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半額!!
軽自動車1,400円
普通車1,600円

霊峰白山を中心に、石川・福井・岐阜の3県にまたがる白山周辺地域を
めぐる「プラチナルート」。日本三名山にも数えられる白山の象徴である
「白」を「プラチナ（白金）」にかけて名付けられました。
プラチナルート周辺には、白山を望む
トレッキング・登山コースや魅力あるドライブスポット・
お立寄スポットがたくさんあります。

白山麓は美味しいものいっぱい！

白山白川郷ホワイトロード
もっと身近に!

はくさんひゃくぜん
山のもん
づくしの
健康ご飯。

白山のおいしい水やお米、山菜、川魚など山里の美
味を活かし、各店が健康や長寿にこだわって創作し
た御膳料理をまるごと堪能ください！

山の恵みがつまった、やさしいスイーツ。

白山もんぶらん

白山百膳

フランス語の「モンブラン」が「白い山」を意味するこ
とから誕生した白山のご当地スイーツ。フランスと白
山麓の食材を使用し、白山の形をイメージしました。
堅豆腐やトチの実、よもぎ、牛乳などの山里の食材
がおいしいスイーツに大変身！

白山温泉郷、加賀温泉郷（あわづ・片山津・山代・山中）、辰口
温泉、金沢温泉郷の協賛施設に宿泊すると、白山白川郷ホワ
イトロードの片道料金が無料に。宿への到着前に通行する場
合は、宿泊先で領収書を見せればその場で全額キャッシュバッ
ク。宿泊後に通行する場合は、宿で無料通行券をもらえます。
※1台2名以上の乗車が
　ある車が対象です。

片道無料キャンペーン

ぐるっと白山

温泉に泊まって

イントゥザ白山!!
石川・福井・岐阜 オススメ！！　　　　　　　　　 3コース

平成27年度から白山スーパー林道の愛称が「白山白川郷ホワイトロード」と変更になり、併せ
て通行料金も全車種約半額になります。かつては人を寄せ付けぬ秘境だった渓谷をつづら折り
に巡る山岳観光ドライブウェイです。息を飲む絶景の連続と、清 し々い新緑の息吹に誰もが魅
了されます。10月中旬～下旬には一帯が赤 と々染まる紅葉の大パノラマに。

白山もんぶらん

白山麓猪とは白山麓で捕獲され、白山麓の施設
で解体された猪肉のことです。
霊峰白山の豊かな自然の中で、その水を飲み、ド
ングリなど原生林の恵みを食べて育った猪の肉は
地元料理人の間では、格別と言われています。

白山麓猪

白山スーパー林道から愛称変更！
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ご当地グルメと
　　 ワクワク体験！

美味体験
コース

●福井県 大野市　●岐阜県 郡上市

●郡上八幡観光協会
　TEL.0575-67-0002
●住所／岐阜県郡上市八幡町島谷520-1

乳製品づくり体験やレストラン、高原ウェディ
ングなどの利用が出来る施設です。ソフトク
リームには、地元奥越で飼われている乳牛か
ら搾った新鮮な牛乳が使われています。アイ
スクリームやカッテージチーズづくりなどの加
工体験も楽しめます。

新鮮素材で加工体験!!
ミルク工房奥越前六呂師高原の時計台

●六呂師高原の時計台
　TEL.0779-67-1166
●住所／福井県大野市南六呂師169字
　　　　東上谷野

人気急上昇中の大野市ご当地グルメ。はいから茶屋の醤油カツ丼はしっ
かりと味つけされた衣が特徴のカツに、千切りダイコン、すこしの梅肉をア
クセントに加えました。ボリューム満点だけど、しつこくないから女子にも大
人気。大野市で生まれた醤油カツ丼は、いまでは福井県内40店舗以上
のお店で食べられます。

カツ丼業界の革命児！
醤油カツ丼

●平成大野屋はいから茶屋　TEL.0779-69-9200
●住所／福井県大野市元町1-2

ひるがの高原で大切に育てられた乳牛から搾った生乳と、
甘味とコクが特徴の吉田川の清流で飼育された地養卵
を材料として使用し、3種のチーズをいいとこどりした香り
高い濃厚プリン!!　一個／350円（税込）

美味しすぎるプリンを発見!!
郡上の美味しくて濃いプリン

郡上八幡は長良川の上流に位置する3つの川が合流する水に恵まれた
地形。日本の名水百選に選ばれている「宗祇水」をはじめ、情緒溢れる町
並みには、いつも水のながれる音が聞こえます。

