ほっと岐阜おもてなし施設一覧 （2019.7.1時点）
地域

市町村

カテゴリ-

施設名

所在地

電話番号

HPアドレス

営業時間

定休日

県内各店舗

058-265-2111
（代）

http://www.juroku.co.jp/

岐阜市宇佐4-1-22

058-271-1313

http://www.kenbi.pref.gifu. 10:00～18:00
lg.jp
（展示室への入場は17:30まで）

岐阜市橋本町1-10-1
アクティブＧ 2Ｆ

058-212-3255

http://giftsshop.jp/

岐阜市長良51-2

058-210-1555

5/1～10/15 9:00～19:00
http://www.ukaimuseum.jp （入館締切18:30）
/
10/16～4/30 9:00～17:00
（入館締切16:30）

5/1～10/15 休館日なし
（一部指定日除く）
10/16～4/30毎週火曜日
（祝日の場合は翌平日）

岐阜市橋本町1-10
ＪＲ岐阜駅2F

058-264-2333

http://www.kaihan.co.jp/s
11:00～23:00
howashokudo/

無休

しょうわしょくどう ぎ ふ しまてん

岐阜市北島6-1-1

058-296-5666

http://www.kaihan.co.jp/s
17:00～5:00
howashokudo/

無休

食べる

しょうわしょくどう かさまつてん

岐阜市中鶉3-33-5

058-274-1321

http://www.kaihan.co.jp/s
17:00～5:00
howashokudo/

無休

岐阜市

食べる

しょうわしょくどう ろくじょうてん

岐阜市六条東2-4-1

058-268-4555

http://www.kaihan.co.jp/s
17:00～5:00
howashokudo/

無休

岐阜市

その他

https://www.jnetrentacar.co.jp/

無休

その他

かぶしきがいしゃ じゅうろくぎんこう

県内全域

―

岐阜地域

岐阜市

岐阜地域

岐阜市

岐阜地域

岐阜市

岐阜地域

岐阜市

食べる

しょうわしょくどう

岐阜地域

岐阜市

食べる

岐阜地域

岐阜市

岐阜地域
岐阜地域

株式会社 十六銀行

学ぶ・ ぎふけんびじ ゅつ かん
見学する 岐阜県美術館
買う

THE GIFTS SHOP

学ぶ・ ながらがわ
見学する 長良川うかいミュージアム
ぎ ふ てん

昭和食堂 アスティ岐阜店
昭和食堂 岐阜島店
昭和食堂 笠松店
昭和食堂 六条店

ギフエキ マエミセ

Ｊネットレンタカー 岐阜駅前店

学ぶ・ せかいたんすいぎょえんすいぞくかん
見学する 世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ

岐阜市加納栄町通2丁目18
058-274-0582
番地

アクティブＧ休館日に準じる

平日9:30～17:00（最終入館16:00）
無休（臨時休館あり。詳しくは施
土日祝9:30～18:00（最終入館17:00） 設までお問い合わせください）

岐阜地域

各務原市

遊ぶ

岐阜地域

各務原市

買う

岐阜地域

山県市

食べる

てんこもり農産物直売所

岐阜地域

羽島市

その他

Ｊネットレンタカー 岐阜羽島駅前店

西濃地域

大垣市

食べる

かざじ ぞ う

に くしょういってつ

大垣市波須2-24-3-2

0584-81-8185

りょうていよんとり

大垣市東外側町1-15

0584-78-2843

http://www.yontori.com/

大垣市船町2丁目26番地1

0584-84-8430

http://www.ogakikanko.jp/
（大垣西美濃観光ポ-タル 9:00～17:00
サイト「水都旅」）

12月29日～1月3日

大垣市高屋町1-52-1

0584-78-1010

http://ukokkei-shop.com/ 9:30～18:00

月曜日

大垣市南頬町4-50-6

0584-73-2848

西濃地域

大垣市

食べる

西濃地域

大垣市

食べる

西濃地域

大垣市

西濃地域

大垣市

ぎ ふ

かわしまてん

岐阜おみやげ川島店

のうさんぶつちょくばいじょ

ギフハシマエキマエテン

風地蔵
肉匠 一鉄
料亭 四鳥

学ぶ・ お く ほそみち
ち き ね ん かん
見学する 奥の細道むすびの地 記念館

http://aquatotto.com/

8:00～20:00（12/31～1/3は9:00～
18:00）

月曜日
（休日の場合は翌平日）
2018.11.4から長期休館

各務原市

河川環境楽園オアシスパーク

0586-89-8200

平日10:00～19:30
土、日、祝日10:00～19:00

土・日・祝・
年末年始（12/31～1/3）

岐阜地域

かせんかんきょうらくえん

各務原市川島笠田町1453

9:00～15:00

各務原市川島笠田町15640586-89-6766
1

9:30～22:30
http://www.oasispark.co.jp （観覧車は10:00～22:00
/
最終乗車は営業時間の30分前）
1～3月中旬は19:00まで

年7回の休園日あり。詳しくはHP
をご確認下さい。

各務原市川島笠田町15690586-89-7015
1

https://www.gifubest.jp/

9:00～18:00

全園休園日を除き 年中無休

山県市小倉755番地2

0581-36-2663

http://www.tenkomoriijira.com

8:30～16:00

水曜日
1月1日～5日

羽島市舟橋町宮北1丁目5
番地1

058-391-0154

https://www.jnetrentacar.co.jp/

8:00～20:00（12/31～1/3は9:00～
18:00）

無休

大垣市馬場町85

0584-73-0052

http://www.kazazizou.com
9:00～17:00
/
https://akr3937841489.ow 11:00～14:00 （L.o.13:40）
st.jp/
17:30～21:00 （L.o.20:30）
昼12:00～14:00
夜17:00～20:00 L.o.

年末年始（12/29～1/3）
月曜日（月1回不定休）
不定休

ちょくえいてん

買う

キャナリィ21直営店
うこっけい

烏骨鶏 ドゥースフォレ
西濃地域
西濃地域

大垣市
大垣市

西濃地域

大垣市

西濃地域

大垣市

買う
買う

おんかしつかさ こちょうあん

御菓子司 胡蝶庵
たなか や

そ う ほ ん け ほんてん

田中屋せんべい総本家本店

学ぶ・ ますこうぼう
見学する 枡工房 ますや
食べる

西濃地域

大垣市

泊まる

西濃地域

大垣市

その他

西濃地域

大垣市

その他

ほんてん

お お が き し さんそんたいけんしゅくはくしせつ お く ようろう

大垣市山村体験宿泊施設 奥養老
かぶしきがいしゃ げんだいせっけいじむしょ

株式会社 現代設計事務所
オオガキテン

Ｊネットレンタカー 大垣店

9:00～19:00

9:00～18:00

不定休

大垣市長松町1072-1

0584-93-4154

https://www.jnetrentacar.co.jp/

9:00～20:00（12/31、1/2、1/3は9:00
1/1
～18:00）

月曜日(祝日の場合は翌日)

ようろう

養老町養老1155-2

0584-32-3456

http://www.okbnet.ne.jp/~
9:00～17:00
yourou-l/

火曜日
1/10～3/15の間土日祝を除く
平日休

垂井町2158-13

0584-22-0722

http://honey-shop.jp/

無休

むら かすがようほうじょう ちょくばいじょ

買う
みつばち村・春日養蜂場 直売所
学ぶ・ せきがはらしょうにゅうどう
見学する 関ヶ原鍾乳洞
ブルーナベリーナ

関ケ原町玉1328-3
神戸町加納265

9:00～17:00

http://www12.plala.or.jp/t 9:00～16:30
0584-43-0092
amakan/
（冬季は10:00～16:00）
http://brunaberry.web.fc2.
090-1987-5043
9:00～16:00
com/

なし

他券併用不可

岐阜おみやげ川島店では、岐阜の魅力たっぷりの美
味しいもの、こだわりの品を販売しています。
山県ボーノポーク（豚肉）や美濃山県元気玉にんにくで
加工された黒にんにくなど地域食材の使用と手造りを
心掛けたお食事処です。併設の直売所では山県市産
農産物やぎふクリーン農産物にこだわって販売をして
います。お立ち寄りくださいませ。
東海道新幹線「岐阜羽島駅」北口より徒歩３分程度。
名鉄羽島線「新羽島駅」徒歩２分程度。
名神高速道路「岐阜羽島ＩＣ」から車で５分程度。
大垣にいながらにして、熊本、黒川温泉を味わえます
飛騨牛料理専門店。名産飛騨牛のすき焼き・しゃぶ
しゃぶをはじめ、ランチタイムにはお値打ちメニューも。
岐阜県産の食材と全国から取り寄せた魚介類を中心
に健脳弁当や懐石料理をお楽しみいただけます。ワイ
ン会、利き酒会などイベントも開催しています。
松尾芭蕉や「奥の細道」に関する資料展示、3D映像な
どが見られる施設。土産物販売所や休憩所も設置され
ている。
自社牧場の烏骨鶏卵100％使用。飼育、製造、販売の
一貫体制ならではの素材にこだわった烏骨鶏スイーツ
を焼き上げています。
季節の和菓子や創作銘菓が揃う和菓子専門店です。
お店は大垣市民病院正面前にございます。
安政6年創業。店先では当時より受け継がれる手焼き
の技をご覧いただけます。

