
白川村ふるさと納税宿泊共通クーポン利用可能施設一覧 

〈注意事項・お願い〉 

・お宿ごとに予約方法が異なるため、詳細を確認しご予約ください。 

・宿泊料金及びプランの内容に関しましては、事情により、記載されている内容と異なる場合がありますので、ご予約の際に

必ずご確認ください。 

・ご予約の際にはクーポンを利用されることを必ずお伝えください。お伝えいただけなかった場合は利用できない可能性があ

ります。 

・宿泊される際には宿泊クーポンを必ずご持参ください。ご持参されなかった場合はクーポンは利用できませんのでご了承く

ださい。 

・お宿の料金・プラン等でご不明な点がある場合は、直接お宿の方にご確認ください。 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 城山館 

宿泊プラン １泊２食付き ペア宿泊券 白川郷堪能プラン    

料金 69,800 円（税込） 

予約方法 電話（05769−6−1007） 

お食事 夕食：A５等級の飛騨牛のステーキ付き会席料理 

朝食：飛騨の郷土料理「朴葉味噌」が並ぶ朝定食です。 

ご利用時間 チェックイン：15：00〜（最終チェックイン 18：00） 

チェックアウト：〜10：00 

施設情報 和室８畳〜10 畳 ４部屋（１部屋のみバス・トイレ付き）/禁煙スペース有り/フリ

ーWi-Fi 

アメニティ：浴衣/歯ブラシ/フェイスタオル/バスタオル 

お風呂：隣接する白川郷の湯（温泉）で、１回分の入浴券を人数分お渡しします。

当館にはお風呂がございませんので、あたたかい温泉をご利用ください。 

アクセス 東海北陸自動車道 白川郷 IC より 5分 

世界遺産エリア内の立地で、合掌集落へは徒歩 1 分。 

夕食は A5 等級の飛騨牛の中でもさらに希少な部位を贅沢にステーキで味わえる会席料理。 

朝食は飛騨の郷土料理「朴葉味噌」などが並ぶ和定食です。野菜、山菜、川魚、お米などの食材は出来る限り白川村

や飛騨で採れたものを使用しています。 

夕方四時から無料の観光ツアーを開催。 

スタッフは家族だけでやっているので、まるで親戚の家に遊びに来たような、ほっこりとした気持ちになります。 

●第三者評価● 

ミシュランガイド 2019 にて 1 つ星掲載 

じゃらんの口コミでは最高評価の 5.0 獲得 



 
お宿名 蕎麦庄 やまこし 

宿泊プラン ① グレードアッププラン １泊２食付き 

② スタンダードプラン  １泊２食付き 

料金 ① 大人 1 名：18,500 円 子ども 1 名：16,200 円 

② 大人 1 名：15,500 円 子ども 1 名：12,200 円 

予約方法 電話（05769−6−1165） 

お食事 こだわりの手打ちそばと自家栽培、地元の食材を使用したお料理をお楽しみ頂けま

す。 

ご利用時間 チェックイン：15：00〜（最終チェックイン 19：00） 

チェックアウト：〜10：00 

施設情報 和室８畳（バス・トイレ付き）/インターネット接続 /食堂 

アメニティ：テレビ/電話/湯沸かしポット/ドライヤー/ボディーソープ/シャンプ

ー/リンス/タオル/バスタオル/浴衣/歯磨きセット/カミソリ/ソックス 

駐車場：有り（20 台まで） 

アクセス 東海北陸自動車道 白川郷 IC より車で約 5 分 

その他 グレードアッププランとスタンダードプランの違いは飛騨牛がついているかいな

いかの違いです。 

静かな林の中に建つ合掌造りの宿です。 

二間続いており、縁側も有り部屋でも時々小動物の姿や鳥の声が聞こえます。 

庭には山野草が沢山あり林の緑が美しいです。 

秋は目の前まで紅葉し、冬は雪景色が最高です。 

時間を忘れるほど、ゆっくりとお過ごしいただけます。 

夕食は季節の食材を使用した、お蕎麦中心のお料理です。食材はほとんどの物が自家栽

培で、岩魚も井戸水の池で泳いでおり、山菜はすべて当店の山で採ってきたものです。

一番のお勧めはミシュランガイド公式に掲載された手打ちそばです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 藤助の湯 ふじや 

