
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、急遽イベントが中止または休業となる場合がございます。

■ PRコーナー（2021年 1～2月）

Bus No.１ Bus No.３

８：５０ １３：３５

９：１０ １３：５５

９：４０ １４：２５

１０：１５ １５：００

１０：２０ １５：０５

Bus No.２ Bus No.４

１１：１５ １６：５０

１１：２０ １６：５５

１１：５５ １７：３０

１２：２５ １８：００

１２：４５ １８：２０

☆ご予約に関するお問合せ先：郡上市観光連盟 0575-66-1239(平日08:30～17:15)

☆運行に関するお問合せ先：㈱白鳥交通 0575-82-5081(シャトルバス運行日・運行時間内のみ)

・運行日　年末年始：１２月２６日～１月３日、１月：土日祝日、２月：毎日
・雪の影響や事故等の交通事情によりバスの運行が遅れることがあります。
・予約制　乗車には事前に予約が必要です。予約は下記Webサイトよりお願いします。
　https://shuttlebus.tabitabigujo.com/
・ご予約を頂いていてもシャトルバスは出発時刻を過ぎたお客様をお待ちすることはできません。
　ご乗車の際は、時間に余裕を持って乗車場にてお待ちください。

・Operating days : December: 26-January 3, January: Saturdays, Sundays and holidays, February: Every day
・Bus service may be delayed due to the effects of snow and traffic conditions.
・Please make a reservation from the website or QR code.
　https://en.shuttlebus.tabitabigujo.com/
・Even if you make a reservation, the shuttle bus cannot wait for customers who have
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※このバスは、観光庁による国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業の一環として実証運行されています。
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　passed the departure time.Please wait at the bus stop before the departure time. 
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道の駅 古今伝授の里やまと/ﾌｪｱﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾊﾞｲ･ﾏﾘｵｯﾄ
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郡上スノーシャトル（要予約）→
詳しくは右記QRコードにアクセス　

令和3年、今年も美味しいごはんをいっぱい作りま
す。みんなでお待ちしております。

道の駅PRコーナー道の駅PRコーナー岐阜県岐阜県

道の駅PRコーナー道の駅PRコーナー愛知県愛知県
豊根グリーンポート宮嶋豊根グリーンポート宮嶋1

愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋29番地の3
0536-87-2009

住所
TEL

冬の楽しみは薪ストーブと足湯。道の駅には合計3
カ所の薪ス
トーブがあ
り、ストーブ
の周りには
自然と人が
集まります。
レストラン
おがたまに
あ る 薪 ス

古今伝授の里やまと古今伝授の里やまと34

岐阜県郡上市大和町剣164番地
0575-88-2525

住所
TEL

ねずし「やわい」の製造販売。
ねずしは麹を加えたご飯に鱒や大根、ニンジンな
どを混ぜ合わ
せ半月ほどね
かせた発酵食
品です。

馬瀬 美輝の里馬瀬 美輝の里25

岐阜県下呂市馬瀬西村1450
0576-47-2133

住所
TEL

花街道付知花街道付知4

岐阜県中津川市付知町8581番地1
0573-82-2000

住所
TEL

道の駅花街道付知では、この冬から、美味しくて甘
～い安納芋を
使用した「いし
やきいも」を販
売中! やきいも
100ｇ150円
～。この機会
に、是非、お召
し上がりくだ
さい!

↑ザメ重 ↑もち花作り

トーブのある客席は、冬になると人気のお席となり、
モーニングはもちろん、ランチや午後のティータイム
にもお薦めです。
無料の足湯は、体の芯まで温まります。女性の冷えが
気になる方には特におすすめ。スキー帰りに人気の
やまと温泉は、疲れを癒してくれるだけではなく、
ゆったりとお食事も楽しめます。