会員証ご提示の方は全品5％割引

なし

お食事をしていただいたお客さまに限り、
ちょっぴりデザートのプレゼント

なし

会員証提示でレンタカー利用料金５００円OFF

なし

雑貨購入時に10％OFF、風地蔵オリジナルはがき、
もしくはカフェメニュー50円引きプレゼント
飲食セットメニューご注文毎にウーロン茶
又はオレンジジュース1杯サービス

なし

食事をしていただいた会員本人含め4名まで
他券併用不可

会員本人と同伴者のみ
他券併用不可

御食事された方にソフトドリンク1杯サービス

なし

おいしい大垣の水1本（ビン）

なし

1,500円以上お買い上げの方、店内商品10％割引

なし

一部対象外商品有
他券併用不可

1,080円以上お買い上げの方、和菓子おひとつプレゼント

なし

会員本人限り

1,000円以上お買い上げでみそ入大垣せんべい
1枚プレゼント

なし

なし

http://gendai-arch.co.jp/

9:00～17:00
（入場受付16:30まで）

養老ランド

一般道からも高速道からも入園可能な水と緑のテーマ
大観覧車オアシスホイール利用料金250円引き
パーク。入園・駐車料金無料。岐阜県産品を使用した
（650円→400円）
グルメやお土産も楽しめます。

会員証提示でレンタカー利用料金５００円OFF

0584-89-6663

http://www.yoropark.com/

遊ぶ

会員本人含め5名まで
他券併用不可

東濃を除く岐阜県の住宅に限る

大垣市本今4丁目17番地

0584-32-0501

養老町

なし

なし

年末年始（12/29～1/3）

養老町高林1298-2

西濃地域

なし

入館料金優待
木曽三川・長良川の源流から河口までと世界の淡水魚
大人 1,500円 → 1,350円 中高生 1,100円 → 990円
をテーマにした世界最大級の淡水魚水族館。
小学生 750円 → 670円 幼児（3歳以上） 370円 → 330円

中古住宅の診断業務
1棟75,000円→60,000円（税別）

チェックイン16:00～
チェックアウト10:00 まで

ようろうこうえん ようろうてんめいはんてんち

養老公園 養老天命反転地

なし

会員本人含め5名まで
素泊まりのみ。冷暖房費は割引がありません。
他券併用不可

http://www.ogakitv.ne.jp/~midorinomura/

第1、3、5月曜日
（祝祭日の場合は翌平日）

遊ぶ

なし

なし

0584-45-2287

10:00～21:00
（上り最終バス20:15）

養老町

なし

宿泊料金10％OFF

大垣市上石津町
上多良前ヶ瀬入会1-1

http://suisyounoyu.com

西濃地域

なし

なし

0584-58-1126

ゆ

南濃温泉 水晶の湯

なし

ミートコロッケ1個進呈（揚げたて）

海津市南濃町羽沢1623-3

なんのうおんせんすいしょう

会員証提示でレンタカー利用料金５００円OFF

なし

飛騨牛の名付け親 吉田ハム本店

月曜日（祝日の場合は翌日）
12/29～1/3

温まる

・平日お食事代20％OFF
・金、土、日、祭日前夜 10％OFF
・宴会時幹事様分お食事代サービス
・平日お食事代20％OFF
・金、土、日、祭日前夜 10％OFF
・宴会時幹事様分お食事代サービス
・平日お食事代20％OFF
・金、土、日、祭日前夜 10％OFF
・宴会時幹事様分お食事代サービス
・平日お食事代20％OFF
・金、土、日、祭日前夜 10％OFF
・宴会時幹事様分お食事代サービス

なし

月曜日（1月1，2，3日）

http://www.city.kaizu.lg.jp
9:30～17:00（入館は16:30まで）
/

木曽三川 ブルーベリーの里

学ぶ・ か い づ し れ き し み ん ぞ く し り ょ う か ん
見学する 海津市歴史民俗資料館

食べる

0584-78-2029

懐かしい屋台の味から名古屋名物の定番メニューまで
幅広い品揃え。大人8名様以上コースご予約で無料送
迎付き
懐かしい屋台の味から名古屋名物の定番メニューまで
幅広い品揃え。大人8名様以上コースご予約で無料送
迎付き
懐かしい屋台の味から名古屋名物の定番メニューまで
幅広い品揃え。大人8名様以上コースご予約で無料送
迎付き
懐かしい屋台の味から名古屋名物の定番メニューまで
幅広い品揃え。大人8名様以上コースご予約で無料送
迎付き
JR東海道本線「岐阜駅」南口より徒歩５分と非常に便
利な場所にございます。スタッフ一同、心より皆さまの
ご来店をお待ち致しております。

県内在住 岐阜県内に移住定住され、当行の住宅ローン
会員のみ 「移住定住支援プラン」をご利用された方

なし

0584-53-3232

海津市

神戸町

大垣市寿町1-79

歴史や鵜飼漁の様子などが迫力ある映像で見られる 展示室観覧料割引
ガイダンスシアターや、参加体験型など多彩な展示で、 大人500円→450円
鵜飼の魅力に触れられます。
小人250円→230円

その他条件

ます作り体験 10％割引

海津市萱野205-1

西濃地域

西濃地域

http://www.masuza.co.jp/ 9:00～17:00

当行は、地域の活性化に向けて共に支える地域金融
ローン金利優遇
機関として、岐阜県の人口減少に歯止めをかける一助
（新規に融資実行する対象ローンについて、店頭表示金利
となるべく、「岐阜県ファンクラブ」を通じ移住された方
から一律0.5％の金利優遇を最終期限まで適用）
の暮らしをサポートさせていただきます。
観覧料割引
さまざまな展覧会のほか、アートツアーやワークショッ
（所蔵品展示、企画展ともに団体料金でお楽しみ
プなどの催物を随時開催しています。
いただけます。）
インテリアから雑貨、食品まですべてをMADE IN 岐阜 ポイント2倍サービス
でコーディネートした店内で、お気に入りの品を見つけ 購入金額（税抜）100円＝通常1ポイント→2ポイント
ませんか。ワークショップも楽しめます。
次回購入時より 1ポイント＝1円の値引きのご利用可能

居住地
条件

現代のライフスタイルに合わせたおしゃれな枡から定
番の枡まで取り扱っています。

http://blueberrynosato.jim 9:00 ～12:00( 6月上旬～7月上旬）
do.com
9:00～16:00 （7月中旬～9月上旬）

海津市

関ケ原町

0584-78-5468

特典詳細

不定休
（ます作り体験は11月～2月まで
休み）

090-6804-8751

さと

西濃地域

西濃地域

大垣市西外側町2-8

無休 （年始休業あり）

海津市帆引新田2番割341

き そ さんせん

海津市

垂井町

0584-78-3583

水曜日（連休あり）

雨天の時
（但し6月上旬～7月上旬は
水曜日と日曜日のみ営業）

西濃地域

西濃地域

食べる

よしだ

吉田ハム本店

大垣市本町2-16

http://www.kotyouan.com
8:30～19:00
/
http://www.tanakaya9:30～18:00
senbei.jp/
（日曜日17:00）

施設紹介コメント

水曜日、年末年始、
冬期の平日 （夏期無休）
雨天休園

緑の村公園内にある、豊かな自然に囲まれた宿泊施
設です。テニスコートや研修室も完備。合宿、研修にも
ご利用いただけます。お得なグランドゴルフパックもご
用意しております。
暮らし方は人それぞれ。あなたにピッタリのワクワクす
るような自分らしい暮らし方を提案します。
JR東海本線 大垣駅・垂井駅より車で約１５分の場所
に位置しております。要予約ではございますが、無料
送迎を承っておりますのでお気軽に問合せください。

