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国宝 瑞龍寺 富山県の国宝建造物 回廊で結ばれた珍しい寺院

城郭を思わせる厳格な造りが特徴で、江戸初期・
禅宗の典型的な左右線対称の伽藍寺院です。

国宝 仏殿、法堂、山門

重要文化財 総門、禅堂、高廊下、回廊、大茶堂

やすらぎ庵

新高岡駅最寄り！
徒歩 約15分

瑞龍寺門前レストラン 和の空間でゆったり

最大60席 昼食・夕食可
11:00～14:00（昼の部）
17:30～21:00（夜の部）
昼食 1,650円～
定休日 月曜日

加賀前田家二代当主 前田利長公の菩提寺として、
２０年の歳月をかけて１６６３年（寛文３年）建立。

9：00～16：30 
大人500円（400円）
中・高校生200円（150 円）
※括弧内は30名様以上の団体料金

瑞龍寺・八丁道第1観光駐車場
(普通)14台(大型)13台

富山県高岡市関本町35 0766-22-0179

高岡市駅南4丁目5-2

0766-25-0505
0120-030410
※ご予約専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ



勝興寺

富山県高岡市伏木古国府17-1

9:00～16:00

0766-44-0008

大人500円 中高生200円 小学生100円

伏木駅前観光駐車場（普通21台 大型4台）

2022年10月12日に「本堂」「大広間及び式台」を国宝指定するよう
文部科学大臣に答申。（他の10棟は重要文化財）
本堂は、近代の大型真宗本堂として屈指の規模を持ち、大広間及び
式台は対面所の整備過程を体現する建物であり、歴史的価値は極め
て高い。
本山級に準じる寺院としては破格の規模、形式を誇ります。

※勝興寺まで徒歩5分

2022年10月12日 国宝指定へ 戦国大名が注目した一向宗の一大拠点 20年余りの平成
の大修理でよみがえった全１2棟が圧巻！



【ガイド付き】※団体向け

「平成の大修理」を終えた越中の名刹 勝興寺特別見学

内 容
境内に12棟の重要文化財を有する浄土真宗本願寺派「雲龍山 勝興寺」。学芸員
またはボランティアガイドの案内で、通常立入り禁止の「御内仏」「奥書院」
「経堂内八角輪蔵」の特別拝観ができます。（所要時間 約70分）

営業時間 9:00～15:00 ※法要などで除外日、時間がある場合があります。

予約申込 催行の１か月前まで。 高岡市観光協会 ☎（0766）20-1547

集合／解散 集合：拝観受付 解散：本堂

駐車場 バスは総門前で下車後、JR伏木駅前の観光駐車場を利用（寺まで徒歩５分）

販売価格 1,400円（拝観料込み）
（※ボランティアガイドの案内の場合は別途ガイド料がかかります）

最大催行人数 20名（最大人数以上は要相談） 最少催行人数 ４名

国宝



高岡地域地場産業センター -ZIBA- まちなかでものづくり体験

御旅屋セリオ１階からエスカレーターで2階へ上がると、
新設されたZIBA(ジーバ)のショップが正面に広がります。
伝統的工芸品に指定されている高岡銅器の花瓶や香炉・鉄瓶、
また、漆器製品や木彫・和紙など６産地の商品を一堂に販売。
ぐい呑みや食器、アルミ製品など日常生活で楽しめる新商品
も揃っています。

