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Enjoy your Trip
in Inuyama
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Aichi inuyama city
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よ りど り み ど り で 、 み ど こ ろ い っ ぱ い
犬山市は愛知県の北西部の
木曽川が濃尾平野へと流れ出る所にあり、
古くから交通や物流、政治の要所として栄えてきました。
戦国時代には合戦の舞台となり、江戸時代には城下町として発展し、
今でもその歴史の足跡が多く残されています。
豊かな自然と歴史、そして文化、アミューズメントにリラクゼーションと、
犬山はよりどりみどりでみどころがいっぱいです。
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Cultural asset &
Tourist attraction

犬山ơƥ有形無形Ƥ文化財Ƃ豊富。
ƴƕ文化・学術拠点ƺǯÁȇǺÁǘƸ
多ƅƤ皆様ơ親ƍƴǂƜźƴƏ。

ݔඖ࠹నϘÏԉѤÐ
National Treasure Tea Arbor “jo-an”(Urakuen)

ݔඖߒکत
National Treasure Inuyama Castle
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The Little World

ോըฝࠠ੭
Museum Meijimura

ืৣżƁź
Cormorant Fishing on the Kiso River

くね！
よろし
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Shrine, Temple
& Historical

由緒Ÿǁ神社ƺ古代Ƥ古墳ƠƟ、
犬山Ɲƥ悠久Ƥ歴史ơ
触ǂǁƉƞƂƝƃƴƏ。
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Festival & Event
勇壮Ɲ幻想的Ơ犬山祭ƠƟ、
犬山ơƥ伝統Ƥƀ祭ǀƺ
楽ƍźǍȂȜǱƂźƙƧź。
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Inuyama Festival

Narita-san temple

ืৣȒǾǯǌȜǙ
Rafting on the Kiso River
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Hot Springs &
Accommodation

Nature & park

自然Ƹ豊ƁƠ犬山ơƥ、
ƼƙƕǀƤǉƩǀƏƊƑǁ公園ƺ、
見Ɯ楽ƍź四季Ƥ自然Ƃ
ŸƫǂƜźƴƏ。

犬山名物「白帝Ƥ湯」Ƃ
心Ƹ体Ƹ癒ƍƜƅǂƴƏ。

ǋǏǱǲ ǋ
Outdoor
木曽川ȒǍȜ下ǀƺ入鹿池ƝƤ
ȘǔǞǗ釣ǀ、ǏǒÁǖȜǙƠƟ、
犬山ơƥǋǏǱǲǋƤ楽ƍƵƸźƙƧź。
ߒکҊ৩
Inuyama Hot Springs
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Experience

Tea drinking & Gourmet

犬山ƠƿƝƥƤ
手作ǀ体験ƥźƁƂ？

犬山Ƥ古ź町並ƵƤ中Ɲ
田楽ƺƀ団子ƥźƁƂ？
町屋ǈƓƤƴƴ使ƙƕ
ǔǾǐƺȕǢǱȒȜƝǙȔȊƸ
堪能ƍƜźƕƖƇƴƏ。
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Souvenir & Shopping


sake

ڸࣿߒک
Inuyama pottery making experience

焼ƃ物ƺ織物ƠƟ手ƛƅǀƤ
伝統工芸品ƺ、伝統Ƥ地酒ƠƟƤ
ƀ買ź物Ƹ楽ƍƵ。
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Cultural asset
& Tourlst attraction
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National Treasure Inuyama Castle
木曽川の南岸にそそり立つ犬山城は、今から470 年ほど
前、織田信長の叔父にあたる織田与次郎信康によって
築かれた城で、
日本最古の天守閣は国宝に指定されて
います。外装 3 層、内部 4 階、地下 2 階の構造で、最上階
は展望台になっており、東から北東にかけて木曽御岳、
恵那山が、南には小牧山、広大な濃尾平野、西には伊
吹山、岐阜城、北には美濃の山々を一望できます。2004
年には、財団法人「犬山城白帝文庫」が設立され、城の
所有者は個人から財団法人に移管されました。

Lying on the southern riverbank of the Kiso River,the
castle was built about 470 years ago by Oda
Yojironobuyasu,uncle of Oda Nobunaga.It is the oldest
remaining donjon in Japan has been designated as a
national treasure.It appears to be a three story
castle,but in actuality it has two stories below and four
stories above the ground.
The top floor is an excellent observatory providing a
fine view of Mt.Kiso-Ontake and the Mt.Ena to the east
to northeast,Mt Komaki and the vast Nobi Plains to the
south,the Mt.Ibuki and Gifu Castle to the west,and
mountains of Mino to the north.In 2004 Inuyama
Castle Hakutei Culturel Foundation was established
and the castle was transferred from individual
ownership to the foundation.
0568-61-1711
12/29〜12/31
9:00〜16:30
大人 500 円・中学生以下 100 円
※犬山市文化史料館の入館料も含まれています。
名鉄「犬山遊園駅」から徒歩 15 分
名鉄「犬山駅」から徒歩 20 分

http://inuyama-castle.jp

0568-61-1711
9:00〜16:30
Dec.29th to 31st
Adult ¥500
Junior High School students or younger ¥100
Meitetsu Inuyama Yuen Station 15min.
Meitetsu Inuyama Station 20min.

ݔඖ࠹నϘÏԉѤÐ
National Treasure Tea Arbor “jo-an”(Urakuen)
茶の湯の創成期に尾張の国が生んだ大茶匠・織田有
楽斎が建てた茶室で、昭和 11 年に国宝の指定をうけた
茶道文化史上貴重な遺構です。京都山崎妙喜庵内の
待庵・大徳寺龍光院内の密庵と共に現存する国宝茶
席三名席の一つといわれています。

Jo-an was built by Oda Urakusai,a great master of tea
ceremony born in Owari during the early development
era of tea ceremony.Considered one of the three best
existing tea ceremony buildings in Japan,it was
designated as a national treasure in 1936.The others
are “tai-an” of Yamazaki Myokian Kyoto and “mittan” of
Daitokuji Ryukoin Kyoto.
0568-61-4608
（3/1〜7/14・9/1〜11/30）
9:00〜17:00
9:00〜18:00
（7/15〜8/31）
9:00〜16:00
（12/1〜2/末日）
無休

1,000円
（呈茶別500円）

名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩7分
http://www.m-inuyama-h.co.jp/urakuen/

0568-61-4608
9:00〜17:00（3/1〜7/14・9/1〜11/30）
9:00〜18:00（ 7/15〜8/31）
9:00〜16:00（12/1〜the last day of Feb.）
Never
¥1,000(You can enjoy the for an additional ¥500)
Meitetsu Inuyama Yuen Station 7min.