広い畑とゆったりとした通路で大自然を満喫しながらブ 入園料1,080円→900円
ルーベリー狩りをお楽しみ下さい。
（小学生540円→400円）
入館料割引
「貝塚と古墳」「輪中、低地の暮らし」「高須藩」について
大人310円 → 200円
模型や実物で楽しく学べます。
小中学生 150円 → 100円
東海三県を見渡せ四季を楽しめ日本百名月にも選ば
入館料 100円引き
れた絶景温泉。日頃の疲れを癒しに来てください。
荒川修作とマドリン・ギンズの構想による庭園。天命を 入園料割引
反転させる事が出来るかもしれません。養老天命反転 一般 750円→520円 高校生500円→370円
地はその体験場なのです。
小・中学生300円→210円
養老公園に隣接するちびっこ遊園地。20種類のアトラ 入園料
クションの他、動物ふれあい広場や鉄道ジオラマもあ 大人 600円 → 500円
る。
小人 400円 → 300円
垂井町の蜜源植物豊かな自然で採れたハチミツを試
はちみつキャンディープレゼント
食しながらお好みを選ぶことができます。
鍾乳石の奇観、造形が見もので、洞内、ニジマスが泳 入洞料割引
ぎ、化石の発見など感動いっぱい。
中学生以上 700円→600円
パウダーブルー、ブライトウェルなどの品種を中心に、
コップ1杯のお土産
ポット栽培で育てたブルーベリーを食べ放題

2名以上での事前予約

なし

特典提供時期は7月15日からシ-ズン終了まで

なし

会員本人含め2名まで

県内在住
会員本人含め2名まで
会員のみ
なし

会員本人含め2名まで
他券併用不可（県政モニタ-との併用可）

なし

会員本人含め5名まで

なし

お買い物の方

なし

会員本人と同伴者のみ

なし

特典提供時期は7月上旬から8月末

1

地域

市町村

西濃地域

揖斐川町

西濃地域

揖斐川町

カテゴリ食べる

施設名
つ き よ たに

所在地

さと

月夜谷ふれあいの里

学ぶ・
し き
かた
もろか
さと
見学する 四季と語らう 諸家の里
かわおんせんふじはし

ゆ

西濃地域

揖斐川町

温まる

いび川温泉藤橋の湯

西濃地域

揖斐川町

温まる

かすがモリモリ村 リフレッシュ館

西濃地域
西濃地域

揖斐川町
揖斐川町

食べる

むら

どころ

そば処 はなのき

食べる

はな

き こーひーてん

みち

えき やしゃがいけ

西濃地域

揖斐川町

買う

西濃地域

池田町

食べる

西濃地域

池田町

食べる

西濃地域

池田町

買う

中濃地域

関市

食べる

中濃地域

関市

買う

中濃地域

関市

買う

かん

花の木珈琲店

さと

関市

中濃地域

関市

泊まる

中濃地域

関市

温まる

中濃地域

関市

その他

揖斐川町小津987-1

0585-54-2081

揖斐川町坂内坂本
（諸家）1139番地

0585-53-2304

HPアドレス
http://www.doinakakk.com

営業時間
8:00～17:00

火曜日（夏休みは無休）

不定

不定休

揖斐川町東横山207

0585-52-1126

3月～12月 10:00～21:00
http://ibigawafujihashisp.w
1、2月 10:00～20:00
ix.com/987654321
（受付終了閉館30分前）

揖斐川町春日六合3429

0585-58-0001

http://morimorimura.com/ 10:00～21:00

水曜日（祝祭日の場合は翌日）

揖斐川町上南方1907

0585-23-1015

http://www.n-hananoki.jp/ 11:30～15:00

火曜日

揖斐川町上南方1907

0585-23-1015

http://www.n-hananoki.jp/ 8:00～18:00
http://www1.town.ibigawa.l
g.jp/kankoujyouhou/mitino 8:00～17:00
eki/yasyaikesato.html

火曜日

0585-53-2262

サンローヤル

池田町本郷1368-4

0585-45-2876

http://sunroyale.favy.jp/

11:00～22:00

水曜日

池田町青柳80-23

0585-45-2171

http://www.ogakitv.ne.jp/~sirakiya/

昼11:00～14:00
夜17:00～22:00

水曜日

池田町片山1953-1

0585-45-2068

http://www.zuisoen.co.jp

10:00～17:00

水曜日、年末年始

関市大杉567-10

0575-25-1588

http://www.minoseki.net/ 9:00～17:30

なし

は も の や さんしゅう

関市小瀬950-1

0575-28-5147

http://www.hamonoyasan.
8:30～17:00
com/

1月1日

みち

関市下之保2503-2

0575-49-3797

http://www.michinoekiheisei.nksv.net/

9:00～18:00

12月30日～1月1日

4月-10月 9:00-16:30
11月-3月 9:30-16:30
（入館は16:00まで）

月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

しら き や

白喜屋
ちゃ

ずいそうえん みち

えき いけだおんせんてん

お茶の瑞草園 道の駅 池田温泉店
さ とのうえん み

せき

ふる里農園 美の関
刃物屋 三秀

えき へいせい

道の駅 平成

AUTO CAMPING TACランドいたどり
いたどりがわおんせん

板取川温泉 バーデェハウス
セキテン

Ｊネットレンタカー 関店

0575-28-3111

http://www.gifukenpaku.jp

関市板取3693-3

0581-57-2200

http://campgifu.jimdo.com
/キャンプ場ガイド/tacラン 8:00～17:00
ドいたどり/

無休

関市板取4175-9

0581-57-2822

http://www.itadorikankou.jp/

10:00～21:00

水曜日

関市円保通2丁目3-5

0575-21-7557

https://www.jnetrentacar.co.jp/

9:00～20:00（12/31、1/3は9:00～
18:00）

1/1、1/2

中濃地域

美濃市

中濃地域

美濃市

学ぶ・ きゅういまいけじゅうたく み の し り ょ う か ん
見学する 旧今井家住宅・美濃史料館

美濃市泉町1883

0575-33-0021

http://www.city.mino.gifu.j 4月～9月 9:00～16:30
p/
10月～3月 9:00～16:00

中濃地域

美濃市

学ぶ・ み の わ し
かん
見学する 美濃和紙あかりアート館

美濃市本住町1901-3

0575-33-3772

http://www.city.mino.gifu.j 4月～9月 9:00～16:30
p/
10月～3月 9:00～16:00

中濃地域

美濃市

美濃市相生町2249

0575-33-0621

http://www.kaminoshigoto.
10:00～17:00
com

美濃市2632-1
（女性商工会館内）

0575-33-0760

http://npomino.jp

中濃地域

美濃市

その他

カミノシゴト
ほうじん み の

NPO法人 美濃のすまいづくり
ぶんか

中濃地域 美濃加茂市

学ぶ・ みのかも文化の森
見学する み の か も し み ん
美濃加茂市民ミュージアム

中濃地域 美濃加茂市

食べる

中濃地域

可児市

その他

中濃地域

郡上市

遊ぶ

中濃地域
中濃地域
中濃地域

もり

美濃加茂市新池町1-9-1
ウィンズ山手1F

0574-27-6884

なし

花フェスタ記念公園

可児市瀬田1584-1

0574-63-7373

http://www.hanafes.jp/ha
9:00～17:00
nafes/

ホワイトピアたかす

郡上市高鷲町鷲見512

0575-72-6311

http://www.whitepia.jp/

こーひーくらぶ

はな

き ね ん こうえん

郡上市

学ぶ・ こ き ん でんじゅ さ と
見学する 古今伝授の里 フィールドミュージアム

郡上市大和町牧912-1

郡上市

学ぶ・ おおたきしょうにゅうどう
見学する 大滝鍾乳洞

郡上市八幡町
安久田大棟2298

0575-67-1331

郡上市高鷲町大鷲3250

0575-72-5511

郡上市

泊まる

わしがたけこうげん

鷲ヶ岳高原ホテル レインボー
えん

遊ぶ

ダイナランド ゆり園

中濃地域

郡上市

遊ぶ

高鷲スノーパーク

郡上市

買う

たかす

き よ う じん

器用人
しょくひん

郡上市

遊ぶ

9:00～15:00

http://www.forest.minoka
9:00～17:00
mo.gifu.jp/

郡上市

中濃地域

0575-34-8111

0574-28-1110

中濃地域

中濃地域

美濃市蕨生1851-3

美濃加茂市蜂屋町
上蜂屋3299-1

珈琲倶楽部 ペパーミント

水曜日

関市小屋名1989

http://www.city.mino.gifu.j 9:00～17:00
p/minogami/
（受付16:30）

0575-88-3244

8:00～18:00

8:00～16:30

9:00～17:00（4月～11月）
http://www.kokindenju.co
10:00～16:00（12月、1月～3月）
m
※施設により異なる
http://www.ootakicave.co
8:30～17:00
m/
http://hotel.washigatake.jp
7:00～21:00
/rainbow/

郡上市高鷲町西洞3035-2

0575-72-6636

http://www.dynaland.co.jp
9:00～17:00
/yuri/

郡上市高鷲町西洞3086-1

0575-72-7000

http://www.takasu.gr.jp/

平日 8:00～16:30
土日祝 7:30～16:30

火曜日（※火曜日が祝日の場合
は翌日休館）
祝日の翌日
（翌日が土・日の場合は開館）
12月29日～1月3日
12月～2月の火曜日
（3月～11月が無休）、
祝日の翌日 （※火曜日が祝日の
場合は翌日休館）、
12月29～1月3日
火曜日、祝日の翌日
（※火曜日が祝日の場合は
翌日休館）
12月29～1月3日
月・火・水・木（ただし祭日・祝日
は営業）
年末年始
土日祝日

