
いなかや
山がの湯 別館の地下にある居酒屋スタイルのレストラン。
店内は全席禁煙です。

営業時間 11:30～14:30（LO13:50）
18:00～22:00（LO21:00）

定休日 木曜日（その他臨時休業有り）
TEL 0578-89-2306（山がの湯）

●6月26日は露天風呂の日
毎年6月26日を「６．２６（ロ・テン・ブ
ロ）」の日とし、豊富な湯量を利用した温泉
郷内の指定露天風呂を無料開放する露天風呂
王国、奥飛騨温泉郷の名物イベント。指定露
天風呂を巡りスタンプ帳に全てのスタンプを
集めると、もれなくオリジナルの記念品がも
らえます。

◆指定露天風呂（平成29年度）
平湯温泉「平湯の湯」（平湯民俗館内）
6:00～21:00
福地温泉「石動の湯」（昔ばなしの里内）
10:00～17:00
栃尾温泉「荒神の湯」
8:00～22:00
新穂高温泉「新穂高の湯」
8:00～18:00
新穂高温泉「ひがくの湯」
9:00～19:00

●福地温泉夏まつり 7/25～8/25

福地温泉、夏の伝統イベント。
イベント期間中は、市の無形文化財にも指定
されている獅子舞「へんべとり」が毎晩実演
されます。その昔村上天皇がこの地で旅の疲
れを癒された際、蛇の大群が出て困りはてて
いる里人を見て、蛇群退散のため八百万神に
祈願の舞を奉納したのがこの舞の由来だと伝
えられています。
その他にも地元に代々
伝わる「鶏芸」の実演
が行われる他、絵馬市
夜店なども賑やかに開
催されます。

CaféMUSTACHE

お楽しみスポット紹介
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6・7月奥飛騨観光情報

問い合わせ先
平湯温泉総合案内所
電話：0578-89-3030

記念すべき第１号は、平湯内のお楽しみスポットをざっくりとご紹
介！観光マップと照らし合わせて探してみてください。

飛騨牛ハンバーグ 1500円

喰い処 よし本
朴葉みそや山菜そばなど飛騨ならではの郷土料
理のお店。春から初夏にかけて山菜天ぷらや山
菜そば・うどんが人気。

営業時間 10：00～20：00（LO19:30）
定休日 不定休
TEL 0578-89-2171

ひらゆの森
知る人ぞ知る平湯を代表する日帰り温泉施設。休憩
所や食事処、お土産コーナーも充実しています。

営業時間10:00～21:00（最終受付20:30）
定休日 年中無休（年に数回休み有り）
TEL  0578-89-3338

らーめん酒場 やどり木
らーめんのほか、10種類以上の地酒や地ビールを始め
とするお酒など、日替わりのおつまみも多数あります。
昼のみ禁煙。カード利用可。

営業時間 11:30～13:30 17:30～24:00
定休日 日曜日・月曜日 （LO23:00）
TEL 0578-84-0027

人気のチーズチキンオムライス

880円

カフェ・マスタシュ

かかし庵 平湯農家直販市場 営業時間 7：30～ ひらゆの森駐車場内

(7/30より7:00～)
地元農家で採れた新鮮な野菜や天然の山菜のほか、特産品などを買うことが
できます。季節を感じながら旬の食材を楽しむならここ。

もみの木
ひらゆの森内にある食事処。飛騨牛の焼肉や手打
ちもりそばは大人気。もみの木のみの利用可。

営業時間 11:00～21:00(LO20:20)
定休日 年中無休（ひらゆの森に準ずる）
TEL 0578-89-3338(ひらゆの森)

沢山の露天風呂が楽しめる

フロント横のカフェ「こもれび」
では外の景色を楽しみながらのん
びりできる

第1号

こだわりのコーヒーや軽食など。人気のふわふ
わオムライスやカレーライス、サンドイッチの
ほかスイーツも充実しています。

営業時間 8：00～20：00
定休日 不定休
TEL 0578-89-2634

らーめんやおつまみ

アルコールなど

名物朴葉みそ定食 1500円

期間限定山菜ざるそば 1200円

ホルモンらーめん 918円

手打ちもりそば 900円

飛騨牛ロース定食 2700円



ホテルひらゆの森
一階にあるコインランドリーや漫画コーナーは
宿泊者ではなくても利用できます。お酒の自販
機もあり便利。

定休日 年中無休（年に数回休み有り）
コインランドリー利用 7：00～22：00
TEL 0578-89-3131

平湯民俗館
寸志で利用できる「平湯の湯」は気軽に入るこ
とができます。「禄次」で食べることができる
数量限定の寒干し大根カレーは大人気！夜は雰
囲気のいい居酒屋として営業。
・平湯の湯

