
①
花の森
四十八滝山野草花園

④

⑥
⑦ Ⓒ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓘ

ほおのき平　　　　
天空のひまわり園Ⓖ

♨飛騨にゅうかわ温泉
宿儺の湯

Ⓗ

平湯温泉丹生川町

国府町

市街地

飛騨国府駅

高山駅

♨しぶきの湯 遊湯館

安国寺経蔵（国宝）阿多由太神社本殿
     （日本遺産）

熊野神社本殿（日本遺産）

金蔵獅子

桜野公園 岩舟河川公園

千光寺 円空仏寺宝館

Ⓐ荒川家住宅

Ⓑ匠の館 森の水族館

Ⓙ

♨荒城温泉 恵比須之湯

飛騨大鍾乳洞と
大橋コレクション館

五色ヶ原の森
案内センター

五色ヶ原の森

⑤
清峯寺 円空仏

宇津江四十八滝
県立自然公園

高山市役所

丹生川ダム

飛騨エアパーク

J
R
高
山
本
線

正宗寺

乗鞍ファーマーズマーケット

四十八滝キャンプ場

丹生川支所
芍薬街道
しゃくやく

国府支所

清見支所

岩舟の滝

にゅうかわカントリークラブ

国立乗鞍青少年交流の家

飛騨高山スキー場

銚子の滝

布引滝

飛騨ほおのき平スキー場

飛騨国府
特選館
あじか 平湯バスターミナル

ほおのき平バスターミナル

平湯温泉スキー場
平湯大滝

安房峠
（冬期通行止）

▲丸黒山

▲元服山

牛首山▲

十二ヶ岳▲

見量山▲

焼岳▲

アカンダナ山
▲

安房トンネル

乗鞍スカイライン
（マイカー規制区間）

471

41 Ⓓ

中部縦貫自動車道

②

③

158

158

361

高山IC高山IC高山IC

平湯トンネル

0 2.0㎞

国府町 丹生川町

2322

Ⓕ五色ヶ原の森
　乗鞍山麓に広がる約3,000haの森には、
滝や渓流、湿原が点在します。完全予約
制のガイドツアーで、貴重な植生を楽しむ
ことができます。 〈詳細はP.17〉

Ⓔ乗鞍スカイライン
　平湯峠から乗鞍岳畳平を結ぶ延長14.4
キロメートルの山岳観光道路。有料シャトル
バスで上る終点畳平は標高2,702mの別天
地。高山植物や雪の壁をご覧いただけます。

〈詳細はP.17〉

①宇津江四十八滝
　全国自然100選地、岐阜県名水50選地
に選定された約800haの県立自然公園で、
渓谷沿いには大小無数の滝があり、急峻な
谷あいを数々の滝が水煙をあげて落下する
さまが四季折々楽しめます。

宇津江四十八滝
 県立自然公園

国府 飛騨こくふ観光協会／高山市国府支所
http://www.hidakokufu.jp

☎0577－72－3111

飛騨乗鞍観光協会 ☎0577－78－2345
http://www.hida-norikura.com

高山市丹生川支所 ☎0577－78－1111

②花の森
四十八滝山野草花園

　宇津江四十八滝公園内の一角に、クリンソウ約
15万本、ササユリ約1万本が咲き乱れます。

☎0577-72-3948
※冬期（12/1～3/31） ☎0577-72-5526
高山市国府町宇津江3232－1
開花期間中  9：00～16：00
12月～3月
普通：150台／大型：6台
大人：300円／小人：100円

【四十八滝総合案内所】
☎0577-72-3948
※冬期（12/1～3/31）
　☎0577-72-5526
高山市国府町宇津江3235－86
通年
冬期（積雪のため滝めぐり不可）
普通：150台／大型：6台
大人：200円／小人：100円（清掃協力金）

④安国寺経蔵（国宝）

　臨済宗妙心寺派の名刹。応永15年（1408年）
建立された唐様素木造りの簡素な建物で、経蔵内
にある経本（木版一切経）を納めた八角形の輪蔵
は、回転式のものとしては日本最古のものです。

☎0577-72-2173
高山市国府町西門前474
要予約
不定休
普通車：30台／大型：3台
拝観料：500円

⑤清峯寺 円空仏

　元禄時代に清峯寺が寺山谷の
中腹にあったころ、円空上人がこ
の地に滞在し、桧材に一刀彫りし
たものと伝えられています。千手
観音は、円空の作品の中で数体
しかない大変貴重なものです。
【高山市国府支所】
☎0577-72-3111
高山市国府町鶴巣1320－2
要予約　　不定休
拝観料：300円（小学生以下無料）