情緒たっぷりな町並みを堪能！
水の都の町歩き

●ひるがの高原牧歌の里　TEL.0575-73-2888
●住所／岐阜県郡上市高鷲町高鷲2756-2

思わず食べてしまいたくなるような、食品サ
ンプルづくりにあなたもチャレンジ!!オムライ
ス、ステーキ、ソフトクリームなど、豊富な体
験メニューで皆様をお待ちしております。

食べちゃいたい可愛さ！ 
食品サンプル作り体験

●山の中のさんぷる屋　TEL.0575-82-2244
●住所／岐阜県郡上市白鳥町向小駄良693-2
　　　　（奥美濃しろとり物産センター2F）

織田信長の家臣、金森長近が築城したお城。自然石を積み重ねた石垣のお城は
堅牢で古を偲ばせる美しいたたずまい。天守閣に入って大野市を一望したり、日
本百名山に選ばれた荒島岳を眺めたり、町から見上げる様も絶景です。

天守閣に入って大野市を一望！
越前大野城

●大野市商工観光振興課　TEL.0779-66-1111
●住所／福井県大野市城町3-109

おいしい魅力がいっぱい！

撮影／佐々木修

オススメ！！ コース
醤油カツ丼

郡上八幡

ひ
る
が
の
高
原

牧
歌
の
里

食品サンプル
作り体験

ミルク工房
奥越前越前大野城

Gourmet！

Yummy！
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古に思いを馳せ、
白山の歴史を堪能する旅！

浪漫探訪
コース

●福井県 勝山市　●石川県 白山市

白山市には、水の神様としても信仰された白
山の伏流水で醸す清酒蔵が点在しており、
名酒の里としても知られています。白山市内
の5つの蔵元が統一ブランド「白山菊酒」は、
白山の伏流水や格付け一等米以上を使用
したこだわりのある地酒です。

霊峰を頂く水の郷でしかつくれない
唯一無二の清酒です！
白山菊酒

●白山菊酒呼称統制機構
　TEL.076-276-4888
●住所／石川県白山市東新町10

日本有数の豪雪地帯に、今も残る古い
町並みはウォーキングに最適。途中、古
民家を改築したオシャレな「雪だるまカ
フェ」に立寄って、縁側で「かましいり
こ」というちょっと珍しいおやつをいただ
きます！

豪雪地帯の小粋なまちなみ！
国選定白峰重要伝統的
建造物群保存地区

●白峰観光協会案内所
　TEL.076-259-2721
●住所／石川県白山市白峰イ-68

美しい石だたみの参道をぬけ、境内に辿りつくと、そこには
美しい苔の緑が辺り一面にひろがります。1300年以上
の歴史をもつ神社のパワーを感じてください。

厳かなパワーを感じる場所
平泉寺白山神社

●TEL.0779-87-6001（白山平泉寺歴史探遊館まほろば）
●住所／福井県勝山市平泉寺町平泉寺

●TEL.0779-88-0001
●住所／福井県勝山市村岡町寺尾51-11

福井県では１９８９年から開始した発掘調査の結果、フクイ
ラプトル、フクイサウルス、フクイティタンなど多くの恐竜の骨
化石が採集されました。また発掘現場から恐竜の卵殻や幼
体の骨も発見されたことから、恐竜が群れで生活していたこ
とが明らかになりました。福井県立恐竜博物館は、そのよう
な恐竜に関する資料などを展示した国内最大の博物館で
す。昨年度オープンした新たな発掘体験スポットの野外恐
竜博物館もおすすめです。

大迫力の全身骨格！
福井県立恐竜博物館

勝山の織物「羽二重」を体感・体験できる施設。普段あ
まり目にしない手織り機を前に、仕組みを学びながらお
好みの糸で世界にひとつだけのオリジナルコースター
が作れます。大人も子供も楽しい時間を過ごせます。

「生きた」文化財に触れる
はたや記念館ゆめおーれ勝山

●TEL.0779-87-1200
●住所／福井県勝山市昭和町1丁目7-40

全国に約3,000ある「白山神社」の総本宮。地元では「しらや
まさん」とよばれ親しまれてきました。杉、ケヤキ、楓が立ち並ぶ
参道は厳かで、歩くだけで清められる雰囲気。

厳かな空気に癒される！
白山比咩神社
しら   やま    ひ     め   じん   じゃ

●TEL.076-272-0680
●住所／石川県白山市三宮町ニ105-1

楽しい体験がたくさん！

オススメ！！ コース

Romantic
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白山比咩神社

福井県立
恐竜博物館

平泉寺白山神社

はたや記念館
ゆめおーれ勝山

国選定白峰
重要伝統的建造物群
保存地区
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世界遺産を訪ね、
古湯にひたり、
大自然を楽しむ！

