撮 りたいが待
ってる!

心も体も癒される
水と緑の優しい風景

Fエメラルドグリーンの清
流が美しい付知峡。東海地
区を代表する絶景スポット

木曽川や矢作川、恵那
山、付知峡、竜吟峡、
夕森公園など、昔から
豊かな水と緑に恵まれ
てきた。このエリアの
人々は、自然と寄り添
いながら暮らしてきた
ため、手付かずの自然
が多く残っているのも
ポイントだ。

日本のど
真ん中 、
岐阜県美
記 録にも
濃 地 方の
記 憶にも
東に位 置
残したい、
する6 市 1
魅力的なト
町へ。
コロ・モノ・
コトがいっ
ぱい!

交 通の要 衝として栄えた
町 並みと自然の中を歩く

見どこ
ろ
いっぱ が
い!
木曽山脈と三河高原に囲まれる中津川市。中
山道や飛騨街道など、古くから交通の要衝と
して栄えたため、のどかな自然景観と往時の
面影を残す風情ある町並みの共演が魅力。

ご当地グルメ

広い
車が から
便利
♪

F標高432mの岩山に築かれた人気スポット、
苗木城跡。頂上の展望台からは360度の視界が
広がり、恵那山や木曽川などが一望できる

明智光秀ゆかりの
場所がいっぱい
歴史を感じさせる名
所・名刹が数多く残る
東美濃。本能寺の変で
織田信長を討ったこと
で有名な明智光秀は、
岐阜県の生まれ。妻木
城跡、一日市場八幡神
社、明智光秀公学問所
と天神神社など、光秀
ゆかりの場所は多い。

すや 本店

おもな観光名所

夕森公園、
馬籠宿、
中津川宿、
付知峡、
博石館、
ちこり村、
富士見台高原、
恵那
峡ワンダーランドほか

ご当地グルメ

F元禄年間創業の老舗和菓子店。厳選された栗
と砂糖のみを使い炊き上げた、栗きんとん（6個
入り￥1,609・税込）
は、9〜1月の限定商品
［MAP P16 C-3］

i岐阜県中津川市新町2-4010120・020・780
68：30〜19：30、1〜8月は9：00〜19：00
d1〜8月は㊌、1/1P3台
（無料）
eJ中央線中津川駅より徒歩5分

恵 那 峡がシンボル !
趣ある景 観も人 気
愛知県と長野県に隣接。江戸時代の町並みが
残る岩村城下町は、連続テレビ小説
「半分、
青い。
」
の影響で、若い女性も訪れる人気の観
光地に。そのほか、大井宿など旧跡が多数。

が評
Fご当地グルメのえなハヤシ
（￥780・税込）
判。地元産の古代米を使用。豚は柔らかくなる
まで煮込んでおり、旨味を出したルーがマッチ
COFFEE

ぱぁとなぁ

G渓谷美を満喫できる恵那峡は、ダム建設によ
ってできた巨大な人造湖。両岸に奇岩・怪石が
あり、穏やかな湖面とのコントラストは必見

［MAP P16 B-3］

i岐阜県恵那市大井町観音寺2695-672
10573・26・485567：00〜18：00d㊏㊐、年末年始
は要問い合わせf55席2P30台
（無料）
e中央自動車道・恵那ICより車で13分

F恵那市明智町にある天神
神社。明智光秀が若いころ、
ここで学問に精進したそう

おもな観光名所

岩村城下町、
日本大正村
（大河ドラマ館
併設）
、
岩村城跡、
大井宿、
恵那峡、
明知
鉄道、
山岡駅 かんてんかんほか

2

ご当地グルメ

御菓子処

長春堂

［MAP P16 B-1］

i岐阜県可児郡御嵩町中切1439-4
10574・67・040168：30〜19：30
d㊌、年末年始は要問い合わせPなし
e東海環状自動車道・可児御嵩ICより車で10分

L栗すだれ
（1本￥
1,242・税込）
は、栗
あんを羽二重餅で
包み、すだれで巻
いた菓子。柔らか
な口当たりと上品
な甘さが魅力

60% 以上が森林 ! 自然と共 存する宿 場 町

F大寺山願興寺は
1,200年以上の歴史
を持つ名刹。薬師
如来坐像を含む、
24体の仏像と本堂
が国の重要文化財
に指定されている

太 古のロマンと
郷 愁と風 情を感じる

ご当地グルメ
4飛騨牛まぶし
（ロース￥2,900）は、同店の登

録商標。まずはそのまま、次は薬味をのせて、
1,700万年以上前の地層が分布する瑞浪市で
は、全国的に珍しい瑞浪市化石博物館が話題。 最後はお茶漬けと、多彩な味わい方で楽しめる
中山道 大湫宿や細久手宿といった宿場町や、
［MAP P16 B-2］
みわ屋 本店
地歌舞伎の公演を行う芝居小屋なども有名だ。
i岐阜県瑞浪市土岐町3368-310572・68・3388
611：00〜15：00（LO14：30）、17：00〜20：30（LO20：00）
D雨風で浸食
d㊋、第3㊊、年末年始は要問い合わせf約150席3
された巨岩怪
P約30台（無料）e中央自動車道・瑞浪ICより車で15分
石と、周辺の
自然が織り成
おもな観光名所
す絶景を楽し
める鬼岩公園。
細久手宿、大湫宿、瑞浪市地球回廊、瑞
園内には天然
浪市化石博物館、
ちゃわん屋みずなみ、瑞
温泉の旅館や
浪市農産物等直売所 きなぁた瑞浪ほか
飲食店なども
点在する

