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郡上市ふるさと寄附返礼品
郡上体験共通回数券使用可能メニュー一覧

郡上体験共通回数券使用可能メニュー一覧
所要時間

団体名

ポイント

期間

住所 （郡上市）

1

食品サンプル体験

体験メニュー

30～40分

サンプルビレッジ・いわさき

2,000P

通年

八幡町城南町250

0575-65-3378

2

食品サンプル体験

30～40分

さんぷる工房

2,000P

通年

八幡町橋本町956

0575-67-1870

3

郡上おどり体験

60分

郡上八幡産業振興公社

2,000P

夏期

八幡町島谷520-1

0575-67-1819

4

シルクスクリーン印刷

30～40分

タカラギャラリーワークルーム

2,000P

通年

八幡町島谷470-28

050-3682-1861

5

城下町満喫マップde散策

120分

郡上八幡産業振興公社

2,000P

通年

八幡町島谷520-1

0575-67-1819

60分

GREEN UNION

（大人）
3,000P
（小人）2,000P

2～5月

美並町三戸1443

080-1581-0847

90～120分

コキアパーク

（小学生以上）

イチゴ狩り

6

※1日1組様限定

ツリークライミング

7
8

ジップライン

9

90～150分

里山田んぼ・田植え体験

5.5時間

10 山菜摘み散策＆山菜ピザづくり 5.5時間
11
12

13

3時間
6時間

猟師体験ツアー
長良川ラフティング
シャワークライミング

14 洞窟探検 いざ縄文時代へ！

180分
240分
6.5時間

15

冒険キッズ

6時間

16

セグウェイ

120分

17

清流王国郡上・子どもキャンプ

2泊3日
3泊4日

コキアパーク
明宝ツーネット
（明宝ツーリズムネットワークセンター）

明宝ツーネット
（明宝ツーリズムネットワークセンター）

4,000P
5,000P
（小学生以上）

5～10月
5～10月

5,000P

5月

7,000P

4～5月

TEL.

高鷲町ひるがの
4670-75
高鷲町ひるがの
4670-75

0575-73-1205

明宝二間手532

0575-87-0126

明宝二間手532

0575-87-0126

0575-73-1205

八幡町市島2426
キャンプ場内

猪鹿庁合同会社

7,000P
12,000P

通年

アースシップ

8,000P

（中学生以上）

5～10月

美並町白山1013-1

0575-79-4070

アースシップ

8,000P

6～10月

美並町白山1013-1

0575-79-4070

通年

大和町大間見307

050-5241-1635

メタセコイアの森の仲間たち

明宝ツーネット

（中学生以上）

8,000P

（小学生以上）

8,000P

（明宝ツーリズムネットワークセンター）

（小学生対象）

Ork （オーク）

（16～70才迄）

メタセコイアの森の仲間たち

9,000P
33,000P
40,000P

通年
5～10月
春休み・夏休
み・冬休み

050-5278-2709

明宝二間手532

0575-87-0126

高鷲町鷲見上野
2363-988

0575-73-2425

大和町大間見307

050-5241-1635

＊このカタログは、郡上市にふるさと寄附をしていただいた方に返礼品として支給される「郡上体験共通回数券」を利用して体験していただく郡上市内の自然体験・文化体験メニューの一覧表です。

このカタログの利用して郡上を体験する方法

ご注意ください︕
①本カタログに記載のないプログラムに回数券を使用
することはできません。

券」 を希望してください。
①「郡上体験共通回数

②プログラムに参加される際は、必ず事前に実施団体

郡上市にふるさと寄附をして、返礼品として

③各団体に参加申込をする際に「郡上体験共通回数券」

に予約お申し込みください。

「郡上体験共通回数券」を希望してください。

を使用する旨をお伝えください。

寄附金を納付していただいたことが確認されたのち、郡上
市より「郡上体験共通回数券」をお送りします。

お手持ちの回数券が不足する場合、
「1pt＝1 円」として不足するポイ

ください。

ラムを選んで予約して
タログで体験したいプログ

②このカ

④参加するプログラムに設定されたポイントに対し、

本カタログの中から参加するプログラムを選んでいただき、
ご自身で直接、実施団体に事前に予約してご参加ください。

③お支払いは回数券で
プログラムに参加し、カタログに記載されたポイン
トを回数券でお支払いください。

。
応は、 下記のとおりです

寄附金額と回数券の対

■二万円以上 三万円未満の寄附をいただいた方

ントを現金でお支払いください。
⑤回数券を換金することはできません。
⑥回数券の転売を禁止します。
⑦参加申込後のキャンセルに関する取り扱いは、団体
によって異なりますので直接お問い合わせください。
⑧各プログラムは、郡上市ふるさと寄附返礼品専用に
実施されるものではなく、一般のお客様
も参加されるものです。お申込みいただ
いた際の状況によっては、ご希望に添い
かねることがありますのでご了承くださ
い。