大自然満喫
コース

●岐阜県 白川村　●白山白川郷ホワイトロード

やっぱり大きな露天風呂でしょ！そんな欲張
りなわたしたちを満たしてくれる「大白川温
泉しらみずの湯」。源泉かけ流しで美肌効
果にも期待。古くは「子宝の湯」と親しまれ
ていたそう。

ついつい長風呂しちゃいます！
大白川温泉 しらみずの湯

●TEL.05769-5-4126（よいふろ）
●住所／岐阜県大野郡白川村平瀬247-7

86mものふくべの大滝は圧巻！水が多いときはすぐ隣を通る
道路までしぶきが降り注ぐみたい。林道の頂上にある三方
岩駐車場はなんと標高1450ｍ！雲が近くに感じる眺めは最
高！紅葉時期になると幻想的な世界が広がりますよ。

石川県と岐阜県を結ぶ白山白川郷ホワイトロードは
絶景ポイントの宝庫。

他では味わえないもっと気軽な大自然
ふくべの大滝、三方岩駐車場

白山白川郷ホワイトロード
ふくべの大滝、三方岩駐車場

長さ７０ｍ、高さ４５ｍ。蛇谷峡谷を左
右に渡す美しい大橋。橋のアーチの
間から清流を覗くと柱状節理の岸壁
に姫五葉松（キタゴヨウマツ）がそそり
立ち、とうくずれ谷の水が、滝として流
れる景色は絶景です。

夏に涼しい
蛇谷大橋

集団離村などで失いかけていた合掌造りを移築して作られた「合掌造り民家
園」は白川村の合掌造り保存運動の原点。園内には茶屋、民芸展示館などの
家屋が立ち並び、昔ながらの生活を体感。縁側に座っていると気持ちいい風が
吹き抜け、改めて昔の人の知恵に感心！また、園内にある「手打ちそば処 そば
道場」では手打ち蕎麦の体験も！やってみるとすごく楽しい！力加減がむずかしい
な。でも職人さんが丁寧に教えてくれるので誰でもちゃんとできちゃいます。

ゆっくりと白川郷の原点にひたる
野外博物館
合掌造り民家園

●TEL.05769-6-1231　●住所／岐阜県大野郡白川村荻町2499

ゆったり大自然を楽しもう！

オススメ！！ コース

Nature

Enjoy

おお じら かわ
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野外博物館
合掌造り民家園

大白川温泉
しらみずの湯

ふくべの大滝

蛇谷大橋

白山白川郷ホワイトロード
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フェ」に立寄って、縁側で「かましいり
こ」というちょっと珍しいおやつをいただ
きます！

豪雪地帯の小粋なまちなみ！
国選定白峰重要伝統的
建造物群保存地区

●白峰観光協会案内所
　TEL.076-259-2721
●住所／石川県白山市白峰イ-68

美しい石だたみの参道をぬけ、境内に辿りつくと、そこには
美しい苔の緑が辺り一面にひろがります。1300年以上
の歴史をもつ神社のパワーを感じてください。

厳かなパワーを感じる場所
平泉寺白山神社

●TEL.0779-87-6001（白山平泉寺歴史探遊館まほろば）
●住所／福井県勝山市平泉寺町平泉寺

●TEL.0779-88-0001
●住所／福井県勝山市村岡町寺尾51-11

福井県では１９８９年から開始した発掘調査の結果、フクイ
ラプトル、フクイサウルス、フクイティタンなど多くの恐竜の骨
化石が採集されました。また発掘現場から恐竜の卵殻や幼
体の骨も発見されたことから、恐竜が群れで生活していたこ
とが明らかになりました。福井県立恐竜博物館は、そのよう
な恐竜に関する資料などを展示した国内最大の博物館で
す。昨年度オープンした新たな発掘体験スポットの野外恐
竜博物館もおすすめです。

大迫力の全身骨格！
福井県立恐竜博物館

勝山の織物「羽二重」を体感・体験できる施設。普段あ
まり目にしない手織り機を前に、仕組みを学びながらお
好みの糸で世界にひとつだけのオリジナルコースター
が作れます。大人も子供も楽しい時間を過ごせます。

「生きた」文化財に触れる
はたや記念館ゆめおーれ勝山

●TEL.0779-87-1200
●住所／福井県勝山市昭和町1丁目7-40

全国に約3,000ある「白山神社」の総本宮。地元では「しらや
まさん」とよばれ親しまれてきました。杉、ケヤキ、楓が立ち並ぶ
参道は厳かで、歩くだけで清められる雰囲気。

厳かな空気に癒される！
白山比咩神社
しら   やま    ひ     め   じん   じゃ

●TEL.076-272-0680
●住所／石川県白山市三宮町ニ105-1

楽しい体験がたくさん！

オススメ！！ コース
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