宿泊プラン ① 大白川の湯大自然満喫プラン（和室） 

② ゆったりと古民家風プラン（和洋室） 

③ もっと広々と静けさをプラン（古民家特別室） 

料金 ① 22,150 円 ②24,350 円 ③26,550 円  （消費税・入湯税込） 

予約方法 電話受付のみ（05769−５−2611） 

お食事 夕食：飛騨牛や地元の季節の食材を使用したこだわりのお食事をお楽しみくださ

い。 

朝食：新鮮な食材をバランスよく取り入れたお食事です。 

ご利用時間 チェックイン：15：00〜（最終チェックイン 1７：00） 

チェックアウト：〜10：00 

施設情報 和室 14畳（バス・トイレ付き）/大浴場/インターネット接続 /食堂(個室タイプ) 

アメニティ：テレビ/電話/湯沸かしポット/冷蔵庫/ドライヤー/ボディーソープ/シ

ャンプー/リンス/タオル/バスタオル/浴衣/歯磨きセット/カミソリ 

お風呂：無料貸切露天風呂２つ、男女別内湯、露天風呂は朝まで利用可能！ 

アクセス 東海北陸自動車道 白川郷 IC より車で約２０分、庄川 ICから約 40 分 

その他 温泉は源泉 90℃、加水はせずに調整しているため、源泉１００%掛け流しです。 

硫黄・ナトリウム・塩化物泉が含まれており、お湯の性質は柔らかく、おそろしく

温まる温泉です。 

飛騨の 150 年経った古民家の移築。白川の緑と風と水を感じて心を癒していただけるよ

うな宿作りをしています。 

夏は外でも朝食を召し上がって頂けます。白山の麓からの引湯、源泉 98℃、加水は行わ

ず熱交換機で適温にした源泉かけ流しの温泉です。 

食事は飛騨牛サーロイン陶板焼き、川魚塩焼き、飛騨牛すったて鍋など、地元の季節の

食材を楽しんで頂けます。 

平瀬は、特別な名所はありませんが、大自然の中でゆったりと静かに過ごせます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 トヨタ白川郷自然學校 

宿泊プラン 下記 URL（公式ホームページ）をご確認ください。 

料金 下記 URL（公式ホームページ）をご確認ください。 

予約方法 ホームページからのみ 

お食事 夕食：北陸・飛騨地方の食材を中心に源泉したシェフこだわりのフレンチが楽しめ

ます。 

朝食：パンや新鮮野菜を提供する洋食カフェスタイルでご用意しております。 

ご利用時間 チェックイン：15：00〜（最終チェックイン 20：00） 

チェックアウト：〜10：00 

施設情報 和洋室（バス・トイレ付き）/大浴場/インターネット接続 

アメニティ：テレビ/電話/湯沸かしポット/冷蔵庫/ドライヤー/ボディーソープ/シ

ャンプー/リンス/タオル/バスタオル/浴衣 

お風呂：ぬめりのあるアルカリ性泉質の自家源泉 です。 

駐車場：有り（56 台まで） 

アクセス 東海北陸自動車道 白川郷 IC より車で約 15分、JR 高山駅よりバスで約 50分 

その他 白川自然學校公式ホームページ 

：https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=21000036&ty=ser&lan=JPN 