ߒکतҍଛ
Inuyama Castle town
犬山城下町は総構えと呼ばれる、城と城下町の外周を
堀で囲い込んだ城郭構造をそのまま残した町で、
あちらこ
ちらに犬山祭に使われる車山をおさめた車山蔵や、旧磯
辺邸など古い町屋やお屋敷、古いお寺や神社、巨木や
古木があり、
それらをめぐるのも楽しみです。おしゃれな小
物や伝統工芸品を見たりお買い物をしたり、田楽やお団
子をほおばったり町屋を改造したカフェやレストランでお
茶やお食事はいかがですか？

ืৣżƁź
Cormorant Fishing on the Kiso River

خખؕҁ࣪൝х
Karakuri Ningyo Creator Shobei Tamaya, Ⅸ
昭和 29 年（ 1954 年）生まれ。
青年期より父（七代）
に師事
し、平成 7 年 3月
（ 1995 年）
九代玉屋庄兵衛を襲名。
※ 玉 屋 庄 兵 衛は、享 保 1 9
年（ 1 7 3 4 年 ）
より九 代 続く、
日本で唯 一 のからくり人 形
作りの家柄。

ƟǉƝǉը
Donden-kan (Inuyama festival floats display hall)
犬山祭で曳かれている車山 13 輛のうち4 輛が展示され
ています。犬山の伝統文化の保存・伝承と、城下町の
まちづくり組織の拠点となる施設です。

0568-65-1728
9:00〜16:30
12/29〜12/31
大人￥200
名鉄「犬山駅」
から徒歩10分
http://www.inuyama.gr.jp

木曽川・長良川一帯の鵜飼の歴史は、今より約 1300 年前と考えられております。犬山では約 340 余年前、御料鵜飼
（殿様の保護をうけるかわりに鮎を献上する鵜飼）
として始められたといわれております。国宝犬山城を背景に、鵜匠の
巧みな綱さばきと鵜の妙技を間近でご覧いただけます。また、昼食をとりながらお楽しみいただく
「昼うかい」
も実施して
おります。

According to a document dated in 702,it is believed that the cormorant fishing around Kiso River region started
about 1,300 years ago.Cormorant fishing in Inuyama started about 340 years ago as Goryo Ukai(cormorant fishing
snactioned by the local lord in exchage for a percentage of both the catch).Inuyama Cormorant Fishing became
known Kiso River Cormorant fishing after the cities of both Inuyama and Kakamigahara decided jointly to preserve
the tradition in 2002.It attracts many spectators as a seasonal evenvt from early summer to fall.With the imposing
sight of Inuyama Castle as abackdrop,spectators enjoy watching the fishing boats,lit up with torches,moving
downstream while fishermen skillfully control the cormmorants.Daytime exhibitional of cormorant fishing are also
held.
0568-61-0057 18:00〜20:15（6/1〜8/31）17:30〜19:45（9/1〜10/15） 水量・天候（要確認）
大人2,500円・小人1,250円
（6月、9月〜10月）大人2,800円・小人1,400円
（7月〜8月）
★昼うかい
11:30〜13:45（開期中の毎週火・木・土曜日）但し、20名様以上の予約がある場合は随時運航。
大人3,800円,小人2,900円
（昼食付）
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩3分 http://www.kisogawa-kankou.com

0568-61-0057 18:00〜20:15（ 6/1〜8/31）17:30〜19:45（ 9/1〜10/15）
The fishing might be cancelled depending on weather and river conditions.
Adult¥2,500/Children¥1,250(June,September-October)
★Cormorant Fishing in the Daytime
11:30〜13:45(Tuesday.Thursday and Saturday
only.but daytime fishing will be exhibited any day of the week for reserved groups of over 20 people.)
Adult¥3,800/Children¥2.900(including Lunch)
Meitetsu Inuyama Yuen Station 3min.

ƁƿƅǀஃࠥըÏ൭ըÐ
Karakuri Exhibition Room(Annex)
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Inuyama Artifacts Museum(Main)
370 余年の歴史と伝統を誇る犬山祭の車山を中心に、
市内の貴重な文化財・文化遺産が展示されています。

0568-62-4802
9:00〜16:30
12/29〜12/31
大人￥100
（別館もご覧になれます。）
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩15分
http://www.inuyama.gr.jp

ܦߒک࿑܌ර
国宝犬山城下町に開設され、戦国時代や江戸時代の
鎧や兜を展示し、甲冑師による製作の実演を見ること
が出来ます。様々な展示品の中には、豊臣秀吉の甲冑
をもとに制作された珍しい甲冑や前田利家の甲冑の復
元品などがあります。

0568-61-6000
毎週日曜日10:00〜16:00
（甲冑師の都合により中止になる場合がございます。）
無料
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩15分

車山のからくり人形や、祭に関する資料が展示されてお
り、モニターで車山のからくりの全てをご覧いただくこと
ができます。毎週金・土曜日の 10 時〜 16 時には、工房
で九代玉屋庄兵衛のからくり細工の実演公開が行な
われています。また、毎週土日と祝日には、
からくり人形
の実演も行なっています。

0568-61-3932
9:00〜16:30
12/29〜12/31
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩15分
http://www.inuyama.gr.jp

ǯÁȇǺÁǘ
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Japan monkey park
アジア、アフリカ、中南米などからやってきた珍しいサル
70 種類以上、約 900 頭が大集合しています。屋内、屋
外での生息地別飼育展示や、サルに関する各種資料
の展示など、世界屈指のサル専門動物園です。また、
メ
ルヘンとスピードいっぱいの遊 園 地も併 設されており、
四季を通じて楽しい1日を過ごせます。

Consisting of 70 kinds premates from Asia,Africa and
South America,the park boasts a collection of about
900 monkeys. Based upon classification of natiral
habitats,the monkeys can be viewde in open-air as
well as housed exhibits.The grounds also host an
amusement park;visiters can enjoy its fantastic rides
all year long.
0568-61-0870
10:00〜17:00（季節により変動）
冬期不定休
大人1,600円・2歳〜小学生800円
名鉄「犬山駅」
からバス5分

http://www.japan-monkeypark.jp
0568-61-0870
10:00-17:00(Varies by season)
dummy
Adult ¥1,600/Children(older than 2)
Meitetsu Inuyama Station Bus 5min

ോը ฝࠠ੭
Museum Meiuji-mura
入鹿池西畔に昭和 40 年開村した野外博物館。
約 100 万㎡の広大な敷地に、国の重要文化財を含む68 棟の建造物
が移築・復元されており、錦絵や写真、書籍など約 1 万点の貴重な資料が保存・公開されています。蒸気機関車や当時
そのままの市電で村巡りを楽しめる他、現在では映画やテレビドラマ等のロケ地としても注目を浴びています。

Meiji-mura,an open air museum,opend on the west shore of Lake Iruka in 1965.In addition to 68 buildings,including
national important cultural properties,which have been gathered and rebuilt on the approximately 1,000,000 square
meters of woody hillside,the museum preserves and exhibits all together about 10 thousand cultural assets. the
collection includes Nishikie(color woodblock print),photos,books and other precious cultural objects.Visitors can
enjoy aride on an antique locomotive.Recently,the site has been designated a film commission site and has been
used in several productions.
0568-67-0314 9:30〜17:00（季節により変動）
12/31、及び12月〜2月の毎週月曜日 但し、1月1日〜6日及び祝日の場合は開村
大人1,600円・高校生1,000円・小・中学生600円・65歳以上1,200円
（要証明書）
http://www.meijimura.com
名鉄「犬山駅」
からバス20分
0568-67-0314 9:30-17:00
Dec.31st Every Mon.in Dec.to feb.(open on Jan.1st to 6th and national holidays)
Adults ¥1,600/Senior High School Students ¥1,000/Junior Hign School Students and Younger ¥600
Over 65 years old ¥1,200 (show ID)
Mitetsu Inuyama Station Bus 20 min

๋ӟฎോըȓ
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The little world

約 120 万㎡の広大な敷地に、世界の民家を移築・復元。
世 界 各 地に住む人々の 生 活や文 化を、復 元 家 屋や
種々の民 族 資 料などの展 示を通じて紹 介しています。
見て、食べて、体験するパスポートのいらない一日世界
旅行が楽しめます。

ȘȜ«ȋǋ«ǨǍȉ
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One-More-Time Showa Retro Museum
レトロ博物館＆ライブハウス。ジュークボックスで聞く懐
かしのメロディー、アンティークなオルゴールと古時計の
回廊、昭和レトロな映画ポスター＆パンフレットの回廊。
夜はライブ演奏に耳を傾け、過ぎ去った青春時代へタ
イムトラベル！

0568-65-0552
10:00〜17:00（月・火・木・日曜日）
10:00〜22:00（金・土曜日）
水曜日
（ライブのある平日は22：00まで、
館内カフェは8：00からモーニングサービス有り）
大人 500 円・小人（ 3 才〜中学生以下）300 円
名鉄「犬山駅」
からタクシーで15 分
http://one-more-time.jp

