
各館の受付にて入館の際にスタンプを押し、5館全ての
スタンプを集めてハガキを投函して下さい。
※スタンプについては各館スタッフにお尋ねください。

2021年4月1日～2022年3月31日
※当日消印有効

応募期間

応募方法

5館全てのスタンプを集めた方

応募にあたり
・応募スタンプが不足している場合、また記入漏れがある場合、
  応募は無効となりますのでお気を付けください。
・応募の際はチケットを切り離しの上、63円切手を貼ってご応募ください。
・厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。 抽選結果は発送をもってかえさせていただきます。
・発送先は日本国内に限ります。

応募資格

飛越能ユネスコ5大祭常設展示館等で好評発売中!!

高山祭

城端曳山祭

古川祭

青柏祭高岡御車山祭

抽選で
名様！30

飛越能経済観光都市懇談会 ユネスコ5大祭連携PR部会
事務局：高岡市観光交流課 ☎（0766）20-1301

〈お問合わせ〉

チケット5枚目が引き換え券となります

チケット購入時にもらえるマルチケース
特典 1 チケットもチラシも思い出も。全部入れて周遊しよう！

各館で１枚プレゼント！全部集めよう！

限定スペシャルポストカード
特典 2
ユネスコ５大祭

その場でプレゼント！

ユネスコ5大祭オリジナル
トートバック＆マスク

※特典１～３は無くなり次第終了

特典 3 5館全てのスタンプを集めると

飛越能ユネスコ５大祭常設展示館

使用期限：2021年3月31日

得トク入館券
　　 オリジナル
トートバック＆
マスクの
引換券

特典1

各地のステキな賞品をプレゼント！
特典 4 ５館全てのスタンプを集めご応募いただいた方の中から抽選で

詳しくは、こちらをご覧ください
webサイト

飛越能ユネスコ5大

祭常設
展示館等周

遊
5館
合計

通常3,470円（大人）が

使用期
限

2022年

３/31
まで

飛越能ユネスコ５大祭常設展示館等周遊

得トクキャンペーン
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高山祭屋台会館

飛騨古川まつり会館

城端曳山会館

高岡御車山会館 Takaoka Mikurumayama Museum

和倉温泉お祭り会館

■入館料 大人 700円、小人 300円
■営業時間 9：00～17：00（12月～2月は16：30まで）
■休館日 12月30日～1月2日
■TEL.0577-73-3511

Hida Furukawa Festival 
Exhibition Hall
▪Admission: Adults - 700 yen; Children - 300 yen
▪Opening Hours: 9:00~17:00 (9:00~16:30 for Dec.~Feb.)

▪Closing Days: New Years Holidays(30 dec~2 jan)
▪TEL.0577-73-3511

■入館料 一般 520円、大学・高校生 ３1０円、
　　　　 中学生以下 無料
■営業時間 9：00～17：00
■休館日 12月29日～1月3日　■TEL.0763-62-2165

Johana Hikiyama Festival 
Floats Museum
▪Admission: 
    Adults - 520 yen; University 
    High School Students - 310 yen; 
    Junior High School Students or under - Free Admission

▪Opening Hours: 9:00~17:00

▪Closed on: New Year Holidays (29 Dec.~3 Jan.)

▪TEL.0763-62-2165

■入館料 〈一般〉大人 1,000円、高校生 600円、
                      小中学生 500円 
   〈団体〉大人 880円、小中学生 450円（20人以上）
■営業時間  9：00～17：00（12月～２月は16：30まで）
■休館日 なし　■TEL.0577-32-5100

▪Admission: 
〈General〉
   Adults - 1,000 yen; High School Students - 600 yen; 
   Junior High / Elementary School Students - 500 yen
〈Group *20 people or more〉
   Adults - 880 yen; 
   Junior High / Elementary School Students - 450 yen  
▪Opening Hours: 9:00~17:00 (9:00~16:30 for Dec.~Feb.)
▪Closing Days: none　▪TEL.0577-32-5100

■入館料 高校生以上 800円、小中学生 400円
　　　　 幼児 無料
　　　　 団体（20名以上）  高校生以上 720円
 小中学生    360円
■営業時間 9：00～17：00
■休館日 第2・第4水曜日、年末年始
■TEL.0767-62-4332