※宿泊クーポンを利用される際は備考欄にその旨を必ずご記入ください。 

白川郷の豊かな自然の中、子供から大人まで楽しめる自然体験プログラムを楽しめるホテルです。 

●夕食：フレンチフルコース。口コミでも評価が高いフレンチは、北陸・飛騨地方の食材を中心に厳選したシェフこ

だわりのディナーです。気取らずカジュアルにフレンチを楽しめます。レストランではワインを豊富に取り揃えてお

りますので、併せてお楽しみください。 

●温泉：ぬめりのあるアルカリ性泉質の自家源泉で、お肌はすべすべに。露天風呂では満天の星空を望むことができ

ます。 

●お部屋：自然學校に一つしかない特別室で、地元木材を使用した家具に 4 畳半の畳敷きなど、ゆとりのある 62 平

米の和洋室です。木と畳の温もりに溢れ、広々とした開放感のある造りになっております。 

●朝食：パンや新鮮野菜を提供する洋食カフェテリアスタイルでご用意しております 

 

https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=21000036&ty=ser&lan=JPN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 合掌乃宿 孫右ェ門 

宿泊プラン 合掌造りの宿 宿泊１泊２食付 2 名様 

料金 39,600 円 

予約方法 電話からのみ(05769-6-1167) 

お食事 夕食：飛騨牛（A５ランク）、川魚、山菜やお豆腐の郷土料理などをお出し致します。 

ご利用時間 チェックイン：16：00〜（最終チェックイン 17：00） 

チェックアウト：〜9：30 

施設情報 和室 6 畳〜12 畳/フリーWi-Fi/食堂 

アメニティ：ボディーソープ/シャンプー/リンス/浴衣/タオル/バスタオル  

お風呂：木のお風呂で家族風呂となっております。 

駐車場：有り（5 台まで） 

アクセス 東海北陸自動車道 白川郷 IC より車で約 10分 

その他 ・一日３組限定となります。 

世界遺産白川郷集落内の約 300 年以上の歴史ある合掌造りの宿です。 

庄川沿いのお部屋からは川や山の緑を眺めることができます。 

白川郷の自然を感じながら、静かでのんびりとした時間をお過ごしください。 

お食事は、囲炉裏で焼いた川魚や 5 等級の飛騨牛、山菜やお豆腐を使用した郷土料理な

どをお出し致します。 

お米は自家栽培のコシヒカリです。 

お風呂は木のお風呂で、家族風呂です。 

お客様の心の癒しになるよう、おもてなしをさせて頂きたいと思っております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 白川郷天然温泉 ゆるりの湯 御宿結の庄 

宿泊プラン 【現金現地払い】白川村宿泊施設共通クーポン券 基本２食付きプラン 

料金 21,500 円〜37,000 円 ※日程及び１室何名利用かにより変動 

予約方法 電話受付のみ(05769-6-2205) 