Open-Air Ethnological Museum Little World introduces
the life and cultures of people living in the different
parts of the world.Situated on a woody hillside covering
about 1,200,000 square meters,the museum consists of
reconstructed traditional private houses of various
ethnic groups from all over the world.Visitors can enjoy
one day trip around the world without a passport.
0568-62-5611
9:30〜17:00（季節により変動）
12月〜2月の水・木曜日
大人1,600円・高校生1,000円・小中学生600円
65歳以上1,200円（要証明書）
名鉄「犬山駅」からバスで20分
http://www.littleworld.jp/
0568-62-5611
9:30-17:00
Wednesday & Thursday
(December,January,Feburary)
Adults ¥1,600/High School Students ¥1,000
Junior Hign School Students & Elementary School
Students ¥600/Over 65 years old ¥1,200(show ID)
Meitetsu Inuyama Station Bus 20 min

ƀҬ߱Ƥत
Sweet castle
世界一の高さを誇る14.2mのシュガーケーキでお出迎
え。西洋の城を模した建物の中は、甘い香りが漂い、お
菓子のバイキングやクッキー作り、パン作りもお楽しみ
いただけます。

A 14.2m tall sugar cake,which is said to be the tallest
suger cake in the world,waits for you here.The
castle,which is modeled after European castles,is filled
with a sweet aroma.You can enjoy baking cookies and
bread as well as sampling a confectionery smorgasbord.
0568-67-8181
9:30〜17:00（平日）
・9:00〜18:00
（土・日・祝日）
水・木曜日
（但しゴールデンウィーク、春休み、夏休み、
冬休みは営業）
（毎年12月中旬頃に平日5日間休み）
大人1,200円・小人
（3歳以上）
900円
名鉄「楽田駅」
から徒歩20分、又はタクシー3分

http://09446.jp/

0568-67-8181
9:30-17:00(weekday)
9:00-18:00(weekend and national holidays)
Wednesday & Thursday(it opens during spring.
summer and winter holiday season and the
Golden Week, i.e. the late April to early May)
(It closes for 5 days sometime in mid-December)
Adult ¥1,200 Children (older than 3)¥900
Meitetsu Gakuden Station 20min
Meitetsu Gakuden Station taxi 3min

ƀ «ޘǍȂ ȜǱ
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Inuyama Festival

Festival & Event

寛永 12 年（ 1635 年）
から始まった針綱神社の祭礼で、
4月の第 1 土・日曜日に行なわれる犬山祭は、平成 18 年
に国の重要無形民俗文化財の指定を受けました。愛
知県有形民俗文化財に指定されている3 層の車山 13
両が繰り出し、笛や太鼓に合わせてからくり人形を披露

ƀޘ

します。夜には各車山に365 個の提灯が灯され、巡行
するさまは豪華絢爛です。

థෛȒǍȜҗƴƚǀ
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The Inuyama Festival,held on the first Saturday and
Sunday in April every year,began in 1635 as a festival
of the Haritsuna Shrine.The Festival designated as
N a t io n a l in t a n g ib le cu lt u ra l p ro p e r t i e s i n 2 0 0 6
Then,Thirteen three story festival floats,designated as
Aichi Prefecture tangible cultural properties,parade
through the streets.A top the flutes are traditional
puppets.You can enjoy their performances which are
accompanied by Japanese flutes and drums.After dark,
to observe the floats lit up with 365 paper lanterns is to
enter a dream world.

Nihon Rhein Summer Festival
犬山の夜空を盛大に照らす一大フェスティバル。毎年 8
月10日にツインブリッジ
（犬山橋）下流の木曽川で開催
されます。約 3,000 発もの花火が船上から次々と打ち
上げられ、夜空と川面を彩ります。

The festival lights up the summer night of Inuyama with
magnificent fire works.It is held in the lower reaches of
the Kiso River near the Twin Bridge. The festival is held
on August 10th every year.
Three thousands volleys of fireworks are displayed one
after another from boats on the river. The fireworks
bath the river and the night sky with fantastic colors.
0568-61-6000 名鉄「犬山遊園駅」から徒歩1分
http://www.inuyama.gr.jp
Date:August 10th
0568-61-6000
Meitetsu Inuyama Yuen 1min

名鉄「犬山駅」
からすぐ
0568-61-6000
http://www.inuyama.gr.jp

0568-60-6000

ञƈޘǀ

Meitetsu Inuyama Station 1min
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Ishiage(Stone Lifting) Festival

Bumper Harvest Festival at Oh-Agata Shrine

尾張冨士と本宮山の背比べ伝説にちなんだ祭で、尾
張 3 奇祭の一つに数えられ、毎年 8月第 1日曜日に行な
われます。また、当日の夜、大縄に松明を結びつけ、振り
回しながら参道を駆け下りる火祭りも有名です。

0568-67-0037 名鉄「犬山駅」からタクシーで20分
http://www.inuyama.gr.jp

五穀豊穣、国家安泰を祈願する祭で、尾張に春を呼ぶ
お祭りとして有名です。毎年 3月15日直前の日曜日に
開催されます。

0568-67-1017

名鉄「楽田駅」
から徒歩20分、
又はタクシー5分

http://www.inuyama.gr.jp

ǍȂ ȜǱ
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The Morning Market of Inuyama
毎週日曜日の朝開催され、新鮮な野菜や特産品を扱う
約 40 店舗が木曽川河畔に立ち並びます。3月末〜 12

ஸੱ༱ƴƚǀ

月末の毎週日曜日6:30AM 〜 8:30AM（但し、11月か
らは7:30AM 〜 )まで開催されます。

Momotaro Shrine Festival

0568-61-6000
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩3分
http://www.inuyama.gr.jp

桃太郎伝説の地で毎年 5月5日の子供の日に開催され
る祭礼。桃太郎に変装した子供の行列が、
桃の御輿と
宝物を載せた宝車で桃太郎神社内、
桃太郎公園を練り

Information

歩きます。

0568-61-1576

名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩40分、又はタクシー5分

http://www.yha.gr.jp/momotaro/

（市外局番0568）

ԉѤࣄԧ

61-4608
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61-2583

ޞݔߒک܈ǠǯǌȇȒǦȜ

61-1800

ߒکǸÁǾȇȒǦȜ

61-1800

ࢰƤߒکǖȌȜȃÁȜ

61-6000

ດޘڄ

61-6000

ஸੱ༱ŸƼƴƚǀ

61-1576

（ 1/1 〜 6 ）
（ 2/2・3 ）

（ 2月第 2日曜日）
（ 2月第 4日曜日）
（ 3月〜 5月）

（ 6月第 1 土・日曜日）
（ 8月第 1 土曜日）

ࠚۼிǃżƍ

61-0405

ࢄƤߒکǖȌȜȃÁȜ

61-6000

ǅźǅźߒکǾǐǢǯǌǹȔ

61-5233
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61-6000

ԉѤࢄƤ௬൭۽Ӛ

61-4608

ࡡۼДƸƵƎƴƚǀ

61-0035

ஸੱ༱ƸƵƎƝǉƂƅޘǀ

61-1576

（ 8月17日）

（ 9月中旬〜 11月）

（ 10月上旬の土・日曜日）
（ 10月第 4 土曜日）

（ 11月中旬・4日間）

（ 11月中旬〜 12月上旬）
（ 11月中旬〜）
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Shrine, Temple
& Historical

ই৩ࠚ
Zuisenji Temple
室町時代の1415 年（応永 22 年）
に創建された臨済宗
妙心寺派のお寺で古本山とも言われています。寺宝に

ƀࠚ

ণஏߒઘরࠚ

ॗࡏ

織田信長、豊臣秀吉の御朱印や血だるまの軸、左甚
五郎作と伝えられる三猿の彫刻などがあります。

0568-61-0243
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩3分
http://www.inuyama.gr.jp