こうぼう

火曜日（祝日の場合は翌平日）
12/26～1/1
及び1月、2月の平日
不定休
開園期間中(2018.7.7～8.26)なし

スキ-場営業期間中は無休

郡上市

遊ぶ

ものがたり

(株)HEAT BALLOON物語

中濃地域

郡上市

遊ぶ

ひるがのピクニックガーデン

中濃地域

郡上市

遊ぶ

ひるがの高原スキー場

こうげん

じょう

入場料100円引き

会員本人含め5名まで

なし

会員本人・同伴者のみ

なし

茶アイスクリーム30円引き

なし

体験後、10名以上でバーベキューを予約の方については
季節の野菜等プレゼント（1袋）

なし

ステンレス製ミニ耳かきプレゼント

なし

特産品の「平成椎茸すなっく」を8％引き

なし

百年公園の自然豊かな里山の中にあり、自然・人文両
入館された方へ記念品の進呈
分野の資料を多数展示する総合博物館
超清流を誇る板取川と緑の木立、広々フラットなサイト
が自慢のファミリーに最適な高規格リラックスキャンプ 利用料10％OFF
ステーション。
入泉料割引
板取川のほとり大自然に囲まれた秘湯でココロもカラ
大人600円→500円
ダもキレイに・・・。
小人300円→250円

なし
なし

会員本人のみ

1家族1個

なし

なし

会員本人のみ

なし

1家族5名まで

長良川鉄道越美南線「関口駅」より車で５分、「関駅」より車で
１０分、「刃物会館前駅」より車で１５分の場所に位置してお
会員証提示でレンタカー利用料金５００円OFF
り、それぞれの駅までの無料送迎を行っております。送迎に
はご予約が必要となりますので、お気軽にお問合せください。

なし

美濃和紙の伝統と技を紹介する参加体験型のテーマ
パーク。和紙の歴史や製造方法を紹介した展示室を始 入館料100円引き
め、紙すきの実演見学・体験ができる。

なし

会員本人のみ

最も古いうだつの形式を残す和紙問屋です。豪商たち
2館共通券 100円OFF
が富と粋を競った、芸術的な「うだつ」が見られます。

なし

会員本人のみ
他券併用不可

美濃市の、秋の夜の風物詩である美濃和紙あかりアー
ト展。
2館共通券 100円OFF
このイベントを再現し、年間通してご覧頂ける施設で
す。

なし

会員本人のみ
他券併用不可

伝統ある美濃和紙の、次世代への継承を目的として美 1,000円以上お買い上げの方に、オリジナル
濃和紙の職人達と共に作られたお店です
マスキングテーププレゼント

なし

1,000円（税抜）以上お買い上げの方

移住希望者に空き家を紹介

なし

和歌をテーマにした博物館。名建築や桜、ぼたん、紅
葉の名所。フレンチレストラン「ももちどり」等も併設。
東海地区最大級の観光鍾乳洞です。落差30mの大滝
や、様々な鍾乳石が鑑賞できます。
高鷲ICよりお車で5分！飛騨高山へのアクセス約1時
間。大自然を満喫ください。

粗品進呈

なし

会員本人、同伴者のみ

なし

会員本人含め4名まで

なし

会員本人のみ

なし

特典提供開始はオ-プン日（11月）から

入館された方にオリジナルキーホルダー
またはオリジナルポストカード（3枚）進呈

なし

会員本人のみ

大滝鍾乳洞 入場料金 15％割引

なし

他券併用不可

宿泊料金10％割引

なし

特典提供開始は4月8日から

なし

本人含め5名まで
他券併用不可
特典提供開始は7月7日から

入園料割引
西日本最大級の360万輪のゆりが咲き誇る高原の花
大人 1,000円→800円
園
子供 400円→350円
平日リフト1日券
ダイナランドとの共通1日券で滑走できるコースは西日
4,900円→3,500円
本最大級のダントツビッグスケール！
特日リフト1日券＋食事券1,000円分
初心者から上級者まで楽しめます！
5,900円→5,600円
良質な木製品とこだわりの木工ワークショップで楽しめ 取扱いの木製品購入で、木工体験ワークショップの
ます！
料金より200円引き

体験場所:郡上市八幡町有
坂

090-8133-4241

https://heatballoonmonog
7:00～10:00
atari.jimdo.com/

夏休み期間以外の平日と
イベント出張のある土日祝日

熱気球に乗ってふわり体験！水陸両用車「ARGO」で
爽快な旅へ！

営業期間中無休

なし

お食事の方にデザートサービス

築150年の町家造りの店内で食品サンプルを使った
キーホルダー等のおみやげを販売しています。

http://www.hiruganokogen
8:00～16:30
.com

会員本人のみ

お食事をされた方にデザートサービス

県産品を使った食事やお菓子を提供しています。広い
スペースでゆったりとした時間をお過ごしください。
緑あふれる 池田山と池田温泉でほっとできる町です
地元の食材を楽しんでいただけます。
各種の美濃いび茶を試飲しながら、お好みの用途に合
わせてお選び頂けます。お茶を使ったアイスクリーム
等が好評販売中です。
6万坪の大地にイチゴ、トマト、ブルーベリーなど野菜が
ほほ笑む農業交流施設。バーべキューや動物とふれ
あうことができます。
関市内で製造された刃物類を工場直売。併設された関
刃物ミュージアムも入場無料
特産品の椎茸を中心に販売する売店や飲食コーナー
があります。足湯、裏山にあります「しあわせ気の森公
園」やパターゴルフ場が完備しています。

年末年始

0575-73-2311

なし

会員本人のみ
2個まで

http://samplekobo.com/

郡上市高鷲町
ひるがの4670-75

会員本人含め5名まで

なし

0575-67-1870

営業期間中無休

なし

ダチョウコロッケ150円→100円

郡上市八幡橋本町956

http://www.hiruganokogen
8:30～17:00
.com/summer

なし

この地域で採れた新鮮な野菜や特産品の販売、特に
ダチョウ料理やダチョウ製品が有名です。

水曜日

0575-73-2311

その他条件

入浴料割引
大人 410円→370円
小人 210円→190円
地元産そば粉を使ったそばがきを召し上がって
いただけます。
世界のコーヒー（ストレート）50ｇ進呈

https://www.kiyoujin.com/ 10:00～17:00

郡上市高鷲町
ひるがの4670-75

居住地
条件

薬草の宝庫伊吹山で採れた薬草を利用した薬草風呂
でリフレッシュしてみませんか。レストラン・売店も利用
できます。
地元西濃地方で収穫されたおそばを召し上がっていた
だけます。
水が清らかだとコーヒーもこんなに美味しい

0575-67-9337

さんぷる工房
中濃地域

自然をとことん遊びつくそう！！都会では味わえない田
BBQ用鉄板（540円）か鋼（320円）を無料に
舎体験をどうぞ！！
コースターやショールなどの手織り体験やグラスなどに
オリジナルの絵や文字を砂を吹き付けて彫刻する体験 体験料10％ＯＦＦ
ができます。

郡上市八幡新町942

9:00～17:00

特典詳細

博物館と美術館を併せ持つ遊びながら学べるミュージ
月曜（ただし、祝日の場合は開館
有料展覧会の観覧料を、団体割引金額でご覧
アム。森の中の散策路を歩いて季節の植物を探してみ
し、直後の平日休館）
いただけます。
るのも楽しいですよ。
心をこめて一杯ずづ抽出した香り豊かなコーヒーのお
不定休
もてなし、ジャズの流れに包まれて、くつろぎの時間を ケーキセット、ワッフルセットをセット代金より100円引き
お過ごし下さいませ。
火曜日（火曜日が休日の場合は
7,000品種30,000株のバラがご覧いただける、世界最
翌平日）、年末年始、但しバラま
ちょっぴりプレゼント（現在は花の種1袋）
大級のバラ園です。
つり期間は無休
アイスクラッシュシステムにて11月中旬より営業。雪質
シ-ズン中無し
未定
抜群。鷲ヶ岳と乗り入れワシトピアで楽しさ広がる