町の面積の約60％を森林が占める御嵩町。希
少な動物が生息する緑豊かな里山で、御嶽宿
や伏見宿など、歴史の足跡を多く見ることが
できる。最近は外国人観光客も訪れる。
おもな観光名所

御嶽宿、伏見宿、愚溪寺、顔戸城址、
謡坂の石畳、鬼岩国定公園、
みたけの
森、
中山道みたけ館ほか

ずっと昔から続く
伝統の技と精神

※現在、本堂は解体修理中

歴史上の重要 人 物
2 人の名将の生 誕 地

1,300年以上の歴史を
有する美濃焼は、陶磁
器の全国トップシェア。
多治見市笠原町はモザ
イクタイル生産量国内
1位を誇る。そのほか、
アコースティックギタ
ーで有名なヤイリギタ
ーなど、工芸は質・量
共に充実する。

明智光秀のほか、森乱丸の生誕地としても有
名で、希代の武将2人にゆかりがあるスポッ
トが多数。花フェスタ記念公園や湯の華アイ
ランドなど、人気のスポットも充実する。
おもな観光名所
ご当地グルメ
F眼下に木曽川が流れる一軒家レスト
ラン。豚肉と野菜を、醤油ダレで味わ
う野戦なべ定食
（￥1,200・税込）が名物

蘭丸亭 なかえ

花フェスタ記念公園（大河ドラマ館併
設）
、
可児川下流域自然公園、泳宮公園、
可児郷土歴史館ほか
道の駅 可児ッテ、

やきもの
が
盛んな町
!

D織田信長に仕
えた森家の居城
であった美濃金
山城跡。頂上の
本丸跡からは絶
景が見渡せる。
13年には国の史
跡に指定された

［MAP P16 B-1］

i岐阜県可児市兼山1203-210574・59・2543
611：00〜14：00
（LO13：30）
、17：00〜20：
00（LO19：30）d㊌、第3㊍、12/31〜1/2
f60席2P約20台
（無料）
e東海環状
自動車道・可児御嵩ICより車で10分

人間国宝 4 人を輩出
文化や芸術に触れる

陶 磁 器 生 産 量日本 一
窯 元が立ち並ぶ

F1313年に開創した虎渓山永保

笠原町のモザイクタイルが有名で、陶芸の人
寺。庭園は国の名勝に、観音堂
間国宝を4人輩出。虎渓山永保寺や神言修道
や開山堂は国宝に指定。樹齢約
700年の大イチョウも必見だ
会多治見修道院など、文化や芸術を感じさせ
るスポットが点在する。風情ある建物も多い。
おもな観光名所

多治見本町オリベストリート、市之倉さ
かづき美術館、
かさはら潮見の森、
多治
見市美濃焼ミュージアムほか
ご当地グルメ

お好み焼き・焼きそば
［MAP P16 A-2］

有馬や

i岐阜県多治見市豊岡町1-6-9
10572・24・6239611：30〜15：00
（LO14：30）
d㊐、不定休、年末
年始は要問い合わせf25席4
P2台
（無料）
eJ中央線・太多線
多治見駅より徒歩6分
Dピリ辛の味噌で味付けするご
当地グルメ、たじみそ焼きそば
（￥630・税込）は、コチュジャン
が隠し味。昼飲みもオススメ

3

F伝統的な技術に支えられ、
モザイクタイルや美濃焼な
どの工芸がとても盛ん

美濃焼が盛んで、陶磁器の生産量は日本一。
みくに茶屋 ［MAP P16 C-2］
織部焼の発祥地としても知られる。180以上
i岐阜県土岐市鶴里町柿野
3038-1
の店舗が集まる土岐プレミアム・アウトレッ
トや道の駅 土岐美濃焼街道 どんぶり会館も。 10572・52・337468：00〜17：00※
おもな観光名所

道の駅 土岐美濃焼街道 どんぶり会館、
織部ヒルズ、土岐プレミアム・アウトレッ
ト、
テラスゲート土岐、
とっくりとっくんほか
S織部焼のほか、
モダンな食器な
どを取り扱うシ
ョップが点在す
る織部ヒルズ。
手ごろな生産地
価格で購入でき
るのがうれしい

なくなり次第終了d㊎、年末年始
は要問い合わせf30席3
P15台（無 料）e東 海 環 状 自 動 車
道・土岐南多治見ICより車で20分

G天然ものにこだわる自然薯料
理が名物。じねんじょ御膳（￥
2,300・税込）は、とろろ汁やじ
ねんじょの刺身などが味わえる

ご当地グルメ