ॢܮॗࡏ
Haritsuna Shrine
尾治針名根連命を祀る神社で、延喜式神明帳所載の
式内社。明治維新後に現在地に御遷座され、尾張五
社の一つとして近隣の崇敬を集めています。

0568-61-0180
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩12分
http://www.inuyama.gr.jp

Narita-san Temple
真言宗智山派大本山成田山新勝寺（千葉県成田市）
の名古屋別院であり、御本尊は不動明王尊です。昭和

28 年 11月に開創。自動車交通安全祈祷は、我が国の
草分けであり、無事故を願うご信徒が跡を絶ちません。
0568-61-2583
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩7分
http://www.inuyama-naritasan.com

ࡡۼД
Jakkoin Temple
白雉 5 年（ 654 年）創建と伝えられる尾張最古刹・厄除
千手観音霊場です。春は花、夏は緑、冬は雪、中でも秋
の紅葉は「もみじでら」
として親しまれています。大自然
に囲まれ、爽やかな気がみなぎる霊場の趣は訪ね来る
人々に 安らかな心 生きる勇気 を与えています。

0568-61-0035

名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩20分、
タクシー5分

http://www.jakkoin.com

ߏۼЅҪॗࡏ
Sankouinari Shrine
三光稲荷神社は、城山の麓に位置する、歴史ある神社
です。城山の山頂には、犬山城があり、犬山城見学の
お客様でも賑わいます。

0568-61-0702
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩10分
http://www.inuyama.gr.jp

ࠚޒ
Ryusai Temple
龍済寺は文安 3 年（ 1446 年）約 560 年前の室町時代
に雲 谷 玄 祥 禅 師によって建 立されました。戦 国 時 代
（永禄 8 年）には織田信長の犬山城攻略の折、兵火に
あい瑞泉寺一山、20 数ヶ寺と共に焼失しましたが、
その
後 9 年経った天正元年再興されました。現在の本堂並
びに諸堂は昭和 58 年に再建されたものであります。本
尊十一面観世音菩薩は江戸時代の万治 4 年（ 1661

חৌ

年）に玉渕和尚が恩田彦右ェ門の寄進を受け、奉安さ
れたと伝えられています。

ஷాۊׇ

0568-61-1308
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩2分
http://www.inuyama.gr.jp

ஸੱ༱ॗࡏ
Momotaro Shrine

Higashinomiya Tumulus
国指定史跡。白山平の山頂にある前方後方墳。3 世
紀末〜 4 世紀初頭に造られたといわれ、全長約 72メー
トル、後方部幅約 48メートル、前方部幅約 43メートルの
規模を誇る。昭和 48 年の調査で、三角縁神獣鏡（さん
かくぶちしんじゅうきょう）
を含む 1 1 面の鏡をはじめ約

桃の実の精霊で大神実命を祀る神社です。飛騨木曽
川国定公園の中でも「 河川美日本一 」
と称えられる日
本ライン沿岸に位置。古来より子供の守り神として広く
崇敬されています。

0568-61-1586

名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩40分、
タクシー5分

http://www.inuyama.gr.jp

200 点の副葬品が出土。これらはすべて国の重要文
化財に指定されています。
0568-61-1800（歴史まちづくり課） 名鉄「犬山遊園駅」
http://www.inuyama.gr.jp

から徒歩15分

ࠚۼ
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Zenkoji Temple

Oh-Agata Shrine

昭和 3 年に建立。日本ライン南岸の山の中腹に位置し、
毎年 8 月17日に木曽川で灯ろう流しが盛大に行われ、
夏の夜を幻想的に彩ります。

0568-61-0405
名鉄「犬山遊園駅」
から徒歩5分
http://www.inuyama.gr.jp

হۊ
Aotsuka Tumulus
国指定史跡。別称「茶臼山古墳」又は「王塚」
とも呼ば
れ、県下で2 番目に大きい前方後円墳です。

0568-68-2272 名鉄「楽田駅」
から徒歩30分
http://www.inuyama.gr.jp

尾張開拓の祖神大縣大神を祀る神社で、愛知県下に
おいて熱田神宮に続く社格を持ちます。尾張の二宮様
として親しまれ、事業繁栄・開運厄除の守護神として仰
がれています。本殿祭文殿及び東西回廊は国指定文
化財。

0568-67-1017
名鉄「楽田駅」
から徒歩20分
http://www.inuyama.gr.jp

ࠨ ਆ« ۽ѓ
Nature & park

ઘᜱॗࡏƤǠǩȕǏȊ
境内に紅白の枝垂れ梅 270 本を植樹し、梅林公園を
造成。2月下旬より梅まつりが開催され、多彩な行事が
執り行われています。
見頃は3月上旬

ࢄƤҧ§हോ

ࢰƤҧ§हോ
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紅葉シーズンに「もみじでんがく祭り」が開催され、田楽

犬山遊園駅から犬山城まで、お花見しながらの散歩道。
見頃は3月下旬〜 4月上旬

が美味。
見頃は11月中旬〜 12月上旬

ధࠬૢƤǭǭǡ
春の桜、初夏のツツジ、秋の紅葉と四季を通じて目を楽
しませてくれる。ボートに乗って明治村を見るのも一興。
見頃は5月中旬〜 6月中旬

җƤҧ§हോ
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国指定天然記念物。例年、白いわたぼうしのような花を
つけ、満開時には雪が降り積もったように見えます。

栗栖の奥にある古刹で、花しょうぶと同時に見頃になり
ます。

県下屈指の紅葉の名所で、
「もみじでら」の名をほしい
ままにしています。

見頃は5月上旬〜中旬

見頃は6月上旬〜下旬

見頃は11月中旬〜 12月上旬

ฝࠚƤǠǩȕǟǘȒ
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浄土真宗大谷派の寺院。樹齢 300 年の悠久の時間
（とき）
を感じさせる巨木です。

薄紫色の花が咲き乱れ、
日本的な美しさを感じさせてい
ます。

ǻǱǭǹǨǝÏƠǉƎƹƸǉƎƹÐ

見頃は3月25日前後

見頃は5月下旬〜 6月中旬

ǋ ǏǱǲ ǋ
Outdoor

ืৣȒǾǯǌȜǙ
Rafting on the Kiso River
木曽川、美濃太田から桃太郎港までの日本ラインの急
流 10kmを、大型ゴムボートで下るスリリングでハードな
川下りです。

0568-67-3910（要予約）
水量・天候
（要確認）
大人9,000円・中高校生8,000円・小人7,000円
名鉄「犬山遊園駅」
からタクシー5分
※駅より乗船場まで無料送迎あり
http://www.yha.gr.jp

థෛȒǍȜҍǀ
Shooting the rapids of the Nihon Rhein
日本八景の一つに数えられる木曽川 13kmを約 1 時間をかけて下ります。奇岩怪石や犬山城を眺めながらの川下りは、
爽快な気分になれることでしょう。

The Nihon Rhein is considered one of the eight most beautiful natural landscapes representative of Japan.While
shooting the rapids one can view unique rock formations as well as Inuyama castle from the Kiso River basin.The
one hour,13km trip will also make you feel invigorated and refreshed.
・16:00（7/20〜8/31のみ運航）
10:00・11:00・12:00・13:00・14:00・15:00（3/10〜11/30）
水量・天候・冬期間
（要確認） 大人3,400円
名鉄「日本ライン今渡駅」
からタクシー5分 JR「美濃太田駅」
からタクシー10分 ※下船場より乗船場まで無料 有り

0574-28-2727

http://www.kisogawa-kankou.com

0574-28-2727 10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00(3/10-11/30),16:00(only 7/20-8/31)
Depending on river condiyions.weather and winters season.Call to confrim.
Adult ¥3,400
Meitetsu Nihon rhein Imawatari Station Taxi 5min.
JR Minoota Station Taxi10min.
※Free buses availablefrom the site that tour from thestart to the end of the site.