＊体験メニューの内容は、各実施団体にお問い合わせください。
＊郡上市の体験メニュー全般や回数券の利用については、
郡上・ 田舎の学校 (TEL.0575-65-3777) までお問い合わせくだ
さい。

6 枚）
郡上体験共通回数券（1,000 ポイント ×10

■三万円以上 五万円未満の寄附をいただいた方
9 枚）
郡上体験共通回数券（1,000 ポイント ×15

■五万円以上 十万円未満の寄附をいただいた方
15 枚）
郡上体験共通回数券（1,000 ポイント ×25

お問い合わせ・お申し込み

郡上市役所

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷 228

TEL 0575-67-1121 FAX 0575-67-1711
総務部財務課
■ふるさと寄付制度について⇒総務部総務課
総務部財務課
■お礼の品について⇒市長公室企画課

お問合せ・お申し込み

☎0575-79-4070

アースシップ

（所要時間）180分
（体験料）8,000ポイント（温泉付き）
（開催時期）5〜10月
（対象年齢）中学生以上

☎0575-67-1819

（所要時間）60分
（体験料）2,000ポイント

2,000
poin
t

po

シルクスクリーン印刷で
手ぬぐいプリント体験！
郡上発祥の地場産業であるシルクス （所要時間）30～40分
クリーン印刷を体験しながら「郡上お ＊人数によって所要時間変動あり
どり」には欠かせない手ぬぐいを手 （体験料）2,000ポイント
作り。季節ごとに変わる豊富に揃う （開催時期）通年
柄、色を組み合わせてオリジナルの
1点を作ることができます。 予約必須！

（所要時間）120分

（所要時間）90～150分

（体験料）2,000ポイント

（体験料）5,000ポイント

（開催時期）通年

（開催時期）5～10月
（対象年齢）小学生以上

城下町満喫
マップde散策
プde散策
お問合せ・お申し込み

☎0575-67-1819

郡上八幡
産業振興公社

散策マップ（クーポン付）を使っ
て郡上八幡の観光スポット・地元
グルメなどを満喫体験散策しま
す。

0
5,0po0int

森の中をワイヤーロープで空
中遊泳。木々の中を縫うように
飛び出せば、自然の中に溶け
込んでいくような一体感を味
わえます。

洞窟探検いざ縄文時代へ
洞窟探検い
ざ縄文時代へ！
メタセコイアの
森の仲間たち

（体験料）8,000ポイント
（開催時期）春休み・夏休み期間中
秋は10～11月、冬は1～2月の休日
（対象年齢）小学生

＊指定日に実施します。
お問い合わせください。

お問合せ・お申し込み

明宝ツーネット

（明宝ツーリズムネットワークセンター）

春は里、夏は川、秋は森、冬は雪。四季折々の郡上の自然の中
で思いっきり遊ぶうちに、子どもたちは机上では得られない「生き
る力」を獲得します。それは、郡上の子どもたちが大人になるため
に何千年も前から繰り返してきたことだから・・・。

猟師体験ツアー

2,000
poin

（所要時間）30～40分

t

郡上の地場産業のひとつ食
品サンプル。レタスや天ぷらの
食品サンプルを実際に作って
いただきます。

お問合せ・お申し込み

☎0575-65-3378

サンプルビレッジ

いわ さ き

4,000
point

（所要時間）90～120分
（体験料）4,000ポイント

（対象年齢）16～70才まで

（開催時期）5月～10月
（対象年齢）小学生以上

☎0575-73-2425

Ｏrk（オーク）

t

（体験料）
7,000ポイント/3時間
12,000ポイント/6時間
（開催時期）通年
（催行人数）
5人以上集まれば実施
します。

お問合せ・お申し込み

☎050-5278-2709

猪鹿庁
合同会社

（体験料）大人5,000P(子ども料金有）

（開催時期）5月～10月

お問合せ・お申し込み

12,00
poin 0

（所要時間）AM10:00～PM15:30

（体験料）9,000ポイント

お子さん
お孫さんへの
プレゼントにも

冒険キッズ
（所要時間）10:00～16：00

☎0575-87-0126

「天ぷら&レタス作り体験」は、お湯の
中に天ぷらに見立てたロウを流す
ことで本物そっくりの天ぷらが出
来上がります！

郡上市内で活動する現役の若手
猟師が、狩猟の世界をご案内！
実際に山に入ってけもの道を見
つけ、罠をしかけたりエアソフトガ
ンで射的体験しよう！最後は、鹿
肉フランク等を食べながら野性生
物や里山の暮らし、生態系の繋
がりを考えます。