富山県高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2F

0766-25-8283 定休日：水曜日

大型バス４台

https://www.takaokajibasan.or.jp/ 

ST＠RZIBA ECサイトのための写真・映像・ライブ配信スタジオ

漆器体験

地場産業センターの移転に伴い、撮影スタジオが設けられました。

令和２年１０月、市中心部に位置する御旅屋セリオに移転！

体験工房を利用された方が製作した鋳物や漆器の作品を撮影すること
ができます。

※オタヤセリオ1階 大和サテライトショップでは、地元の銘菓も販売



高岡地域地場産業センター -ZIBA- ものづくり体験

既成の型でぐいのみまたはミニ水盆を制作。

砂の鋳型で錫の鋳込み作業を体験できます。

コーヒーカップ・湯飲み等から１つ選び、
自分で描いた絵の上に金属粉を蒔いたり
青貝を貼ったりして加飾する体験ができ
ます。

※体験希望日の５日前までに、お電話・FAX・HPのいずれかでお申し込みください。

鋳物体験 漆器体験

スゲを素材に編んでいき、コースターを
作る体験ができます。

所要時間 約２時間
※体験開始時間等は要相談

2,500円（ぐいのみ、ﾐﾆ水盤）

各回20名まで（２名より受付）

対象年齢 10歳以上
（保護者同伴の場合は年齢を問いません）

ものづくり工房鋳物

3,000円（ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、ﾐﾆﾊﾟﾈﾙ）

各回20名まで（２名より受付）

対象年齢 10歳以上
（保護者同伴の場合は年齢を問いません）

3,500円（ｺｰﾋｰｶｯﾌﾟ、湯呑）

ものづくり工房漆器

500円

各回20名まで（４名より受付）

対象年齢 10歳以上
（保護者同伴の場合は年齢を問いません）

ミーティングルーム

申込先：高岡地域地場産業センター TEL 0766-25-8283 FAX 0766-26-7323
制作したものは当日
お持ち帰りできます

菅コースター体験

所要時間 約２時間
※体験開始時間等は要相談

所要時間 約40分
※体験開始時間等は要相談



高岡大仏

奈良・鎌倉と並び日本三大仏に数えられる高岡大仏

地元の銅器製造技術の粋を集め、1907年より26年の歳月を

かけて完成したもので、銅器日本一の高岡の象徴的存在として

愛され続けています。

歌人の与謝野晶子が高岡を訪れた際、高岡大仏を美男と評した

とも伝わり、端正な顔立ちの大仏とも言われています。

富山県高岡市大手町11-29

6：00～18：00（台座回廊拝観時間）

無料（志納）

無料駐車場有（大型バス２台、普通車）

奈良・鎌倉の大仏と並ぶ「日本三大仏」 日本一のイケメン大仏

角久旅館

高岡大仏目の前の老舗旅館

大仏を眺めながら、ランチや会食を

楽しむことができます。

富山県高岡市大手町12-11

ランチ 12：00～14：00

ランチ 1,200円

※ランチ営業 木・金・土のみ



土蔵造りの町並み「山町筋」 【重要伝統的建造物群保存地区】

1609年（慶長14年）の高岡開町以来の商人町で、
ここを中心に住まいする10町で高岡御車山祭を奉じていること
から「山町」と呼ばれ、高岡のまちの経済を牽引してきました。

高岡御車山会館

御馬出町・守山町・木舟町・小馬出町の通りには、耐火構造の
優れた土蔵造りの家々が立ち並んでいます。

富山県高岡市小馬出町

山町筋観光駐車場(普通車12台、大型3台) ※大型バス要予約
℡  0766-20-1453(高岡市 文化財保護活用課)

特別な日の高揚感にいつでも会える贅沢なスポット

高岡御車山は、国の重要有形・無形民
俗文化財両方の指定を受けているもの
のひとつです。

会館では、祭りで使われる「御車山」
を常設展示しています。

日本で５件のみ！

富山県高岡市守山町 47-1

0766-30-2497

一般（高校生以上）450円
団体（20名以上）360円

9：00～17：00 

山町筋観光駐車場

(普通車12台、大型3台) ※大型バス要予約
℡  0766-20-1453(高岡市 文化財保護活用課)