ధࠬૢ
Iruka Pond
江戸時代に造られた人工池です。池の周囲は16kmで、
日本 最 大 級の大きさを誇ります。四 季を通じて釣りや
ボート遊びで楽しむことができ、特に冬のワカサギ釣り
の時期は人気で、憩いの場にもなっています。

0568-67-0705 名鉄「犬山駅」
からタクシー20分
http://www.inuyama.gr.jp

ǲǬǙȓǧÁǱߒک
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Hasso Fish Farm

Dog Resort Inuyama

渓谷の水を引き入れ、養魚場は水が清く美しい。ニジマ
ス、アマゴ、
イワナ、
ヤマメ、鯉などが釣れます。

名古屋から約 50 分のドッグラン＆カフェのある施設。遊
び疲れたら休憩のできるカフェで、
ワンちゃんメニューもご
用意。超大型犬も洗えるセルフシャンプー施設も完備。

0568-63-5131
4月〜10月/8：00〜17：00・11月〜3月/9：00〜16：00
年中無休（元旦は午後より営業）

http://www.inuyama.gr.jp

0568-63-5131 10:00〜日没まで 水曜日
大人1名＋わんちゃん1頭1,500円・小学生以下無料
（追加大人1名につき250円、
わんちゃん2頭目250円）
名鉄「犬山駅」
からタクシー15分
http://www.dogresort.jp

ǋǏǱǲǋ«ȂÁǢ
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Hasso Resting Wood Camping Graound

レジャー
2004 年 7月にオープン。キャンプ場や釣り堀、

昭和 49 年に「 憩いの森 」
として開設された、犬山市東
部に位置する国有林の中にあるキャンプ場です。川沿
いのキャンプ場では水遊びが楽しめます。

農園、野外レストランが一体となった複合アウトドア施
設です。

0568-67-6224
名鉄「犬山駅」
からタクシー30分
http://www.inuyama.gr.jp

Outdoor Base Inuyama

0568-61-6316

ߒکǔȜǭȓÁدԉഷ
Inuyama Country Club
気品と風格を兼ね備えた名門ゴルフ場。谷越え、
ドッグ
レッグ、打ち下ろしと戦略性に富んだ18ホールでエキサ
イティングなプレーをお楽しみいただけます。Hole:18

Yards:6,767(out/3,448・in/3,319)
0568-61-2281

名鉄「犬山駅」
からタクシー20分

ビジター20,995円
（平日）
・26,245円
（土日祝日）

http://www.kirakira.net

※その他季節料金あり

名鉄「犬山駅」
からタクシー10分

http://www.inucan.com

八曽滝
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Hot Springs
& Accomodation

ஂਆҊ৩ ౹Ƥ
Inuyama Hot Springs

ǼǡǶǢȄǯȔƞ  ׯ ۽Ƥ ࢤ
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平成 8 年、犬山城のほとりに湧き出た犬山唯一の
良質なアルカリ性低張性冷鉱泉。神経痛や関節
痛などの効能、疲労回復や健康増進への効果を
発揮。木曽川沿いの宿泊施設 5 軒で入浴していた
だくことができます。

ߒکҊ৩Ƥۿౄ
泉

質 アルカリ性低張性冷鉱泉

効能効果 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩
運動麻痺・関節のこわばり・うちみ
くじき・慢性消化器病痔疾・冷え症
病後回復期・疲労回復・健康促進

Inuyama Central Hotel

0568-61-6611
収容人数/124名

（洋室113室）

名鉄犬山駅から徒歩1分

http://www.inuyamacentral-h.co.jp

ߒکը
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Inuyamakan

Geihanro

犬山市犬山大門先50-1 0568-61-2309
収容人数/100名（和室10室・洋室36室）大浴場有り
名鉄犬山遊園駅から徒歩3分

http://www.geocities.jp/inuyamakan/

犬山市犬山北古券41-6 0568-61-2205
収容人数/234名（和室57室）大浴場有り
名鉄犬山遊園駅から徒歩15分

http://www.geihanro.co.jp

ߒکǠǯǌȄǯȔ
Inuyama City Hotel

0568-61-1600
収容人数/77名（洋室53室）
名鉄犬山駅から徒歩3分
http://www.inuyamahotel.co.jp

ܡը

ࣚԄƵƛƤǈ

Rinkokan

Hassyokaku Mizunowo

犬山市犬山西大門先8-1 0568-61-0977
収容人数/90名（和室19室）大浴場・露天風呂有り
名鉄犬山遊園駅から徒歩5分

http://www4.ocn.ne.jp/~rinkokan

各務原市鵜沼南町6-264 058-385-4611
収容人数/115名（和室20室・洋室4室）大浴場・露天風呂有り
名鉄犬山遊園駅から徒歩8分

http://www.mizunowo.yad.jp

ߒکȈȍǜȄǯȔ
Inuyama Miyako Hotel

0568-62-0164
収容人数/50名

（和室4室・洋室32室）

名鉄犬山駅から徒歩5分

http://www.jin.ne.jp/
miyako

ป ߒکȄǯȔ

థ ֍ǀҊ ৩  Day’s Hot Spring

Meitetsu Inuyama Hotel
犬山市犬山北古券107-1
収容人数/303名

ׯ۽ȄǯȔ

0568-61-2211
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Sara・Sakura Hot Spring
ing

（和室29室・洋室94室）
大浴場・露天風呂有り

名鉄犬山遊園駅から徒歩8分

犬山市営の公共日帰り温泉施設。明宝温泉の源
泉の
の源
り
泉を入れ、露天と内湯、スチームサウナがあります。
また、隣接のレストラン「遊ゆう亭」ではヘルシー料
理や地ビールをお楽しみいただくことができます。

http://www.m-inuyama-h.co.jp

ȓǹÁǞǍǲߒک
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0568-63-3810
10:00〜20:30（金・土曜日は〜21:00）

Inuyama International Youth Hostel
Riverside Inuyama

月曜日
（但し、
月曜日が国民の祝日にあたる場合は
その翌日）
年末12/28〜年始1/4
大人500円
名鉄「犬山駅」
からタクシー15分

0568-61-1111
収容人数/80名

http://www.city.inuyama.aichi.jp/links/
sara-sakura/

（和室14室・洋室13室）
大浴場有り

名鉄犬山遊園駅から
タクシー5分
徒歩25分、

http://www.
inuyama-iyh.com

ƓƤ੯Ƥࢤ
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Inuyama City Hotel

0568-67-3811
収容人数/100名

（和室23室・和洋室2室）
大浴場有り

名鉄犬山駅から
タクシー20分

http://www.kyosaiaichi.or.jp/lake/

ৣೣҁ
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Kawamiya

Yayoi

Sun Park Inuyama

0568-61-0448
収容人数/30名（和室7室）
名鉄犬山遊園駅から徒歩5分
http://www.inuyama.gr.jp

0568-61-0751
収容人数/25名（和室9室）
名鉄犬山遊園駅から徒歩1分
http://www.inuyama.gr.jp

0568-62-7566
収容人数/70名（和室11室・洋室4室）
名鉄犬山駅東口より徒歩12分
http://www.sunparkinuyama.com/
11
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Souvenir & Shopping