夏季6:00～21:00 冬季8:00～19:00
・禄次

定休日 不定休
営業時間 8:00～17:00(繁忙期は20:00まで)
居酒屋営業時間 20:00～24:00

TEL 0578-89-3339

つるや商店
お酒やお土産、雑貨など。源泉で作った「は
んたい玉子」のほか、5月からは「自家製寒
干し大根」を販売します。

定休日 不定休
営業時間 8：00～20：30
TEL 0578-89-2605 自家製寒干し大根 500円

寒干し大根カレー 750円

食事処あんき屋
飛騨牛の鉄板焼きを始めとする豊富なメニュー
があり家族連れに人気。お土産コーナーも有り。
飲み放題付き宴会も出来ます。

定休日 年中無休（年に数回休み有り）
営業時間 夏季11：00～23：00

冬季8：00～23：00
(水曜日のみ17:00閉店)

TEL 0578-89-3338
※宴会は要予約2日前

飛騨牛朴葉みそ定食 2000円

上高地、乗鞍、新穂高、高山など、路線バ
スのほか全国からの観光バスが多数発着し、
休憩、販売施設として賑わっています。
定休日 年中無休
TEL 0578-89-2611

㈱ナガセスッポン養殖場

温泉を利用しすっぽんを養殖して栄養補助食品やドリンクを製造販売していま
す。お土産コーナーでは、ほかにもすっぽんクッキーやすっぽんプレミアム
チョコレートなどオリジナル商品を多数販売、また無料で見学できる「小さな
水族館」や休憩スペースもあります。

定休日 12/31～1/2
営業時間 8：00～16：30
TEL 0578-89-2272

第１号ということで、慣れない編集作業ということもあり見づらい点が多々あったかとは思いますが、今
後発行を重ねるごとによりよいものにしていきたいと思います。さて次号は「奥飛騨お祭り特集」を予定
しています。8月は奥飛騨各地でお祭りが開催されますので、地域ごとの特色やアクセス方法を写真と
ともに紹介したいと思いますのでおたのしみに。

後書きと
次号予告

一休庵
ナガセスッポン養殖場のスッポンを使用した
すっぽんラーメンを味わえるのはここだけ。
夜は居酒屋メニューも有ります。

定休日 水曜日（その他臨時休業有り）
営業時間11：00～14：00

17：30～22：00
TEL 0578-89-2635

平湯民俗館

平湯の足湯いろいろ
平湯温泉には足湯公園のほかにもたくさんの足湯があります。湯の流れる音に耳を傾け、のんびりとした時間を
楽しんでください。

平湯バスターミナル ひらゆの森足湯公園 旅荘つゆくさ別館

店舗販売限定特別価格

すっぽん球10日分 1000円
すっぽんオイル球10日分 1000円

(価格はすべて税込み)

定番商品のほか店舗販売限定商品も有り すっぽんプレミアムチョコレート 1000円 のんびりできる休憩スペース 小さな水族館にはすっぽんやゾウガメ、淡水熱帯魚などが

展示してあります

アルプラザ (  おみやげ販売 )    

営業時間 8:30～16:30
(季節により変更有り)

・上高地のおみやげもあります
・山柿 12コ入り 7 8 0 円
・黒にんにく 1 7 5 0 円
・栗蒸しきんつば ６コ入り 540円
・飛騨牛しぐれ煮 1260円

etc… 

アルプスホルン ( レストラン ) 

営業時間 8:30～16:00
(季節により変更有り)

・飛騨牛天重 1350円
・飛騨牛ステーキ重 2100円
・みそカツ丼 980円
・奥飛騨つけ麺 800

etc…

パノラマ大浴場

営業時間 8:30～16:30
(季節により変更有り)

笠ヶ岳を眺めながら入ることができる源
泉かけ流しの大浴場です。
大人 600円 子ども 300円

大浴場は源泉かけ流し 飛騨牛まん 500円

充実したおみやげ販売コーナー
焼きたてパン工房のクロワッサンも人気

すっぽんらーめん 1000円