鋳物師のまち千本格子の家並み「金屋町」 【重要伝統的建造物群保存地区】

高岡鋳物発祥の地。
加賀前田家二代当主利長が鋳物師をこの地に呼び寄せ、鋳物
場を開設したのが始まりと言われています。

旬菜 和輝（しゅんさい わこう）

重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、千本格子の
家々や、美しい石畳が見所です。

鋳物の製作体験ができるお店もあり、高岡の伝統工芸を直に
味わうことができます。

富山県高岡市金屋町

金屋町・山町筋観光バス専用駐車場（大型４台）
金屋町緑地公園駐車場（普通８台 バス１台）

地元らしさや季節感あふれる料理を提供。
金屋町の景観を楽しみながら、格別のお料理を堪能すること
ができます。

富山県高岡市金屋町5-4

0766-75-0780

ランチ ～2,000円
ディナー ～5,000円

ランチ 11:30～14:30
ディナー 17:30～21:30 

最大43席

定休日：水曜日



鋳物師のまち千本格子の家並み「金屋町」 【重要伝統的建造物群保存地区】
鋳物工房 利三郎

大寺幸八郎商店

富山県高岡市金屋町8-11

0766-24-0852

ぐい呑み 4,000円
風鈴・ペーパーウエイト等 3,300円

最大44名

定休日：毎月第４日曜日

明治初期より初代利三郎が双型鋳物を始めて以来壱百有余年、伝統的
技法に新しさを加えながら現在に至っている工房です。

制作工程の見学や鋳物づくりの体験をすることができます。
鋳物制作体験では、伝統工芸士の職人が直接指導します。

http://www13.plala.or.jp/jinpachi/index.html

富山県高岡市金屋町6-9

0766-25-1911
アクセサリー作り体験 2,200円
小皿作り体験 3,300円

最大25名

定休日：火曜日

創業万延元年、160年伝統の鋳物等金属工芸品の卸問屋、小売販売商店。
伝統的な物から現代のライフスタイルに合った物まで幅広く商品を取り揃え
ています。

体験コーナーでは金属のアクセサリー製作体験が体験できるほか、江戸末期
の趣がある建物や庭園の見学をすることもできます。



住所 ： 〒933-0056 富山県高岡市中川1-1-30 
高岡市美術館2F

料金： 大人500円(400円) 中・高校生300円(240円)
4歳～小学生200円(160円)
括弧内は団体料金（20名様以上）

開館時間 ： 9：30～17：00 （入館は16：30まで）
休館日 ： 月曜日 ※月曜日が祝･休日の場合は開館、

翌平日に休館 、年末年始（12月29日～1月3日）

©Fujiko-pro

高岡市藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー （高岡市出身）

藤子・F・不二雄先生の足跡をたどりながら、たくさんの原画
を通して先生のまんがの原点や作品の楽しさ、おもしろさに触
れることができるアートギャラリーです。先生の愛用品や、高
岡時代に描いたまんがの数々、そして、『ドラえもん』などの
貴重な原画を展示しています。