創業 85 年。伝統の味を大切にするお店。手づくりにこ

国宝茶室如庵を有する庭園の有楽苑にて一服の茶と

だわり丹念に練り上げたわらび餅は自家製人気商品で

共にお召し上がりいただいており、
その移り行く季節を

す。選びぬいた深煎りきな粉の香ばしさが一層風味を
引き立てます。是非ご賞味くださいませ。

表現したお菓子です。お土産用として棹状で販売させ
ていただいております。お求めは犬山ホテル内 有楽苑

わらび餅（ 200g ）… 400 円

出札窓口にてお願いいたします。
有楽風（うらくかぜ）… 1,300 円

۫Ҭ߱ࣃձϻෛ
犬山市大字犬山字東古券462 〒４８４-００８３

0568-61-0196
0568-62-2813
http://www.one-da.com/iwai/

和菓子造り創業 73 年。主にういろと季節の和菓子を
製造販売しています。尾張を代表する ういろ は、ほん
のりまとった心あたたまるお菓子です。家伝の秘法で米
の粉を原料にして蒸しあげました味は、8 種類お楽しみ
頂けます。
ういろ
（ 3 本入）… 1,215 円〜

ઘ๋ҁ
犬山市大字犬山字南古券166 〒４８４-００８４

0568-61-2100
0568-61-2951
http://oonoyauiro.co.jp/

170 年の伝承の味を受け継ぐ犬山厳骨。体にやさしい
自然の材料を使い、素朴な味をかもし出す自慢の商品
です。また、
きびだんごは犬山の桃太郎神社に伝えられ
る伝説にちなんで考案した昔懐かしい味わいのお菓子
です。第 21 回全国菓子大博覧会名誉総裁賞受賞。
犬山厳骨（ 170g ）… 450 円〜
きびだんご
（ 15 粒）… 450 円〜
木曽川うかい絵巻… 450 円〜 1,000 円

ԣ࠭ӂࡏݟڼϘ
犬山市大字犬山字南古券266 〒４８４-００８４

0568-61-2117
0568-61-4431
http://www.one-da.com/genkotuan/
genkotuan@one-da.com

創業慶応 2 年 国宝犬山城近くの店。名物「 尾張犬
山城で餅」は、柔らかく香りも加えず素材の持ち味を生
かした甘さ控え目の羽二重餅。
「お城もなか」は、犬山
城の型に自家製の餡を入れた手づくり商品です。

犬山名物げんこつきびだんご、原材料は規格品質証明
書付にこだわり、包装資材は環境にやさしい物を使用。
お土産品から百貨店、
ドラッグストアーなど多くの方々に
ご愛顧頂いております。第 25 回 2008 全国菓子大博覧

尾張犬山城で餅（ 20 個入）… 900 円〜
お城もなか
（ 10 個入）… 1,450 円〜

会・外務大臣賞受賞。

0568-61-0025 0568-61-0547
http://www.one-da.com/matuei/
matuei@one-da.com

犬山市大字犬山字御門先1 〒４８４-００８1

0568-61-4608
http://www.m-inuyama-h.co.jp

車山（やま）
の輪をモチーフにしました焼菓子です。犬山
祭をお楽しみいただいた折には、是非お求めいただいて、
パッケージの裏面のお話を読んで新たに想いを馳せて
いただければと存じます。
犬山祭（いぬやままつり）… 180 円
鮎おこし… 120 円

ҁҬൿ
犬山市大字犬山字西古券72-1 〒４８４-００８５

0568-61-1537
http://ochappii.com
ochappii 2@yahoo.co.jp

きな粉を使った生地で、
こし餡を包んだ風味豊かなお菓
子です。成田山のお抹茶のお菓子です。
城菊（ 18g ）… 45 円・
（ 30 個入）… 1,560 円

げんこつ
（きな粉、黒ごま、抹茶、
きびだんご）… 400 円
味つもり
（げんこつ三種詰合せ）…500 円
箱入 げんこつ詰合せ…900 円

۫Ҭ߱ߩࣷмෛ
犬山市大字犬山字西古券 33 〒４８４-００８５
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犬山市大字犬山字東古券164 〒４８４-００８３

0568-61-1322
0568-62-6033
http://www.takadaya-kinako.co.jp
genkotsu@takadaya-kinako.co.jp

犬山市大字犬山字東古券656 〒４８４-００８３

0568-62-2425
0568-62-2574
http://www.one-da.com/tamafuku/
tamafuku@one-da.com

創業明治 4 年。一膳飯屋として当地に開業し、現在は

＜どこか懐かしく、ほっと和む優しい風味＞厳選されたき

犬山にお越しの節は、お土産に名物ふっくらおいしい栗

仕出し料理を本業とする一方、犬山の名産品「あゆか

な粉・黒糖・ごま等、体に優しい材料をたっぷり使い、心

入りどら焼【犬山の城】、栗一つぶ入り
【麦恋華詩】
を是

ん」の製 造 販 売を行なっております。
「あゆかん」とは、
鮎の甘露煮の通称商品名で、他にも各種取り揃えて

を込めて手作りしました。甘過ぎないのも後ひく秘密で

非どうぞ！
！

す。代々守り継がれた伝統の味をお楽しみください。

おります。

藤澤げんこつ大（ 180g ）… 400 円・小（ 80g ）… 200 円
わん丸君パッケージ… 350 円

どら焼 犬山の城…1個150円
麦恋華詩
（むぎこがし）
…1個140円

あゆかん
（鮎の甘露煮）… 1パック3 本入 682 円
あゆ味噌風味… 1パック3 本入 735 円

ۇӂࡏҁ
犬山市大字犬山字東古券457 〒４８４-００８３

568-61-0260
0568-61-0262
http://www.one-da.com/toraya/
toraya@one-da.com

《有楽窓》は、国宝茶室の「如庵」の窓を模した桃菓子
です。つぶ餡にバターと桃を加え焼き上げた逸品。
《桃
酔菓》は、蜜の中に浸るまるごとの完熟桃をスプーンで
すくって食べる冷菓。桃は地元犬山産の完熟桃の厳選
品。

ௌᓣলҬ
犬山市大字犬山字東古券161 〒４８４-００８３

0568-61-0336
http://www.one-da.com/fujisawa/
fujisawa@one-da.com

千葉産のピーナッツを使用し、口の中に広がる素朴な
香ばしい風味と、パリパリとした歯切れの良さが定評を
受けている処でございます。日持ちの良さと共に重宝さ
れ、250 年の長寿を得ている処でございます。
紅梅焼
（袋入100g）
…480円・
（箱入40枚入）
…1,050円

犬山市大字犬山字南古券186 〒４８４-００８４

0568-61-1001
0568-61-0970
http://www.one-da.com/wakamatsuya/
wakamatsuya@one-da.com

犬山市大字橋爪字地蔵下16-9 〒４８４-００７６
0568-61-0145
0568-61-1917
http://www.one-da.com/masuda/
masuda@one-da.com

栗羽二重（厚生大臣賞）
は、地元犬山産の大きくて甘
い栗で作った栗きんとんを、羽二重餅で包んだ逸品で
す。棒状で人数に応じた切り分けが好評です。鵜舟餅
は、冷やしても柔らかな志ら玉餅が特徴の、弊店代表銘
菓です。水曜を除く朝 9 時から19 時まで営業。電話注
文も賜ります。

有楽窓
（うらくまど）
8包…630円・16包…1,260円
桃酔菓
（とうすいか）
…1セット630円
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犬山市大字羽黒新田字下平塚1番地の8
〒４８４-０８８８

0568-67-6556 0568-68-0085
http://www.one-da.com/kotobuki/
kotobuki@one-da.com

栗羽二重
（1本）
…1，
150円
鵜舟餅
（10個入）
…1，
550円

ƸƗƕƇ
犬山市大字犬山字北笠屋10-1 〒４８４-００８１
0568-61-1658 0568-61-6650
http://www.one-da.com/motitake/
motitake@one-da.com

