合は、マップ 11 旧庁舎記念館/14 城下町プラザ/15 博覧館等での引換えになります。
その他、内容が変更される場合もございますので、ご了承くださいませ。詳細はお問合せ下さい！

※

×の所は現在食べ歩きを休業しております。

画像はイメージです。

＜参考＞食べ歩き店舗 MAP（前頁の一覧と合わせてご覧ください）

食べ歩きマップ見本（実際にお客様にお渡しするマップです）Ａ４サイズ

この部分が食べ
歩きチケットと
なっています。

チケットの番号
とマップのお店
番号が連動して
います。

ミシン目で切
り取りやすく
なっています

駐車場から徒歩 約２分（片道）

郡上おどり実演時間
１１時～、１２時～
１３時～、 １４時～、
１５時～
（各１５分間）
※ 混雑状況等により、時間
が変更となる場合がありま
す。予めご了承ください。

‘郡上八幡’丸分かり施設。ここを見学してから散策すると、郡上八幡が更に楽しい町
になります。城下町の見どころを『水』『歴史』『技』『おどり』に分けて展示紹介してあり、
中でも 郡上おどりの実演 は必見です！貴方も一緒に踊りたくなりますよ。

入館料 : 大人５２０円

小人３１０円

※２０名から団体２割引

駐車場から徒歩 約２０分（片道）

タクシー予約で
楽々頂上へ！
郡上タクシー
０１２０－０５３１５５
コイケタクシー
０１２０－０５３１２８
フリーダイヤルは、岐阜県内で
ご利用になれます。※携帯可

司馬遼太郎氏が、著書 街道を行く の中で、「日本一美しい山城」 と称賛された郡上
八幡城は、日本最古の木造再建城としても有名です。天守閣からは城下町が一望でき、
四季折々の絶景が貴方を魅了することでしょう！

入城料 : 大人３１０円

小人１５０円

※２０名から団体５０円引