そ う さ くかん

食品サンプル創作館

施設紹介コメント

毎週木曜日（祝日の場合は翌日）
奥深い緑の中、満点の星空の下、湧き出る温泉
／年末年始 12/31、1/1

揖斐川町坂内広瀬306

学ぶ・
み の わ し
さとかいかん
見学する 美濃和紙の里会館

買う

定休日

道の駅 夜叉ヶ池の里さかうち

学ぶ・ ぎふけんはく ぶつ かん
見学する 岐阜県博物館

中濃地域

電話番号

本人含め5名まで

県内在住
他券併用不可
会員のみ

特典提供開始は12月15日から

なし

1,000円以上購入の方

チョコレートキーホルダープレゼント

なし

1,000以上の買い物、
又は食品サンプルづくりの体験

グループ全員20％OFF

なし

入園料割引
ひるがの高原スキー場のゲレンデに広がる1万株のコ
大人 500円→450円
キアと季節の花畑が鑑賞できる。
小人 300円→250円
インターから近く国道沿いで安心アクセス。初心者・ファ
未定
ミリー向けのスキー場

なし

小人は4歳以上小学生以下

未定

特典内容及び特典提供開始時期は後日公表

2

地域

市町村

カテゴリ-

中濃地域

富加町

学ぶ・ ま つ い や し ゅ ぞ う し り ょ う か ん
見学する 松井屋酒造資料館

富加町加治田688-2

0574-54-3111

中濃地域

七宗町

学ぶ・ に ほ ん さ い こ いしはくぶつかん
見学する 日本最古の石博物館

七宗町中麻生1160

0574-48-2600

中濃地域

七宗町

七宗町中麻生1169-1

0574-48-2511

白川町河東3500-1

0574-75-2146

東白川村神土606

0574-78-3222

http://komorebinosato.co
9:00～17:00
m/

水曜日

東白川村五加3323-1

0574-78-3358

https://shirakawachaya.ji
mdo.com

火曜日
1～3月中冬季休業

東白川村神土426-1

0574-78-3192

http://www.furusatokikaku
9:00～17:00
.com/tuchinoko.htm

御嵩町御嵩1446

http://hanazushi.html.xdo
080-3670-4552
11:00～ （相談に応ず）
main.jp/

買う

施設名

ロックタウンプラザ
みち

中濃地域

白川町

温まる

所在地

えき み の しらかわ

電話番号

HPアドレス
http://matsuiyasake.jimdo.com/

なし

かん

道の駅 美濃白川ふるさと館ピアチェー
レ

中濃地域

東白川村

遊ぶ

中濃地域

東白川村

食べる

中濃地域

東白川村

中濃地域

御嵩町

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

東濃地域

多治見市

さと

こもれびの里
しらかわちゃや

白川茶屋

学ぶ・
かん
見学する つちのこ館
学ぶ・
はな
見学する みたけ華ずし
遊ぶ

あ づ ち ももやま と う じ

さと

こうぼう

安土桃山陶磁の里 ヴォイス工房

学ぶ・ たじみしぶんかこうぼう
見学する 多治見市文化工房 ギャラリーヴォイス
買う

み の やき

美濃焼スクエア

学ぶ・
た じ み し み の やき
見学する 多治見市美濃焼ミュージアム
学ぶ・ いち の く ら
びじゅつかん
見学する 市之倉さかづき美術館
学ぶ・
とうきはくぶつかん
見学する こども陶器博物館

営業時間

定休日

10:00～16:00

月曜日、年末年始

9:00～16:30（入館16:00まで）

木曜日（祝日の場合翌平日）
1，2月は水・木定休

平日9:00～17:00
土・日・祝日 9:00～17:30

木曜日（季節により変動あり）

売店 9:00～18:00
温泉 10:00～21:30

水曜日、年末年始

3～4月、9～12月 8:00～16:00
5～8月 8:00～17:00

水曜日
完全予約制（5日前までに）

多治見市東町1-9-17

0572-25-2233

http://kds-kiln.co.jp/vkobo/

10:00～18:00（受付16:00まで）

火曜日

多治見市本町5-9-1
たじみ創造館3F

0572-23-9901

http://g-voice.chu.jp/

10:00～18:00

水曜日（祝日を除く）

多治見市旭ヶ丘10-6-33

0572-27-2889

多治見市東町1-9-27

0572-23-1191

多治見市市之倉町6-30-1

0572-24-5911

http://minoyakisquare.co
10:30～17:30
m/
http://www.tajimibunka.or.jp/minoyaki_muse 9:00～17:00（入館は16:30まで）
um/
http://www.sakazuki.or.jp/ 10:00～17:00（入館は16:30まで）
http://museum.kanesho.c
10:00～17:00
o.jp/
http://www.cpm10:00～18:00
gifu.jp/museum/01.top/ind
（展示室への入場は17:30まで）
ex1.html
営業時間、定休日が施設により異な
http://www.cpm-gifu.jp/ ります。詳しくはお問い合わせ下さ
い。

年末年始（12/29～1/4）
月曜日
（祝日の場合は翌平日）
火曜日、年末年始

多治見市旭ヶ丘10-6-67

0572-27-8038

学ぶ・ ぎふけんげんだいとうげいびじゅつかん
見学する 岐阜県現代陶芸美術館

多治見市東町4-2-5
（セラミックパ-クMINO内）

0572-28-3100

学ぶ・
見学する セラミックパークMINO

多治見市東町4-2-5

0572-28-3200

多治見市若松町37647

0572-21-5233

http://www.kaihan.co.jp/s
17:00～翌5:00
howashokudo/

無休

多治見市富士見町3-68-1

0572-25-7267

http://www.voicetougei.com/

10:00～18:00（受付15:00）

水曜日

岐阜県多治見市宝町11丁
目38番地1

0572-21-2543

https://www.jnetrentacar.co.jp/

9:00～20:00（12/31、1/2、1/3は9:00
1/1
～18:00）

中津川市阿木2897-1

0573-63-3070

http://www.aginakanoshima.com/

夏9:00～18:00
冬9:00～17:00

年末年始（12/29～1/2）

中津川市千旦林1-15

0573-62-1545

http://www.chicory.jp/

8:30～17:00

年末年始

やまもとのうえん

中津川市落合1336-475

0573-69-3355

9:00～17:00

10月以降不定休

みち

中津川市川上1849-3

0573-74-2376

http://www.kawaue.jp/~log
9:00～17:00
o2001/kh.mitinoeki.html

火曜日

中津川市中津川913-10

0573-65-7000

http://www.enafukudo.jp/ 8:30～19:00

火曜日（9月～12月は無休）

中津川市加子母3900-29

0573-79-3319

http://kashimozanmai.com
8:30～17:00
/

元旦 ／
食堂のみ毎月第2水曜日

食べる

東濃地域

多治見市

遊ぶ

東濃地域

多治見市

その他

東濃地域

中津川市

遊ぶ

東濃地域

中津川市

食べる

東濃地域

中津川市

食べる

東濃地域

中津川市

買う

東濃地域

中津川市

買う

東濃地域

中津川市

食べる

東濃地域

中津川市

その他

東濃地域

瑞浪市

東濃地域

瑞浪市

しょうわしょくどう た じ み てん

昭和食堂 多治見店

ボイスオブセラミックス
タジミテン

Ｊネットレンタカー 多治見店
あ ぎ がわ こ

じょう

阿木川湖パタ-ゴルフ場
むら

ちこり村

山本農園

えき ご ぼく

道の駅 五木のやかた・かわうえ
え な ふく どう

恵那福堂
みち

えき か し も

かん

道の駅 加子母ゆうらく館

ナカツガワ エキマエテン

Ｊネットレンタカー 中津川駅前店
学ぶ・ み の か ぶ き はくぶつかん あいおい ざ
見学する 美濃歌舞伎博物館 相生座
学ぶ・
なかせんどう
見学する ミュージアム中仙道

東濃地域

瑞浪市

食べる

しょうわしょくどう みずなみてん

東濃地域

恵那市

食べる

みち

東濃地域

恵那市

昭和食堂 瑞浪店
えき

いち やまおか

道の駅 おばあちゃん市・山岡

学ぶ・ にほんたいしょうむら
見学する 日本大正村

東濃地域

恵那市

遊ぶ

東濃地域

恵那市

食べる

え な き ょ う ゆうらんせん

恵那峡遊覧船
みち

えき

道の駅 らっせぃみさと

中津川市太田町3丁目4番8
0573-65-1154
号
瑞浪市日吉町8004-25

0572-69-2126

瑞浪市明世町戸狩331

0572-68-0505

https://www.jnetrentacar.co.jp/
http://www.nakasendou.jp
/aioiza/
http://www.nakasendou.jp
/museum/

毎週月曜・火曜
月曜日
（祝・休日の場合はその翌平日）
営業時間、定休日が施設により
異なります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