（開催時期）春５月
＊指定日に実施します。
お問い合わせください。

里山田んぼ・田植え体験

5,000
poin

沢ガニの棲む清流の水と無農薬有機肥料だけを使った土で田
植え体験。ヤギさん・ニワトリさんエサやりコーナーでも遊べま
す。里山の自然と命の繋がりをのんびり楽しく体験できる一日。
秋、9月には、稲刈り体験もします。お問合せください。

t

お問合せ・お申し込み

☎0575-87-0126

明宝ツーネット

（明宝ツーリズムネットワークセンター）

（所要時間）60分
（体験料）大人3,000ポイント
小人2,000ポイント
（開催時期）2月～5月

セグウェイ
話題の“セグウェイ”で、ひるが
の高原の旧道や牧草畑・野菜
畑・秘密の林道など起伏に富
んだコースを冒険ツーリングし
ます。

po

ツリークライミング
専用のロープやサドルで木に
登り、樹上からひるがの高原を
一望できます。ツリーボート（ハ
ンモック）でお昼寝タイム。

（所要時間）2泊3日or3泊4日
（体験料）33,000or40,000ポイント
*上記は夏の料金

お問合せ・お申し込み

☎0575-73-1205

コキアパーク

2泊3日

33,000
point

3泊4日

40,000
point

（開催時期）春・夏・冬休み期間中
＊指定日に実施します。
お問い合わせください。

3,000
po
int

イチゴ専業農家でいちご狩り
郡上の若きイチゴ専業農家が心を込めて育てたいちご狩り
に、1日1組様限定でご招待する特別待遇プランです。専業
農家がつくるホンモノの味をご賞味ください！

郡上市にて、春・夏・冬休みに、「生み出す心＋楽しむ心＋分かち
合う心」を大切にし、『見守り教育』を実践するこどもキャンプを実施
しています。集まった仲間で、『遊び会議』を行い、キャンプ中のあ
そびを自分たちで決めてあそびます！！何してあそぶかは自分た
ち次第！！

お問合せ・お申し込み

☎080-1581-0847

GREEN UNION

（所要時間）240分

5000
poi

（体験料）8,000ポイント
＊温泉付き

nt

（開催時期）5～10月
（対象年齢）中学生以上

（対象年齢）小学生～中学3年生

清流王国・郡上
こどもキャンプ

一日一組限定

します。

☎050-5241-1635

食品サンプル作り体験

（所要時間）120分

（対象年齢）小学生以上

poi

コキアパーク

7,00in0t

さんぷる工房

po

t

＊5人以上集まれば実施

お問合せ・お申し込み

0
2,00
int

9,00
poin 0

（開催時期）通年

8,00nt0

☎0575-73-1205

明宝ツーネット

（明宝ツーリズムネットワークセンター）

☎0575-67-1870

食品サンプル作り体験

お問合せ・お申し込み

（体験料）8,000ポイント

縄文人が住んでいたといわれる
洞窟を探検。昼食は、古代石焼き
の料理。午後からは火起こしに挑
戦！最後にクルミストラップを作っ
て持って帰ることができます。

お問合せ・お申し込み

（開催時期）通年

（所要時間）9:30～17:00

p

（開催時期）通年

（体験料）2,000ポイント

ジップライン

☎0575-87-0126

ご家族、グループで

0
8,0o0
int

（体験料）2,000ポイント

発祥の地
郡上の
サンプルづくり

日本三大盆踊りの郡上おどり。
保存会講師による本格的な踊り指導です。
体験終了後全員に郡上踊り免状を贈呈！

2,00in0t

ワークルーム

お問合せ・お申し込み

山菜摘み散策
7,000
＆山菜ピザづくり point

お問合せ・お申し込み

☎050-5241-1635

メタセコイアの
森の仲間たち

シャワークライミング

8,000
poin
t

お問合せ・お申し込み
ウナギが神の使いとして大切に守られている伝説の沢の源流
をめざして自分たちの足で登っていきます。泳いだり、岩の上
から飛び込んだりと遊びながらすすみます。

☎0575-79-4070

アースシップ

郡 上 を ま る っと 体 験 カ タ ログ

郡上おどり体験

（開催時期）夏季限定

t

＊指定日に実施します。
お問い合わせください。

（所要時間）30～40分

☎050-3682-1861

2,000 タカラギャラリー
poin

郡上八幡
産業振興公社

（開催時期）春(４～５月)

清流に沿って明宝の里を、のんびり山菜、野草を摘みながら散策します。採れたての山菜、野
草は地元民宿の女将がその場で天ぷらランチに！午後からは薪割りをして、ピザ作り＆ドラム
缶オーブンで焼きたてを食べます。

お問合せ・お申し込み

お問合せ・お申し込み

（体験料）大人7,000ポイント(子ども料金有）

郡 上 体 験 共 通 回 数 券 使 用 可 能 メ ニュー 一 覧

山々の間を縫うように流れる清流・長良川の雄
大な自然の中をみんなで力を合わせて下りま
す。オオサンショウウオや川の中を泳ぎ回る鮎
に会えるかも。

（所要時間）AM10:00～PM15:30

足を運んでみませんか？ 豊かな自然、豊かな暮らしのまん中へ・・・

t

豊かな自然へ
ようこそ

長良川ラフティング

8,000
poin

目の前には川があり、
背中には山がある。
いつも
自然に育まれて
暮らしてきました。
そんな郡上を
あなたにも、ぜひ
体感してほしい。