■Admission Fees:
Adult (16 years old or older) - ¥ 800;
Children (6-15 years old) - ¥ 400;
Children (Under 6 years old) - Free;
Group (20 people or more) - ¥ 720

■Open Hours: 9:00-17:00 (Last Admission: 16:30)

■Closed on: Year-end and New Year holidays,
2nd and 4th Wednesday

■TEL. 0767-62-4332

■入館料 一般（高校生以上） 450円
　　　　 団体（20名以上）   360円
■営業時間 9：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館日 火曜日（火曜日が祝日のときは翌平日）
　　　　 年末年始（12月29日～1月3日）
■TEL.0766-30-2497

▪Admission:
    Adults (High School Students and above) - 450 yen; 
    Group (20 people or more) - 360 yen
▪Opening Hours 9:00~17:00 (last entry 16:30)
▪Closed on  Tuesdays (when Tuesday is a public holiday, 
     Museum will be closed on the following weekday) and 
     New Year Holidays
▪TEL.0766-30-2497

飛越能経済観光都市懇談会　ユネスコ5大祭連携PR部会
事務局：高岡市観光交流課 ☎（0766）20-1301

加越能バス乗車券センター  TEL.0766-21-0950

濃飛バス予約センター　　  TEL.0577-32-1688

世界遺産バス わくライナー

白川郷・五箇山ルートきっぷ

高山⇆白川郷⇆高岡線 ※高山⇌白川郷⇌高岡線は加越能バス、イルカ交通、濃飛バスの
　３社共同運行です。くわしくは各社のHPをご覧ください。
　イルカ交通きときとライナー予約センターTEL.0766-21-7777

Takayama/Shirakawago/
Takaoka Route Bus

バスのお問合せ先はこちら

チケット販売場所

【高山市】
【飛騨市】
【高岡市】
【南砺市】
【七尾市】

高山祭屋台会館、高山濃飛バスセンター ツアーデスク
飛騨古川まつり会館
高岡御車山会館、加越能バス乗車券センター（新高岡駅・あいの風とやま鉄道高岡駅）
城端曳山会館、JR城端駅内（一社）南砺市観光協会
和倉温泉お祭り会館

World Heritage Bus
Wakura Onsen Direct Bus 
"Waku-Liner"

Shirakawago / Gokayama Route Bus

Kaetsunou Bus Ticketing Center TEL.0766-21-0950

Nohi Bus Reservation Center　   TEL.0577-32-1688

※This bus is jointly operated by Kaetsunou Bus, Dolphin Traffic and Nohi Bus.
     For details, please see the website of each company.
     Dolphin Traffic TEL.0766-21-7777

Inquiries on Bus Information

Ticketing Office

【Takayama City】
【Hida City】
【Takaoka City】

【Nanto City】
【Nanao City】

Takayama Festival Floats Exhibition Hall; Takayama Nohi Bus Center Tour Information Desk
Hida Furukawa Festival Exhibition Hall
Takaoka Mikurumayama Museum;
Kaetsunou Bus Center at Ainokaze Toyama Railway Takaoka Sta. 
Johana Hikiyama Festival Floats Museum; Nanto Tourism Association (inside JR Johana Sta.)
Wakura Onsen Omatsuri Hall

UNESCO-Designated Festival Promotion Group, Hida Etchu Noto Economic Tourism Association

Secretariat: Tourism and Exchange Section, Takaoka City Hall (0766)20-1301

Wakura Onsen Omatsuri Hall

Takayama Festival 
Floats Exhibition Hall

高山祭の屋台行事

古川祭の起し太鼓・屋台行事

高岡御車山祭の御車山行事

城端神明宮祭の
曳山行事

青柏祭の曳山行事

飛越能とは飛騨・越中・能登の頭文字をとった
岐阜、富山、石川の３県にまたがる広域エリアです。

"HIETSUNO" refers to the extended areas of Hida, Etchu and Noto
(using the first Chinese character from each region), 
which are located in the prefectures of Gifu, Toyama and Ishikawa.

高山⇆白川郷⇆高岡線

WEB