⑥金蔵獅子
　金蔵獅子は、飛騨から越中にかけ各地に伝承さ
れている郷土芸能で、例祭時に奉納されます。国
府町金桶、広瀬町、上広瀬の金蔵獅子は、いず
れも岐阜県の重要無形文化財に指定されています。
【高山市国府支所】
☎0577-72-3111
【例祭開催日】
▪金　桶（冨士神社）…5月3日
▪広瀬町（廣瀬神社、度瀬神社）…5月4日
▪上広瀬（加茂神社、諏訪神社）…9月第3日曜日

【ライトアップ】4月中旬～下旬
　　　　　　  （開花に合わせて）

⑦桜野公園
　ソメイヨシノやヤマザクラ等があ
り、夜にはライトアップされます。
【高山市国府支所】
☎0577-72-3111

高山市国府町広瀬町510－1
普通車：40台

Ⓐ荒川家住宅
　荒川家は天正年間から続く旧家。主屋と
土蔵は江戸中期に建てられたもので、国の
重要文化財に指定されています。

☎0577-78-1558
高山市丹生川町大谷141
8：30～16：30
（6月～9月以外は9：00～16：00）
12月～3月…休館
普通：15台
無料

　鍾乳洞としては日本一の標高900mに位置
し、洞内は真夏でも平均気温12度、古代ロマ
ンにあふれた幻想的な世界が約800m広がっ
ています。また、大橋コレクション館には、世
界中から集めた美術品・装飾品が展示されて
います。2017年に「恋人の聖地」として認定。

☎0577-79-2211
高山市丹生川町日面1147
8：00～17：00
（11月～3月…9：00～16：00）
無休
普通：200台／大型：5台
大人：1,100円／小人：550円

Ⓑ匠の館 森の水族館
　飛騨の名工が建てた農家住宅、淡水魚を
集めた水族館、さらに昭和30年代の高山駅
沿線を再現したジオラマなどが観られます。

☎0577-79-2505
高山市丹生川町根方532
8：00～17：00
無休（冬期臨時休館有）
普通：20台／大型：3台
大人：500円／小人：400円

Ⓒ岩舟河川公園

　荒城川のほとりで、キャンプや渓流つり、
バーベキューなどが楽しめます。

☎0577-78-2818
高山市丹生川町柏原359－1
4月下旬～10月下旬まで
※営業時間：要確認
期間中 無休
普通：50台
要確認

Ⓗ飛騨にゅうかわ温泉 宿儺の湯

　ほおのき平スキー場内の宿泊施設「ジョイフル朴の木」
にある天然温泉です。

☎0577-79-2109
高山市丹生川町久手446－1
13：00～20：30
水曜日（冬期は無休）
普通：1,500台／大型：可
大人（中学生以上）：600円／小人：300円

Ⓖほおのき平 天空のひまわり園
　グリーンシーズンのほおのき平スキー場はひまわりとコス
モスでいっぱいとなります。農産物直売所も開設されます。

【ほおのき平スキーセンター】
☎0577-79-2244
高山市丹生川町久手447
8月上旬から9月上旬
期間中 無休
普通：1,500台／大型：可
入園料:大人：300円／子ども：200円

Ⓘ千光寺 円空仏寺宝館

　1200年の歴史を誇る高野山真言宗の名刹。両面宿儺
や不動明王など63体の円空仏が拝観できます。

☎0577-78-1021
高山市丹生川町下保1553
４月～１１月　9：30～16：30
火曜日
普通：20台
大人：500円／高校生：200円／小中学生：100円

Ⓙ銚子の滝

　落差25m、銚子の形に似ていることから
名付けられました。

高山市丹生川町旗鉾
通年（ただし冬期は車輌通行不可）
普通：37台／大型：7台

Ⓓ飛騨大鍾乳洞と
大橋コレクション館

③宇津江四十八滝温泉
しぶきの湯 遊湯館

　遠赤外線サウナ、塩サウナ、露天風
呂、岩盤浴などがある日帰り温泉施設
です。

☎0577-72-5526
高山市国府町宇津江964
4月～10月 10：00～21：30
11月～3月 10：00～21：00
木曜日（祝日の場合は翌日）
普通：100台／大型：5台
大人：620円／小人：410円
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車いす可 車いす可（一部不可） トイレ 多目的トイレ（オストメイト対応） 車いす貸出（施設内） 電気自動車用急速充電器

（日本遺産）

田上家住宅（日本遺産）

正宗寺、芍薬街道正宗寺、芍薬街道正宗寺、芍薬街道
正宗寺は「芍薬の花寺」として
知られているほか、沿道を
芍薬の花が彩ります。
 5月～6月が見頃。

荒城神社本殿
（日本遺産）

子安観音