8:00～19:00（8/13は8:00～17:00、
12/31～1/3は9:00～18:00）

無休

10:00～16:00

月曜日・不定休（事前にご確認く
ださい）

9:00～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日）

瑞浪市薬師寺3-28-1

0572-21-5233

月～金、日、祝日、祝前日
http://www.kaihan.co.jp/s
17:00～翌3:00
howashokudo/
土曜日17:00～翌5:00

恵那市山岡町田代1565169

0573-59-0051

http://oba-chan.enat.jp/

9:00～18:00（11～2月は17:00）

恵那市明智町1884-3

0573-54-3944

http://www.nihontaishomura.or.jp

9:00～17:00
年末年始（12/29～1/3）
(冬期 12/15～2月末 10:00～16:00）

無休
年末年始（12/29～1/1）

施設紹介コメント
約300年前の酒蔵です。岐阜県重要有形民俗文化財
に指定されています。
「日本最古の石博物館」では、日本最古の石・地球最
古の石などが展示されています。タイムスリップエレ
ベーターで20億年前の太古のロマンいっぱいの世界
へ。
七宗町道の駅「ロック・ガーデンひちそう」内にある物産
施設です。醤油フランク、五平餅などが人気です。
施設内に美濃白川茶と白川ハムの加工場があり製造
直売しています。温泉は天然温泉で泉質はアルカリ性
単純温泉です。
感動体験が味わえるわくわく体験ランドこもれびの里。
自然の素材を使ったクラフト体験、食の体験、山村体
験など。レストランでは地元の素材を活かした料理が
味わえます。
地元の食材を使ったおばちゃんたちがまごころこめて
作った食べ物がいっぱいあります。
2階はつちのこの目撃証言をまとめた資料と、動く模型
を6体展示。1階は、つちのこグッズや特産品の「とまと
のまんま」を販売
フランス、タイ、中国でも”作って楽しい、面白い、簡単”
と大好評の”世界の華ずし”を是非体験してください。
「安土桃山陶磁の里公園」内の四季折ーの景観をお楽
しみ頂きながら、落ち着いた雰囲気で作陶して頂けま
す。
美濃焼の器にカラフルな上絵付けを気軽に楽しめま
す。ギャラリースペースでは主に陶芸の企画展を開
催。
美濃焼卸センター内陶磁器即売店。高品質の陶磁器
が値打ちに手に入ります。

特典詳細
入館料割引
大300円→200円 小200円→100円
入館料割引
一般300円→240円
小・中学生100円→80円
70歳以上・高校生200円→160円

なし

なし

温泉入浴料 50円割引

なし

本人のみ
他券併用不可

ドリンクチケット1枚進呈

なし

会員本人のみ

ドーナッツを1個進呈

なし

会員本人のみ

つちのこ資料館の入場料無料

なし

体験料金1割引

なし

作陶体験コース料金割引
※コースにより料金が異なります。
※割引対象に送料は含みません。

なし

要予約

上絵付け体験料10％OFF

なし

要予約
送料別
他券併用不可

販売価格の5％引き

なし

半額セ-ル品、作家物を除く

なし

会員本人含め5名まで

入館者にオリジナルグッズプレゼント

県内在住
会員のみ

入館料10％OFF

なし

先着100名にポストカード（5枚セット）進呈

なし

会員本人のみ
先着100名

作陶体験料金・ショップ&ギャラリーMI-NO陶磁器
お買い上げの合計金額から10％割引

なし

会員本人のみ

・平日お食事代20％OFF
・金、土、日、祭日前夜 10％OFF
・宴会時幹事様分お食事代サービス

なし

オリジナル陶製マグネットを1人1個進呈

なし

会員証提示でレンタカー利用料金５００円OFF

なし

大人（高校生以上）930円→830円
子ども（中学生以下）520円→420円
70歳以上720円→620円

なし

農薬・化学肥料を使わない発芽野菜プレゼント

なし

ぶどう狩り、りんご狩り
入園料100円引き

なし

大人のみ

挽きたて1杯だてのコーヒー50円引き

なし

会員本人・同伴者のみ

お買い上げされた方に栗きんとんおこげ1袋プレゼント
（会員本人限り）。
店内にてお茶とお菓子のサービス。
栗きんとんおこげのない季節には他の商品に代わります。

なし

お食事後アフターコーヒーサービス

なし

会員証提示でレンタカー利用料金５００円OFF

なし

ご入館でオリジナルグッズプレゼント！

なし

ご入館でオリジナルグッズプレゼント！

なし

・平日お食事代20％OFF
・金、土、日、祭日前夜 10％OFF
・宴会時幹事様分お食事代サービス

なし

山岡細寒天サラダ用カットプレゼント

なし

日本大正村有料施設入館料 100円割引

なし

恵那市大井町奥戸2709104

0573-25-4800

http://www.tohsyoh.jp/shi 4/1～11/30 9:00～16:00
p/ship.html
12/1～3/31 10:00～15:00

恵那市三郷町佐-良木
1461-1

0573-28-3310

http://www.rassei.com/

9:00～18:30

月曜日（祝日の場合は翌日）

9:30～17:00（入館は16:30まで）

月曜日（祝日を除く）、
祝日の翌日（土日祝日を除く）、
年末年始
展示替えのための休館日あり

観覧料割引
歌川広重の浮世絵版画を中心とした企画展を開催。重
企画展 大人510円→410円
ね摺り体験などもお楽しみいただけます。
特別企画展 大人820円→660円

なし

元旦のみ

文化庁指定の重伝建岩村城下町の中にある酒蔵。築
300年の主屋、酒蔵見学。製造する地酒女城主・リ
ノンアルコールあま酒グラス1杯（約30ｃｃ）
キュール・甘酒の無料試飲

なし

恵那市

学ぶ・ なかせんどうひろしげびじゅつかん
見学する 中山道広重美術館

恵那市大井町176-1

0573-20-0522

http://hiroshige-ena.jp

東濃地域

恵那市

学ぶ・ おんなじょうしゅ・いわむらじょうぞう
見学する 女城主・岩村醸造㈱

恵那市岩村町342

0573-43-2029

http://www.torokko.co.jp/ 8:30～17:00

会員本人含め5名まで

なし

無休
（増水や天候不良時などは
欠航あり）

東濃地域

その他条件

醤油フランク 10％引き

美濃焼の歴史と現在を見て、知り、味わうミュージアム 団体料金適用。
をお楽しみください。
一般310円→260円、大学生210円→150円へ割引
幕末～昭和の市之倉産盃が並び、地元縁の人間国
宝・巨匠の作品も見どころ。ショップや作陶も楽しめる。
大正から平成までのキャラクターこども茶碗を展示する
博物館。子どもから大人まで楽しめます。
国内外の近現代の陶芸作品に関する企画展を開催し
ています。また、各種講座やワークショップなど楽しい
催しもいっぱいです。
岐阜県現代陶芸美術館、作陶体験施設、カフェ、ショッ
プ＆ギャラリー、貸しホールや貸し会議室が内包される
複合施設。各種イベント開催あり。
懐かしい屋台の味から名古屋名物の定番メニューまで
幅広い品揃え。大人8名様以上コースご予約で無料送
迎付き
スタッフが丁寧にサポートいたします。選べる色も豊富
にご用意しております。
ＪＲ中央本線「多治見駅」より車で１０分、ＪＲ太多線「小
泉駅」より車で５分の場所に位置しておりますので、多
治見駅・小泉駅への無料送迎を行っております。（要予
約）お気軽にお申し付け下さい。
阿木川湖畔の全18ホール・パー72の天然芝を使った
本格的な規模のパターゴルフ場です。100人が収容で
きるバーベキュー場が隣接！
日本初大規模ちこり栽培施設と世界初ちこり焼酎蔵を
無料見学できます。ちこり・ちこり茶・ちこり焼酎などの
試飲・試食も楽しめます。
2ヘクタールを誇る広大な農園です。期間が長いので
季節に応じた味覚狩りが楽しめます。
木曽五木（ひのき等）の30ｃｍ角の柱は必見。館内に
手機織り工房があり、予約によって体験可。地元の手
作り品がいっぱいです。
栗きんつば・栗きんとんなど、中津川で昭和5年より地
元の方々に愛されている和菓子屋です。より多くの
方ーに喜んで食べて頂けるよう、職人が一つ一つ丁寧
に作り上げております。
名物の朴葉寿司やよもぎ大福、地元の新鮮野菜を販
売しています。朴葉寿司やわらびもちがついた「加子母
三昧」定食が大人気
中津川駅より徒歩３分。ＪＲ中央本線「中津川駅」から
近くて便利なお店です！
県内に伝承される地歌舞伎の資料を展示する芝居小
屋。ご予約で歌舞伎体験も。
地歌舞伎衣装、絵画、陶磁器、武具甲冑などを展示す
る私設美術館。レストランも併設。
懐かしい屋台の味から名古屋名物の定番メニューまで
幅広い品揃え。大人8名様以上コースご予約で無料送
迎付き
自然豊かな里山と小里川ダム湖に囲まれた道の駅。
日本一の木製水車、おばあちゃんたちの笑顔と素朴で
あったかみのある味を楽しめます。
大正ロマンを感じさせる古い街並みを、矢絣着物には
かま「はいからさん」になりきって大正時代へタイムス
リップした気分でゆっくり歩いてみませんか。