お食事 夕食：飛騨の郷土料理を中心とした、四季折々の旬を愉しむ和食会席です。 

朝食：当館料理長オリジナルレシピによる朴葉味噌を中心とした和食御膳です。 

ご利用時間 チェックイン：15：00〜（最終チェックイン 20：00） 

チェックアウト：〜11：00 

施設情報 和室 33.2 平米（禁煙）/シャワーブース/無料Wi-Fi/洗浄機付きトイレ 

大浴場/無料貸切露天風呂/無料 Wi-Fi/ボディーソープ/シャンプー/リンス/浴衣/

タオル/バスタオル/ハミガキセット 

お風呂：天然温泉「ゆるりの湯」 

駐車場：有り（２０台まで） 

アクセス 東海北陸自動車道 白川郷 IC より車で約２分 

その他 ・電話受付時間 9：００〜20：00 

・お電話の際は「プラン名」を必ずお伝えください。 

・チケット記載の通し番号をお伝えください。 

・宿泊当日、チケットをフロントにお渡し頂けなかった場合、通常料金を請求させ

ていただくことになりますので、忘れずご持参ください。 

2019 年 3 月にグランドオープンした歴史と趣の薫る宿です。 

居間＋寝室に和ベッド 2 台を配置した間取りのお部屋です。 木のぬくもりを感じる、落ち着いた設え

の空間でゆっくりお寛ぎいただけます。 

御夕食は、四季折々の旬を愉しむ和食会席料理です。 飛騨の郷土料理を中心に、山の幸や海の幸を厳

選してご用意しております。 御朝食は、当館料理長オリジナルレシピによる朴葉味噌を中心とした和

食御膳です。 

「ゆるりの湯」と名付けられて湯処で愉しむ天然温泉は、肌触りが心地よく、湯上り後も続く保湿効果

にほっこりと癒されます。 大浴場と 2 つの貸切風呂をご用意しております。 

喧騒に疲れ、郷愁に癒しを求める方、ゆったりとした時間を過ごしたい方にお勧めです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 民宿 志みづ 

宿泊プラン ①民宿 志みづ １泊２食付き 宿泊券１名様用 

②民宿 志みづ １泊２食付き 宿泊券２名様用 

③民宿 志みづ １泊２食付き 宿泊券３名様用 

料金 ①13,500 円 

②23,000 円 

③34,500 円 

予約方法 電話受付のみ(05769-6-1914) 

お食事 お料理は白川郷の旬の食材を使った田舎料理になります。基本はお野菜の上に飛騨

牛を乗せて蒸し焼きにする、陶板焼きと川魚の甘露煮、精進揚げ（お野菜の天ぷら）

です。畑仕事が趣味の当主が作った野菜が中心の家庭料理を、囲炉裏を囲んでゆっ

くりお召し上がりください。 

アクセス 岐阜県大野郡白川村荻町 2613 白川郷インターより約 10分 

その他 【予約方法】 

・予約状況に拠りましては、ご予約を受けられない場合もございますので、ご了承

くださいませ。 

・当日のお飲み物や追加料理などの別注文品については現地にてお支払いくださ

い。 

 志みづの合掌造りは、当主の祖先が２２０年程前に建てたものです。全館、木のぬくもりが感じ

られ、居心地がとても良いお部屋です。各部屋に暖房も設備されてますので真冬でも安心してお休

みになれます。 

 お料理は白川郷の旬の食材を使った田舎料理になります。基本はお野菜の上に飛騨牛を乗せて

蒸し焼きにする、陶板焼きと川魚の甘露煮、精進揚げ（お野菜の天ぷら）です。畑仕事が趣味の当

主が作った野菜が中心の家庭料理を、囲炉裏を囲んでゆっくりお召し上がりください。 

 白川郷合掌造り集落の南側に位置したお宿です。近くには棚田や白川郷のシンボル的な風景で

もある三連合掌がある静かな地域にあります。山から流れてくる水の音は何も聞こえない・・・雪

が積もればその音すらもない・・・そんな山里でのんびりとしたひと時をお過ごしください。 

 志みづの合掌造りは、当主の祖先が２２０年程前に建てたものです。全館、
木のぬくもりが感じられ、居心地がとても良いお部屋です。各部屋に暖房も
設備されてますので真冬でも安心してお休みになれます。 
 白川郷合掌造り集落の南側に位置したお宿です。近くには棚田や白川郷の
シンボル的な風景でもある三連合掌がある静かな地域にあります。山から流
れてくる水の音は何も聞こえない・・・雪が積もればその音すらもない・・・
そんな山里でのんびりとしたひと時をお過ごしください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 山本屋 

宿泊プラン 1 日 1組限定（1 泊 2 食付き） 

料金 料金については予約の際にご確認ください。 

予約方法 電話受付のみ(05769-6-1064) 