©Fujiko-pro

このほかにも、路面電車万葉線「ドラえもんトラム」、
おとぎ森公園には等身大キャラクターのある「ドラえもん
の空き地」、銅像「ドラえもんの散歩道」などがあります。



雨晴海岸 世界に誇る絶景！富山湾越しに望む立山連峰

道の駅 雨晴 雨晴海岸の絶景を眺めながら、ゆったりとしたひとときを

富山湾越しに見る3,000m級の立山連峰の雄大な眺めは、四季それぞれに変化し、息を呑む美しさです。万葉集編者、大伴家持の

時代から変わらぬ景色で、源義経が奥州に落ち延びる際、この地で雨が晴れるのを待ったと伝えられていることから、「雨晴」

と名付けられました。めでたい名称から観光コースに必ず入る人気のスポットです。松尾芭蕉が『おくのほそ道』に詠んだ由緒

地でもあり、「おくのほそ道の風景地」ー有磯海ーとして国の名勝にも指定されています。

JR氷見線 雨晴駅から徒歩5分

日本の渚百選

地元産の食材を使ったランチやスイーツが楽しめるカフェ、
高岡銅器・漆器を使ったクラフト製品、伝統や文化を感じ
させる地酒・地元銘菓・雑貨等を取り揃えています。

展望デッキでは、海越しにそびえる立山連峰の景色を
バックに記念撮影もできます。すぐ横に海沿いを走る
ローカル電車「氷見線」もあります。

富山県高岡市太田24-74

9:00～17:00

0766-53-5661

大型4台 普通34台 障がい者用１台



高岡市万葉歴史館 令和新時代！万葉ゆかりの故地

富山県高岡市伏木一宮1丁目11-11

9:00～18:00（11月から3月 9:00～17:00）

0766-44-5511

大人300円（団体240円） 中学生以下無料

大型6台 普通54台

『万葉集』を中心テ－マに据えた研究施設として開館した施設

『万葉集』、中でも大伴家持が富山で詠んだ「越中万葉」を楽しみながら

学べる展示等のほか、敷地内には『万葉集』ゆかりの花木を植栽した

「四季の庭」もご覧いただけます。

また、『万葉集』とその時代を探求する関係資料の閲覧や、学芸員の解説

を受けることができます（要予約）。



けんか山高岡御車山祭

工芸都市高岡の名工の技の粋を集めた豪華絢爛
な７基の山車が、雅な囃子や車輪の独特な音と
共にゆっくりと市内を奉曵します。

開 催 日 毎年 ５月１日

場 所 高岡市内中心部

時 間
11時～ 出発
12時 勢揃い式
18時 曳納

昼は華やかな花山車の練り歩き。夜は360個の提灯
をつけた提灯山車に変身し、轟音と共に激しいぶ
つかり合いを繰り広げます。

開 催 日 毎年 ５月 第３土曜日

場 所 高岡市 伏木地区

時 間
【昼の部】出発式 9：00／曳出9：15～
【夜の部】曳出 18：40 終了 24：00
※「かっちゃ」19：30頃、22：30頃

伏木曳山祭
ユネスコ
無形文化遺産



内 容
「すずがみ」1人1枚制作
高岡御車山会館見学（ガイド付き）

場 所 高岡御車山会館 ２階・和室（すずがみ作り体験）

設定日 2022年4月～2023年3月の毎週土曜 除外日：年末年始

設定時間
11：00～12：00

（所要時間60分/高岡御車山会館 見学含む）

販売価格 大人 4,000円 ・ 小人 3,600円
（※ただし、大人1名につき小人2名まで申し込み可能）

最大催行人数 ２０名 最少催行人数 ６名

今話題の錫（すず）で 世界に一つの「すずがみ」作り体験



内 容
加賀前田家2代当主前田利長が開町した「高岡」を藩政時代の古地図を片手に、
町中のポイントや江戸時代の名残をガイドの案内で探します。昔と今の違いを歩
きながら体感し、藩政時代の高岡を偲びます。

コース
高岡駅▶御旅屋跡▶高岡大仏▶高岡關野神社▶町会所跡▶旅籠町▶本陣跡
山町筋▶大野屋菓子舗▶解散

設定日 2022年4月～2023年3月の第2・第4土曜日 除外日：年末年始

設定時間 9：30～12：00（集合：高岡駅観光案内所）

販売価格 大人 3,000円 ・ 小人 2,300円

最大催行人数 ６名 最少催行人数 ２名

【ガイド付きツアー】

古地図でめぐる加賀百万石の台所越中高岡の今昔



【ガイド付きツアー】
豪商の町・山町筋で「高岡御車山」と伝統工芸を体感する旅

内 容
ユネスコの無形文化遺産「高岡御車山祭」を守り継いできた山町筋をガイドの案
内で散策します。伝統工芸の手づくり体験や地元の老舗菓子店の和菓子も堪能。

コース
高岡御車山会館見学▶ガイドと合流▶山町筋散策▶大野屋菓子舗（お土産）
▶Orii gallery 八ノ蔵（山町ヴァレー）銅板着色体験▶「漆器くにもと」立ち寄り
（伝統工芸品）▶高岡大仏▶木田芳香園（お茶とお菓子）▶解散

設定日 2022年4月～2023年3月のご希望日／除外日 月火水、4/30、5/1、お盆、年末年始

設定時間 13：00～15：50（集合：高岡御車山会館）

販売価格 大人 5,000円 ・ 小人 4,500円
（ガイド代、施設入館料、和菓子＆体験クーポン「高岡雅美」代含む）

最大催行人数 ４名 最少催行人数 ２名



【現役鋳物職人ガイド付きツアー】

職人と工房巡り～鋳物発祥の地・金屋町を深堀散策～

内 容
金屋町の現役鋳物職人と歴史解説や裏話たっぷりに町歩き。鋳造、仕上げ、着色
それぞれの工房を解説付きでご案内します。

コース
鳳鳴橋▶金屋緑地公園▶鋳物資料館▶鋳物工房 利三郎（鋳造）
▶金森銅器加工所（仕上げ）▶高木着色所（着色）▶金屋町散策
▶金屋町山町筋観光駐車場▶解散

設定日 2022年 4/23(土)、5/28(土)、6/25(土)、9/24(土)、10/29(土)、11/3(木・祝)
※上記以外のご希望日についてはご相談ください。