居住地
条件

乗船料割引
壮大な恵那峡の渓谷美を間近で満喫できる高速船。約
大人 1,280円→1,150円
30分間の大迫力な船旅です。
小人 640円→570円
雄大な山々を展望できるお休み処。朝採り新鮮野菜の
そば打ち体験料金割引
直売所も人気です♪そば打ち体験でこだわりのおいし
通常1人1,080円→870円
いそば作りに挑戦してみては？

なし

会員本人・同伴者のみ

お食事された会員本人のみ

会員本人含め2名まで
他券併用不可
会員本人含め2名まで
他券併用不可

2,000円以上お買い上げの方
他券併用不可

会員本人含め5名まで

なし

会員本人のみ

3

地域

市町村

カテゴリ-

施設名

所在地

無休

恵那市山岡町
馬場山田996-15

0573-56-2020

http://hanashiro.net/

11:00～21:00（受付20:30まで）

月曜日（祝日の場合は翌日）

やまおかえき

恵那市山岡町田沢3058-4

0573-56-3140

https://www.kantenkan.ne 4～10月 8:30～17:00
t/
11～3月 8:30～16:00

月曜日（祝日の場合は翌日）

ち ご の い わ しゅぞう

土岐市駄知町2177-1

0572-59-8014

http://www.chigonoiwa.co
9:00～18:00
m/

無休

と き

土岐市土岐ヶ丘1-2

0572-53-3180

http://www.premiumoutlet
10:00～20:00
s.co.jp/toki/

2月第3木曜日

土岐市泉町久尻1263

0572-55-1245

http://www.tokibunka.or.jp/?page_id=14

月曜日、祝日の翌日、年末年始

入館料割引
国指定史跡「元屋敷陶器窯跡」から出土した志野や織 一般200円→150円
部などの美濃桃山陶を中心に美濃焼の歴史を紹介。 大学生100円→70円
高校生以下無料

なし

会員本人含め5名まで
他券併用不可

水曜日
（祝祭日の場合は翌日）、
年末年始、臨時休業あり

「元祖飛騨よもぎうどん」をはじめ、よもぎカレー等々の
お食事料金10％割引
よもぎ商品を取り揃えております。

なし

平日レストランにて2,000円以上食事をされた
方
会員本人含め4名まで
他券併用不可

木曜日(木曜日が祝日の場合翌
日)

温泉浴・岩盤浴・森林浴で「湯ったり三昧」。気の向くま
入浴料割引 50円引き
ま、一日湯ったりお過ごしください。

なし

会員本人含め5名まで

大人入浴料 700円→600円

なし

会員本人含め2名まで

パスカルドレッシング各種を店頭価格から10％割引
※特別割引期間を除く

なし

会員本人のみ
他券併用不可

粗品進呈

なし

3,000円以上お買い上げの方
会員本人・家族のみ

入浴料500円→400円（大人のみ）

なし

ソフトドリンク1本サービス

なし

東濃地域

恵那市

温まる

はなしろおんせん

東濃地域

恵那市

買う

東濃地域

土岐市

買う

千古乃岩酒造(株)

東濃地域

土岐市

買う

土岐プレミアム・アウトレット

東濃地域

土岐市

マルコ醸造㈱製造直売店

国民宿舎 恵那山荘

花白温泉

山岡駅かんてんかん

学ぶ・ と き し み の と う じ れ き し か ん
見学する 土岐市美濃陶磁歴史館

みち

えき

あ さ ひ むら

高山市朝日町万石150番地 0577-55-3777

道の駅 ひだ朝日村

しじゅうはったきおんせん

四十八滝温泉

ゆ ゆう ゆ かん

高山市国府町宇津江964

0577-72-5526

高山市荘川町猿丸82-1

05769-2-2044

しぶきの湯 遊湯館
高山市

温まる

しょうかわおんせん おうか

ゆ

ひだ荘川温泉 桜香の湯

飛騨地域

高山市

買う

みち

飛騨地域

高山市

買う

みち

飛騨地域

高山市

温まる

しおざわおんせん しちほうかん

飛騨地域

高山市

食べる

のむぎとうげ

飛騨地域

高山市

飛騨地域

高山市

温まる

ジョイフル朴の木 宿儺の湯

飛騨地域

高山市

食べる

飛騨高山餃子総本山

飛騨地域

高山市

泊まる

和風旅館 岐山

飛騨地域

高山市

泊まる

田島館

高山市

泊まる

飛騨地域

高山市

泊まる

飛騨地域

高山市

買う

飛騨地域

高山市

泊まる

飛騨地域

高山市

えき

えき

きよみ

道の駅 パスカル清見
こうぼう

道の駅 たかね工房

たす

ごや

野麦峠 お助け小屋

泊まる

ぼく

き

わ ふ う りょかん ぎ ざ ん

たじまかん

お くひ だひ ゃく しょ うや しき

やど ふじ や

奥飛騨百姓屋敷の宿 藤屋
おくひだおんせんきょう

奥飛騨温泉郷オートキャンプ場
みち

え き お く ひ だ お ん せん ごう かみたから

道の駅奥飛騨温泉郷 上宝
やど

ぎ

さと

いろりの宿 かつら木の郷
ほたか

ホテル穂高

高山市

泊まる

りょかん ひ だ ぎゅう やど

飛騨地域

飛騨市

食べる

みち

飛騨地域

飛騨市
飛騨市

ゆ

ひだたかやまぎょうざそうほんざん

飛騨地域

飛騨地域

すくな

えき

かみおか

道の駅 スカイド-ム神岡

学ぶ・ ひ だ の た く み ぶ ん か か ん
見学する 飛騨の匠文化館
学ぶ・
ひ だ ふるかわ
かいかん
見学する 飛騨古川まつり会館

飛騨地域

飛騨市

買う

飛騨地域

下呂市

買う

飛騨地域

下呂市

温まる

飛騨地域

白川村

買う

飛騨地域

白川村

温まる

売店 9:00～17:30
（11月21日～4月20日
http://www.gix.or.jp/~z33a 9:00～16:30）
sahi/
レストラン 10:00～15:30
（11月21日～4月20日
10:00～14:30）
4月～10月 10:00～21:30
http://www.48taki.com
11月～3月 10:00～21:00
(何れも最終受付30分前)
http:www.hida-ouka.jp

10:00～20:30（最終受付20:00）

http://pascalkiyomi.jp/

高山市高根町中洞767-4

0577-59-6020

http://www.takanekankou. 4～10月9:00～18:00
or.jp/takanekobo/
11～3月9:00～17:00

火曜日（8月は無休）

http://www.takanekankou.
10:00～18:00
or.jp/

水曜日

高山市高根町野麦592

0577-59-2409

高山市高根町野麦592

0577-59-2820

9:00～18:00（冬季は17:00）

木曜日（祝日の場合は要確認）

0576-69-2321

不定休（レストランは水曜定休）

9:00～16:00

なし

9:00～16:00

インフォメーションにてクーポンシートプレゼント

なし

店内ご飲食の方にサイン用紙をプレゼント。
「旅の記念メッセージボード」への投稿ができます。

なし

高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根

0578-89-2201

http://shinhirayugizan.com/

不定休

湯量豊富な天然温泉と奥飛騨の季節の食材を吟味し
たお料理自慢の素朴なお宿です

「宿泊料金10％割引」
※当館H.P 基本プラン料金より

なし

※直接お電話でお問合わせ・ご予約または、
メ-ルにてお問合わせ・ご予約に限る
※繁忙期、満館時はお断りする場合もござい
ます

湯の花

なし

1家族1個

奥飛騨の達人（奥飛騨をお得に旅するクーポンマガジン）
プレゼント

なし

初泊サイト料 10％OFF

なし

特典提供開始は4月14日から
GW、夏休み期間は利用不可

粗品進呈

なし

1,000円以上お買い上げの方
会員本人・家族のみ

ロビーにてコーヒーサービス

県内在住
会員のみ

宿泊代10％OFF

なし

高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根1934番地
高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根1757番地1
高山市奥飛騨温泉郷
田頃家11-1
高山市奥飛騨温泉郷
田頃家11-1
高山市奥飛騨温泉郷
福地10番地
高山市奥飛騨温泉郷
神坂字巾平710-62

0578-89-3063
0578-89-2714
0578-89-3410

http://www.tajimakan.com
15:00～翌10:00
/
http://www.okuhida1:00～24:00
fujiya.com/
http://www.okuhida8:00～17:00
camp.com/

0578-89-3746
0578-89-1001
0578-89-2200
0578-89-3232

飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6番
0578-82-6777
地

7:00～22:00

9:00～17:00
http://katuraginosato.co.jp
8:00～21:00
/
http://www.hotel7:00～22:00
hotaka.jp/