お食事 季節の食材を使用した心や体に優しいお料理を味わいください。自家製米を使用し

た炊き立てのご飯も是非ご賞味ください。 

ご利用時間 チェックイン：15：00〜 

チェックアウト：〜10：00 

施設情報 フリーWi-Fi 

アメニティ：ボディーソープ/ドライヤー/浴衣/タオル/バスタオル  

駐車場：有り（１台まで） 

アクセス 岐阜県大野郡白川村荻町 775 白川郷バスターミナルより徒歩 7分  

その他 ・客室数１（２〜４名） 

・幼児の受け入れはしておりませんのでご了承ください。 

 

 山本屋は世界遺産地区にある合掌造りのお宿です。1 日一組限定の貸し切り

宿となっております。お食事は季節の食材を使用した心や体に優しいお料理

を味わいください。自家製米を使用した炊き立てのご飯も是非ご賞味くださ

い。家族やご友人・心を許せる方とゆっくりとしたお時間をお過ごしいただ

けます。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宿名 民宿 かんじゃ 

宿泊プラン 民宿ペア 1 泊 2食付き付きプラン 自家米コシヒカリ土産付  

料金 15,800 円/一人 

予約方法 電話からのみ(05769-6-1457) 

お食事 山菜料理をはじめ、イワナの塩焼き、飛騨牛の朴葉焼きなど、山の幸をふんだんに

使った素朴な味わいです。お米も自家製米でとってもおいしいです。お土産に自家

米コシヒカリ 2ｋｇもプレゼントいたします。 

施設情報 お部屋には床暖房を完備。お風呂は檜風呂をご用意いたしております。そのため冬

場でも温かくお過ごしいただけます。 

アクセス 岐阜県大野郡白川村荻町 689 

白川郷ＩＣより車で約 10分 

その他 【予約方法】 

・予約状況に拠りましては、ご予約を受けられない場合もございますので、ご了承

くださいませ。 

・当日のお飲み物や追加料理などの別注文品については現地にてお支払いくださ

い。 

 日本古来の歴史と文化を肌で感じることができるお宿です。「世界遺産」となっている白川郷の
少し高台に位置し、とても眺めの良いお宿です。気取らない家庭的なおもてなしと、山の幸をふん

だんに使った素朴なお料理が自慢。田舎のおばあちゃんの家のような懐かしい空間でゆっくりと

のんびりとおくつろぎください。お料理は、山菜料理をはじめ、イワナの塩焼き、飛騨牛の朴葉焼

きなど、山の幸をふんだんに使った素朴な味わいです。お米も自家製米でとってもおいしいです。お土

産に自家米コシヒカリ 2ｋｇもプレゼントいたします。 

 



 

お宿名 民宿 ふるさと 

宿泊プラン ①民宿ふるさと 宿泊券 1日 2 食付き 2名様 

②民宿ふるさと 宿泊券 1日 2 食付き 3名様 

③民宿ふるさと 宿泊券 1日 2 食付き 4名様 

料金 ①23,520 円 

②35,280 円 

③47,040 円 

予約方法 電話受付のみ(05769-6-1033) 

お食事 お食事は飛騨牛や川魚、季節の野菜を使用した料理などをご用意いたします。 

アクセス 岐阜県大野郡白川村荻町 775 白川郷バスターミナルより徒歩 7分  

その他 ・予約状況に拠りましては、ご予約を受けられない場合もございますので、ご了承

くださいませ。 

・お子様（小学生以下）は人数に含まれません。追加料金等の詳細は施設へ直接ご

確認ください。 

 世界遺産白川郷にある、築 211 年の合掌造りの民宿です。2 代目女将が 1 人

で切り盛りするお宿は、アットホームな雰囲気で、田舎のおばあちゃんの家

に帰ったような、懐かしい気持ちになれます。お食事は飛騨牛や川魚、季節

の野菜を使用した料理などをご用意いたします。白川郷の静かな雰囲気の中

でのんびりお過ごしください。自然の恵み、飛騨の家庭料理をお楽しみいた

だけます。白川郷の静かな雰囲気の中でのんびりお過ごしください。 
 