設定時間 13：30～15：30（集合：金屋町山町筋観光駐車場）

販売価格 5,000円（大人・小人共通）
（ガイド代、施設入館料、工房三か所見学料含む）

最大催行人数 15名 最少催行人数 ４名



和菓子＆体験クーポン「高岡雅美」
高岡ならではの体験と美味しいお菓子がセットになった充実の内容！
まち歩きをより楽しめるクーポンです。

和菓子めぐり
（４店舗から２店舗を選択）

手づくり体験
（５つのメニューから１つを選択）

￥2,000（税込）
※大人・小人とも

『高岡まちなか1日フリーきっぷ』
と組み合わせがオススメ



高岡市内観光施設共通クーポン

高岡市内の有料施設
をおトクにまわれる
クーポンです。

￥700（税込）

５枚つづり

※大人（高校生以上）



グルメクーポン 高岡彩食
金額ごとに高岡のおすすめグルメをおトクに堪能できるクーポンです。

駅の観光案内所やホテルで

希望価格のクーポンを購入

お好みのメニューのあるお店に行き

高岡グルメを満喫！

全３９店

４５メニュー



〈まちなか版/沿線上の主な観光地〉
・山町筋 ・金屋町
・国宝 瑞龍寺 ・高岡古城公園
・藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー

＼ 市内路線バス＆万葉線（路面電車）対象 ／

乗り放題１日フリーきっぷ

〈ワイド版/沿線上の主な観光地〉
・雨晴海岸
・勝興寺 ・万葉歴史館
・吉久（さまのこの町並み）



「日本遺産」 「ユネスコ無形文化遺産」 歴史遺産ストーリー

加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡2015年日本遺産認定

2016年ユネスコ無形文化遺産認定 高岡御車山祭の御車山行事

国宝 瑞龍寺
重要伝統的建造物群保存地区

金屋町（かなやまち）
重要伝統的建造物群保存地区

山町筋(やまちょうすじ）

日本三大仏 高岡大仏
銅造阿弥陀如来坐像

2018年日本遺産認定『荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～』

2代目の隠居城としての高岡城が廃城となり、家臣団が金沢に行った後、残された町民がまちの存続のためさまざまな商工業を盛り立
て、加賀藩の台所といわれるまでになった。その中で伝統工芸や関連産業が町人文化として花開いた物語。

「山・鉾・屋台行事」

御車山は1588年に豊臣秀吉が天皇の行幸に使用した御所車を前田利家が拝領したもので、そ
れを2代当主であり高岡開町の祖前田利長が城を築いた際に町民に与えたものである。高岡
町民の心意気と財力に支えられ、格式を保ち、金工漆工染織などの優れた工芸技術の装飾と
技術継承、活用と連綿たる存続の物語。

国指定有形・無形民俗文化財 高岡御車山（みくるまやま）祭の御車山行事

伏木気象資料館

伏木北前船資料館 重要文化財勝興寺

１往復で１億円。儲けは地域に還元
する国際感覚と先見の明に優れた
船主たちの物語。北前舩は動く総
合商社、米の道、昆布の道、港の
発展のために公共事業を私財で行
う船主がいた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Fushiki_Weather_Station_Museum,_zenkei.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Fushiki_Weather_Station_Museum,_zenkei.jpg
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新高岡駅からの交通

新高岡駅

和倉温泉

金 沢

氷 見

立山黒部
ｱﾙﾍﾟﾝ
ﾙｰﾄ五箇山

白川郷

バス1時間

バス40分、新幹線7分

バス1時間、
新幹線13分

富 山 長野

バス40分

バス1時間

バス50分

『 つなぐ観光 』



（公社）高岡市観光協会

富山県高岡市御旅屋町101御旅屋セリオ7階
Tel：0766-20-1547
Fax：0766-20-1497
Mail：kankou@takaoka.or.jp
ＨＰ：https://www.takaoka.or.jp/

高岡市観光ポータルサイト『たかおか道しるべ』

mailto:kankou@takaoka.or.jp