0577-73-3321

不定休
オ-プン時 4/14～11/4 無休
4～10月無休
11～3月水曜日
不定休
年1回メンテナンス休館

当館は日本100名山焼岳が一望。自慢の料理は1品1
品創作会席料理をお出しさせて頂いてます。
大自然を感じながら現存する百姓屋敷で2種類のかけ
流し源泉に浸かる。
北アルプスの麓。場内には天然温泉露天風呂。大自
然の中でのキャンプは最高！
湯の宝庫である奥飛騨温泉郷の中にある当駅は、観
光客の皆様の休憩スポットとなっています。駐車場から
は焼岳の姿も楽しんでいただけます。
豪農屋敷を利用した囲炉裏の宿。貸切露天や部屋付
露天風呂などプライベートに楽しめます。
新穂高ロープウェイに隣接。飛騨牛メインの四季懐石
と硫黄香る庭園露天風呂で寛ぎのひと時を

なし

なし

・当館のオリジナル商品進呈（大人のみ）
全室に温泉露天風呂が付き、2～4人入れるゆったりサ ・ドラゴンフルーツジャム使用のアイスクリーム進呈
なし
イズです。飛騨牛のせいろ蒸しがメーン料理です。
・酒（日本酒、チューハイ）又はジュースの1本付
・当館のホームページ割引に準ずる（特別日の割引はなし）

売店・ファストフ-ドコ-ナ9:00～17:00
レストラン
昼11:00～14:00 夜17:00～19:30

12月31日、1月1日

宇宙粒子観測装置（レプリカ）の見学等ができるニュー
粗品進呈
トリノコーナーが好評。

9:00～17:00（冬季16:30）

木曜日（祝日の場合開館）

9:00～17:00
（12月～2月は16:30まで）

無休

http://www.hidagyunoyado
15:00～翌10:00
.com/

http://www.skydome.jp/

不定休

下呂市萩原町萩原1289-1

0576-52-1515

www.tenryou.com

9:00～17:00

土日、祝日

下呂市馬瀬西村1695番地

0576-47-2641

http://mikinosato.co.jp

10:30～21:30

不定休

白川村大字飯島411番地

05769-6-1310

http://michinoekishirakawago.com/

8:30～17:00

年末年始

白川村平瀬247-7

05769-5-4126

http://hidahakusan.jp/spa 10:00～21:00
/
（12月～3月 11:00 ～ 20:00）

ゆ

2,000円以上お買い上げの方
会員本人のみ

不定休

てんりょうしゅぞう

大白川温泉 しらみずの湯

なし

https://www.menboow.co
18:00～24:00
m/yumegyoza/

年末年始

おおしらかわおんせん

清流の国サイダーを1本プレゼント

080-8262-7971

8:00～17:00

道の駅 白川郷

500円以上購入の会員本人のみ

高山市朝日町24-8
（高山まちなか屋台村
でこなる横丁）

http://www.inohiro.com/

えき しらかわごう

なし

なし

0577-73-2302

みち

食事か土産物で500円以上ご利用の会員様に
プチかんてんサラダ1ヶ贈呈

温泉ご利用の方に、名物「すくなもち」をレストランにて
ご提供します。

飛騨市古川町弐之町7-12

みき

なし

地下1000mから湧き出す「にゅうかわ温泉」は、肌に優
しい天然温泉です。
屋台村でこなる横丁の名物餃子として地元客から観光
客にも人気の店。「飛騨牛餃子」など高山市内で収穫さ
れる食材を使用した餃子が数種類あり食べ比べも楽し
い。

0577-73-3511

さと

入場料100円引き

峠には人々の歩んできた歴史が今尚息づいています。 入館料500円→400円（大人のみ）

飛騨市古川町壱之町14-5

みき

他券併用不可

4月～11月 水曜定休
12月～3月 無休

み そ せ ん べ い ほ ん ぽ い の ひろ

美輝の里 スパー美輝

なし

なし

http://www.okosidaiko.co
m/

天領酒造㈱

会員本人のみ

http://www.norikoku.com/
10:30～18:00
joyful/

飛騨市壱之町10-1

味噌煎餅本舗 井之廣

高温自噴の天然温泉が自慢です。泉質はナトリウム・
炭酸水素温泉で俗にいう「美人の湯」四季折々の景色
を楽しみながらゆっくりお過ごしください。
美濃と飛騨を結ぶせせらぎ街道のほぼ中央に位置し、
本館テラスから四季折々の絶景が楽しめます。
北に乗鞍岳、南に御岳を有する高根地域の道の駅。有
名な「野麦峠」や、スキー場等が近くになります。美味し
いレストランも新設！
標高1000mの眺望、素朴な大自然に癒される…
美人の湯にゆったりつかって、ほっと一息!!
山菜や地の物を使った素朴な料理が自慢です。定食・
麺類などのお食事や、珈琲などのお飲み物をご用意し
てお待ちしております。

なし

高山市丹生川町久手446-1 0577-79-2109

高山市奥飛騨温泉郷
村上1399

旅館 飛騨牛の宿

10:00～16:30 （入館は16:00まで）

不定休

高山市清見町大原858-1

高山市高根町上ヶ洞290番
0577-59-2326
地

塩沢温泉 七峰館

学ぶ・ しりょうかん のむぎとうげ やかた
見学する 資料館 野麦峠の館

飛騨地域

その他条件

チェックイン15:00～
チェックアウト10:00まで

こくみんしゅくしゃ え な さんそう

飛騨地域

マルコ特製ソフトクリーム代金割引
（冬季はソフトアイス）
山ごぼうみそ漬代金割引
ゴルフのプレイ代・釣り代割引
マレットゴルフのプレイ代:300円→200円
グラウンドゴルフのプレイ代:600円→300円
各種釣り代:500円引き

居住地
条件

http://enasansou.net/

泊まる

温まる

創業明治31年、無添加・手作りにこだわり続ける伝統
の味。味噌・たまり・おつけものの製造直売店です。日
本大正村のすぐ近くです。
標高900ｍの根の上高原にあり、四季折々の楽しみ方
があります。キャンプ場、グラウンドゴルフ場やマレット
ゴルフ場も併設。ウォーキングや養蜂など趣味のイベ
ントも企画しています。
明知鉄道花白温泉駅前にある小さな温泉。源泉は古く
から自然湧出しており、良質な泉質が自慢の温泉で
す。
明知鉄道山岡駅構内にレストラン、売店、寒天加工所
を併設し、特産品の寒天を「食と健康の拠点」としてお
客様に提供しております。
創業明治42年創業の地酒蔵元。代表銘柄「千古乃岩」
（ちごのいわ）は味わい深く、キレ味のある食中酒。
中部の美しい山々に囲まれた、風光明媚で眺望に優
れた施設。
雄大なロッキー山脈に抱かれたアメリカ・コロラドをイ
メージしています。

特典詳細

0573-66-7773

恵那市

高山市

施設紹介コメント

恵那市東野2390-165

東濃地域

飛騨地域

定休日

http://www.marukojozo.co
9:00～18:00
.jp/

買う

食べる

営業時間

0573-54-3188

せいぞうちょくばいてん

恵那市

高山市

HPアドレス

恵那市明智町732-1

じょうぞう

東濃地域

飛騨地域

電話番号

毎週水曜日（祝祭日は営業）

奈良時代より寺社建築の造営に携わった飛騨の匠の
技を紹介。千鳥格子の謎解きコーナーもあり。
日本の奇祭「飛騨古川祭」をハイビジョン4K映像で再
現。実物の屋台3台を展示しています。
自家製味噌を使用し、国産原材料にこだわって作った
手作り味噌煎餅です。
岐阜県産酒造好適米「ひだほまれ」で酒造りをしていま
す。ご予約いただければ酒蔵見学もできます。
南飛騨の山あい、緑と清流に囲まれ、アルカリ度高濃
度で良質な温泉を露天風呂2種類、室内浴場15種類の
温泉浴をお楽しみいただけます。
「道の駅」白川郷では、豊かな自然と人情暖かな、白川
郷の魅力をご案内します。

なし

売店コ-ナ-で1,000円以上のお買い上げ
会員本人のみ
他券併用不可

入館料2割引き 300円→240円

なし

入館料10％割引

なし

試食パックプレゼント

なし

「造り酒屋の甘酒のもと180ｇ」1袋進呈

なし

アンケ-トへの回答
会員のみ

入浴料割引
大人700円→600円
小中学生400円

なし

10:30～19:00受付に限る

粗品進呈

なし

売店で1,000円以上お買い上げの方

なし

会員証はフロントへ提示
会員本人のみ
他券併用不可

「道の駅 飛騨白山」に併設された「子宝の湯」として親
大人 入浴料 600円→500円（100円割引）
しまれる掛け流しの日帰り入浴施設。

会員及びグル-プ全員
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