当店の鮎の甘露煮は、創業明治 13 年以来変わらぬ製
法で、冷凍鮎や圧力釜を一切使用せず、丁寧な下ごし
らえをした鮎を煮くずれしないように長時間心を込めて
炊きあげたものであります。ちょっとした手土産などにど
うぞ。

宝珠まんじゅうは、犬山成田山名古屋別院のお堂に戴
く宝珠より名づけた銘菓でございます。宝珠まんじゅうに
刻みし象った宝の文字は、両掌をあわせた合掌を表し、
誠心が不動様を通じて神仏のご加護を授かり、除障招
福の玉を手の中に収めて宝となす御利益ある銘菓です。

鮎甘露煮1匹…420円
（5匹入真空パック…2,100円）
子持ち鮎甘露煮1匹…525円
（5匹入真空パック…2,625円）

宝珠まんじゅう
（20個入）
…1,000円
…800円
宝珠まんじゅう
（15個入）

犬山城下
（20個入）
…840円
ボトル入モンキー飴…400円
モンキー糖
（黒）
…300円

ȕǢǱȒȜƃƿƅ

تௌോߙ

ຸߤࢫƍϻெୗ
犬山市大字犬山字南古券 183 〒４８４-００８４

0568-61-0034

犬山市大字犬山字白山平5-2 〒４８４-００８１

0568-61-0760
0568-61-0768
http://www.one-da.com/kiraku/
kiraku@one-da.com

日本モンキーセンターにちなんで、かわいらしいお猿の
顔を美味しい飴にしました。舐めていただくと、最後まで
そのままの顔がでてくる昔懐かしい飴です。ボトル入モン
キー飴は個包装してあります

犬山市大字犬山字西古券128 〒４８４-００８５

0568-61-1103
http://www.one-da.com/kondou/
kondou@one-da.com

ドイツ国際コンテストで数々の賞を受賞しました。保存

尾張唯一の製造販売『 犬山茶 』は名水木曽川の水で

犬山焼 300 年の伝統を今に受け継ぐ尾関作十郎陶苑

料、着色料等は使用せず、氷温熟成技術で、添加物に

つくり上げた銘茶です。犬山抹茶入りのまろやかな味と
コクのある香りを一度ご賞味ください。商品は全国発送
させていただきます。

でございます。近 来 手 造りと手 描きの良さをお需めの

頼らない食品素材のもつ本来の旨味を十分に生かした
製品を製造しております。是非ともご来店をいただきま
すよう、お待ちしております。
無添加ハム・ソーセージ詰め合せ…3,900円〜

ԣ࠭ӂࡏǞǍǱǏ
販売店／犬山市松本町1丁目162 〒４８４-００８６

0568-61-5559
0568-61-1420
http://www.saito-ham.co.jp
saito@one-da.com

方々も年と共に多くなりつつありますので、伝統を生か
した作品を産出するため、
日夜研鑽を重ねております。

犬山茶詰め合せ
（やぶ北茶・抹茶入正喜撰）
100g入×2本…1,050円
…1,050円
犬山茶なつめ缶
（80g入）

四君子花瓶… 200,000 円
金書割雲錦手茶碗… 25,000 円
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犬山市大字善師野字中屋敷15 〒４８４-０００３

0568-61-4189
http://www.one-da.com/hibino/
hibino@one-da.com

犬山市大字犬山字白山平2 〒４８４-００８１

0568-61-0031
http://www.one-da.com/sakujuuro/
sakujuuro@one-da.com

犬山焼は、300 年前に今井に窯を築き焼物を作ったの
が始まりです。その作風は、花・紅葉・呉州風の赤絵・犬
山八景の文様があります。特に犬山城主の意匠による
光琳風の桜と紅葉を描いた 雲錦手 が特徴です。

大澤久次郎陶苑の作品は、特に風雅で土の柔らか
な厚みをもった陶器として好評を得ています。当窯独
特の松皮陶器は、全国に類なく松皮焼の別名を賜り、
茶道具・記念品等にご愛用頂いております。

創業百余年の伝統を受け継ぐ私共の犬山焼は桜と紅
葉を同じに描いた「雲錦手」、中国「赤絵」写し、
「竹林
の七賢人」画などを細密に手作り手描きで仕上げてお
ります。ご贈答・引出物にいかかでしょうか。

犬山焼各種…1,500円〜

犬山焼各種…2,000円〜

金,呉須・楓夫婦湯呑
（木箱入）
…5,250円

۪ௌЄѤ
犬山市大字犬山字相生14 〒４８４-００８１

0568-61-0578
http://www.one-da.com/touitu/
touitu@one-da.com

ઘᓣׂࠞ༱Ѥ
犬山市大字塔野地字中ノ切40 〒４８４-００９４

0568-61-1478
http://www.one-da.com/oozawatoen/
oozawatoen@one-da.com

ೣीռƕƇߒÏǖȌǢǨÐ
犬山市天神町１丁目１
キャスタ＆イトーヨーカドー犬山店2階 〒４８４-００7３

0568-62-1166
http://www.one-da.com/takeyama/
takeyama@one-da.com

創業・慶長 2 年（ 1597 年）
で尾張最古の銘酒といわれ
ております。飲み方は、
そのまま冷酒でお飲みください。
炭酸水、氷、お湯等でお割り頂いても結構です。歴史と
伝統のお酒をお楽しみ頂ければと思います。

お手本にしたのは、
あくまで本物志向にこだわる本場の
ドイツのビール。新進の女性ブラウマイスター指導の下、
豊富な木曽川の伏流水（天然醸造水）
と厳選された素
材から、独特の富かなコクと香りが生まれました。

荵苳酒
（360ml）
…1,450円・
（540ml）
…2,000円

犬山ローレライ麦酒（ 330ml ）… 470 円
（ 500ml ）… 680 円

犬山城天守閣ボトル純米秘蔵原酒
（金ボトル720ml ）… 11,000 円
名古屋城天守閣ボトル純米秘蔵原酒
（絵付 1000ml ）… 12,600 円
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犬山市大字犬山字東古券 633 〒４８４-００８３

0568-61-0165
http://www.one-da.com/nintoushu/
nintoushu@one-da.com

犬山市大字羽黒字成海郷70 〒４８４-０８９４

0568-67-6767 0568-67-8484
http://www.loreleybeer.co.jp
koyumitsuru@one-da.com

創業嘉永元年。伝統の製法をかたくなに守り、
日本酒の
コクを問い続けています。中でも秘蔵古原酒は、全量山
田錦を使用の純米酒を7 年以上熟成させた逸品。犬山
城、名古屋城の形をしたボトルに詰めて、好評発売中。

犬山市大字犬山羽黒字成海郷70 〒４８４-０８９４
0568-67-0033
0568-67-3815
http://www.one-da.com/koyumitsuru/
koyumitsuru@one-da.com

兵庫山田錦を100％

犬山の風土と土地柄を生かした物産として、
この程研

明治村周辺で採取された花はちみつを練りこみ、
しっと

使用し、精魂込めて醸し出した「大吟醸」は酒の芸術品

究開発した自然食品じねんじょが犬山の特産物として

りと焼き上げた明治村こだわりのカステラです。文明開

で、世界に誇れる日本酒の逸品です。優しいまろやかな
味を優雅にお召し上がりください。冷酒にてご愛飲くだ

誕生いたしました。味覚・ねばり・香り、
ともに揃った自慢
の特産物です。ぜひ、
ご賞味ください。

化の味を、ぜひお召し上がり下さい。

さい。

じねんじょ夢とろろ
（ 1kg ）… 3 ，
500 円
じねんじょドーナツ
（ 5ヶ入）… 400 円
じねんじょうどん
（ 3 人前つゆ付き）… 900 円

＊プレーン…カステラ本来の豊かな風味と、
しっとりと
した味わいをお楽しみ下さい。
＊抹茶…長い歴史と伝統が生み出した信頼のブランド
「西尾抹茶」
をふんだんに使用致しました。

厳しい条件のもと、一月の大寒

東洋自慢大吟醸酒（ 720ml ）… 3,050 円
かじます純米酒（ 720ml ）… 950 円

ஷຉࠨԣ࠭ӂࡏ
犬山市大字羽黒字前川原48-3 〒４８４-０８９４

0568-67-0001 0568-67-0077
http://www.one-da.com/toyojiman/
toyojiman@one-da.com

犬山の新郷瀬川、塔野地近辺の桜のハチミツです。
さくらの花のハチミツ
（600g）
…3,400円
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犬山市大字前原字桜坪1-2 〒４８４-００６１

0568-62-3000
http://www.inuyama-hp.com/yume-tororo

犬山城や犬山祭のオリジナルメガネ拭きです。
メガネ以
外にもテレビ、携帯電話などの液晶画面などいろいろな
ものを拭くことに使えます。犬山の新しいおみやげです。
メガネBOXかなもり以外にも犬山市文化史料館や特
産品館で販売しています。
犬山版オリジナルメガネ拭き…700円

ధࠬǸǪȈǭ
犬山市大字犬山字南古券156 〒４８４-００８４

0568-65-1887
http://www.irukahachimitsu.com/
info@irukahachimitsu.com

明治村カステーラ
（プレーン・抹茶）…各 880 円

ȊǕǶ% 2;ƁƠƸǀ
犬山市天神町1-13-2-108 〒４８４-0073

0568-62-1138
0568-61-8086
boxkanamori@yahoo.co.jp

犬山市内山1 〒４８４-００００

0568-67-0314
0568-67-0358
http://www.meijimura.com

代々続く羽釜で国産天草を6 時間炊き上げました。自
家 製の三 杯 酢のタレをかけ、お召し上がり頂きます。
群馬産の蒟蒻芋 100％で北海道産ホタテの貝殻カ
ルシウムを使用し、柔らかく味しみのよい、昔造りのこ
んにゃくです。
羽釜炊きところてん…160円
生芋小玉てまりこんにゃく…200円

ࣧࣷҁࣟ
犬山市大字犬山字南古券149〒４８４-0084

0568-61-0029 0568-61-8572
hym333jp@yahoo.co.jp

ǪȌȜǯǌ
犬山市中山町一丁目19
〒４８４-００８７

ࡴຉҬԣ࠭ӂࡏ
犬山市大字羽黒新田字下平塚1-8 〒４８４-０８８８

香り米は、一部の地域で栽培されている
炊飯時に独特の香りがする米の総称です。
市内でとれた米を原料に使った特産品が、
「濃尾香り米商品」
です。
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犬山市大字善師野字
中屋敷15 〒４８４-０００３

0568-61-4189
http://www.one-de.
com/hibino/

香り玄米茶（ 200g ）… 500 円

0568-67-3688
0568-67-3706
info@matsuyasakae.jp

鮎ぞうすい
（単箱）600 円
（ 3 箱セット）2,000 円

香り米うどん
（240g）
… 250円

0568-61-0574
0568-61-3910
http://www.inuyama.
gr.jp/jyurro-hon.html

香り米べっ甲飴
（100g）
…200円
香り米こめ飴
（100g）
…250円

ۇӂࡏ

0568-67-1034

香り米ういろ
（ 1 本）… 600

058-382-0259
058-383-2970

犬山市大字犬山字
東古券696 〒４８４-００８３

犬山市字横町86
〒４８４-０８５３

犬山市大字犬山字
南古券166 〒４８４-００８４

各務原市蘇原東島町2-78
〒５０４-０８１６
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0568-61-2100
0568-61-2951
http://www.one-de.
com/oonoya/

赤飯まんじゅう
（6個）… 500円

犬山市字落添20-1
〒４８４-０９６２
玄米こわ餅（ 6 切）… 500 円

かりんとう
（120g ）…300円他
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犬山市大字犬山字
東古券462 〒４８４-００８３

0568-63-3811
0568-63-3812

（注文により、
グラムと単価は応相談）

ԣ࠭ӂࡏ
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0568-61-0196
0568-62-2813
http://www.one-de.
com/iwai/

0568-67-6556 0568-68-0085
http://www.one-de.com/kotobuki/

犬山市大字犬山字
東古券164 〒４８４-００８３
香り米豆腐（ 1 丁）… 200 円
田楽（ 1 本）… 100 円
豆乳（ 1 袋）… 150 円

0568-61-1322
0568-62-6033
www.takadaya-kinako.co.jp 香り米げんこつ… 400 円

交通案内

観光情報

Traffic Information

名 古 屋 市 内 から約 2 5 分で 歴 史の 町 へ 。 思い立ったら、さあ 、 犬 山 へ
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名古屋空港

JR 東海道新幹線
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0568-61-1000
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Komaki Higashi I.C.

名神高速道路
京都・大阪

公共施設

61-0300

犬山郵便局

Heian-dori

犬山警察署

61-0110

犬山国際観光センター
フロイデ

61-1000

犬山市役所

61-1800
65-0119
62-5233

犬山市消防本部
犬山商工会議所

金山 Kanayama

四日市・伊勢

通訳ボランティア
「犬山国際交流協会」
Inuyama Interpreter Association

東海環状自動車道

京都
京都
・大阪
・大阪
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線
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0568-61-2825
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御嵩
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Gifukakamigahara I.C.
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Historical Volunteer Guide

東
海
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愛
愛知
愛知県

歴史観光ボランティアガイド
「ナイスで犬山」

N

郡上・高山

名古屋市
Nagoya
g
Ci ty

観 光ガイド

東名高速道路

交通機関

名鉄犬山駅

名鉄名古屋本線

中部国際
空港

JR 東海道本線

Central Japan
International Airport

浜松・東京

中部国際空港
セントレア

JR 東海

61-5300
050-3772-3910

テレフォンセンター
名鉄お客様センター

052-582-5151

名鉄西部交通
（タクシー）

61-0195

犬山タクシー

61-0301
62-8711
62-2585

ニッポンレンタカー犬山
トヨタレンタリース愛知犬山

i
車での犬山城までのアクセス
小牧 IC
（名神高速）
KOMAKI IC

電車での犬山駅までのアクセス
名鉄名古屋駅

約25分

About 25 minutes

MEITETSU NAGOYA
station

（MEISHIN Expressway）

名鉄金山駅
小牧北IC

約25分

About 25 minutes

（NAGOYA Expressway）

小牧東IC
（中央道）
KOMAKI HIGASHI IC

MEITETSU KANAYAMA
station

上小田井駅
（地下鉄鶴舞線）
KAMIOTAI station

平安通駅
HEIAN DORI station

（東海北陸道）
GIFU KAKAMIGAHARA IC
（CHUO Expressway）

Meitetsu Rapid Express

About 25 minutes

名鉄快速特急・特急
Meitetsu Rapid Express

名鉄急行

約25分

About 25 minutes

中部国際
空港駅

CHUBU INTERNATIONAL
Airport station

About 34 minutes

名鉄ミュースカイ
MEITETSU Exp. Mu sky

0568-61-6000

約30分

About 23 minutes

地下鉄上飯田線普通
Local Train

Inuyama Sightseeing
Information center

About 30 minutes

約23分

Meitetsu Express

（犬山駅）

約25分

約25分

About 25 minutes

（CHUO Expressway）

岐阜各務原IC

犬山観光案内所
名鉄快速特急・特急

約34分

約55分

About 55 minutes

犬山駅

KOMAKI KITA IC

犬山城

（名古屋高速）

お問 い 合わせ

犬山観光情報
Inuyama Sightseeing Information
観光情報、イベント情報、
ニュースなど最新情報をおとどけ

http://inuyama.gr.jp
犬山

検 索

