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富山市の4つの地区にある、9つの観光ボランティアガイドを紹介します。
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富山市観光ボランティア協議会　事務局：富山市観光協会
TEL.076-439-0800　FAX.076-439-0810
9時～18時30分       年末年始　〒930-0081 富山市本丸1-45休営

検索観光とやまねっと
★ホームページのパンフレットギャラリーでその他のパンフレットもご覧になれます。

経験豊富なガイドがサポート
立山黒部アルペンルート室堂散策ツアー

立山駅→ケーブルカー→美女平駅→高原バス→室堂ターミナル→散策→高原バス→美女平→
ケーブルカー→立山駅

■ 案内時間　　　      9：30-17：00
■ ガイド料　　6,500円/ガイド1名

　　　　　　　    （交通費別途）
■ 申込期限　前日の16:00まで
■ お問合せ　 　　　

うれの会事務局（田島方）
　  TEL&FAX 076-432-8431

立山山麓エリアや観光客に大人気
の立山黒部アルペンルート一帯、
称名滝、有峰ダム周辺等をご案内
します。春は咲き乱れる高山植物、
夏はトレッキング、秋はキノコ狩り、
冬は立山山麓にてかんじきトレッキ
ングなど、季節により移り変る国

立公園立山周辺の自然の魅力を余
すところなくお伝えします。自然が
好きな方は私たちと一緒に楽しみ
ましょう！コースは時間にあわせて
調整します。

雪の大谷

称名滝 ガイド風景

代表者
金子さん

池田屋安兵衛商店→富山市ガラス美術館→富山市郷土博物館（富山城）→佐藤記念美術館→
富山市まちなか観光案内所
Traditional medicine shop Ikedaya Yasubei Shoten →Toyama Glass Art Museum →Toyama 
Castle Museum →Sato Museum (Japanese green tea with sweets) →Toyama Tourist 
Information Center(OP.Samurai experience)

■ 案内時間　　　　9：00-17：00
■ ガイド料金
アメージング富山ツアー　2,000円/1名

民族民芸村ツアー　3,000円/1名
（入館料とお茶代込）

■ 申込期限　ご案内の2週間前まで
■ お問い合わせ　 富山市観光協会

　  TEL 076-439-0800
　FAX 076-439-0810

富山市観光ボランティア協議会唯
一の英語ガイドグループ。富山市
中心部や民俗民芸村などを、英語
もしくはスペイン語で外国人のお客
様をおもてなしします。

Tour Concierge Toyama is a 
non-profit voluntary group in 
Toyama City. Please contact us 
when you are planning to visit 
Toyama City. We will make your 
visit to Toyama City much more 
memorable and rewarding.OP. Samurai Experience

池田屋安兵衛商店 スタッフ

代表者
山下さん

上滝地区旧所名所・人と環境に
優しい小水力発電見学ツアー

英語のガイド！
富山市まちなか観光

■ 案内時間　　　  10：00-17：00
■ ガイド料　　1,000円（2時間まで）
■ 申込期限　ご案内の1週間前まで
■ お問合せ　 

 上滝地区コミュニティーセンター
　TEL&FAX 076-483-1237 

日本屈指の急流である、第一級河川
常願寺川沿いの街「上滝」。豊富な
水の恵みを受けながらも、川と戦っ
てきた歴史をご紹介します。オラン
ダ人デ・レーケの献策により明治26
年に完成した合口用水は常願寺川
の両岸を流れ、多くの農業用水に分

かれて流域を潤します。更に、常西
では一部が浄化されて水道水とな
り、現在は豊かな川の水を利用した
小水力発電も行われています。川が
織りなす自然を満喫しながらウォー
キングを楽しめます！（コースは時間
に合わせて調整します。）常西用水プロムナード

小水力発電 ガイド風景

代表者
早水さん

大山・上滝・
立山山麓

上滝地区
観光ボランティアガイドの会

大山・上滝・
立山山麓

立山山麓ボランテイアガイド
うれの会

ＮＰＯ法人富山観光創造会議
ツアーコンシェルジュとやま
Tour Concierge Toyama

かなやまぼくしょうけんしょうぞう

むろ　 どう

富山
［駅周辺・呉羽］

上滝駅→大山文化会館（金山穆韶顕彰像・川田順歌碑）→上滝不動尊・滝社→「澤無涯」石板（大川寺駅）常西水
神社→常西用水プロムナード（桜並木・小水力発電所）→橋渡し観音→（町並み）→始水石→上滝駅・大山文化会館

スケジュール
（小水力見学ツアー）

スケジュール
（立山黒部アルペンルート

室堂散策ツアー）

スケジュール
（アメージング富山ツアー）

Tour 1…
Amazing Toyama Tour
(half-day tour)

　  半日
　  富山駅から徒歩

　  約２時間
　  電鉄富山駅から
約30分上滝駅下車

　  半日
　  アルペンルート
立山駅から約1時間半



日本遺産登録地 北前船問屋の街並み
岩瀬散策コース

富山
［岩瀬］

富山駅北口より路面電車「ポートラム」→東岩瀬下車→ガイド合流 岩瀬小学校→国指定重要
文化財「森家」見学→富山港展望台→飛び団子伝説と七福亭→岩瀬運河→岩瀬浜駅「ポー
トラム」乗車→富山駅

■ 案内時間　　　　9：00-17：00
■ ガイド料　　　　　　　    無料
■ 申込期限　ご案内の1週間前まで
■ お問合せ　     　 　　　代表 古市

　  TEL&FAX 076-437-4203

2018年に日本遺産に登録された
富山市岩瀬。荒波を越え、男たち
の夢をつないだ北前船寄港地岩瀬
の街並みや、国指定重要文化財
「森家」、立山連峰・富山湾・能登半
島などを一望できる「富山港展望
台」、春には盛大な曳山まつりがあ

る諏訪神社などをご案内します。
電車王国とやまの路面電車「ポー
トラム」に乗車して岩瀬まで約２５
分。歴史ある街並みをご堪能いた
だけます。コースはお客様の予定
に合わせて調整します。お気軽に
お問合せください。北前船

岩瀬の街並み ガイド風景

代表者
古市さん

北陸新幹線富山駅から徒歩約１０分！
富岩運河環水公園満喫ツアー

富山
［駅周辺］

富山市総合体育館前広場→泉と滝の広場→牛島閘門(こうもん)（国登録有形文化財）→天門
橋→野鳥観察舎→世界一美しいスターバックスコーヒー
※解散後のお休み処や食事処もご案内します。

■ 案内時間　　　　9：00-17：00
■ ガイド料　　2,500円/ガイド1名

     （所要時間 約1時間）
※10名ごとにガイド1名がご一緒します。
■ 申込期限　ご案内の2日前まで
■ お問合せ　　　 富山市観光協会

　  TEL 076-439-0800
　FAX 076-439-0810

環水公園は、富岩運河の船溜まりを
活用して造られた都心のオアシスで、
今や北陸有数の観光名所として大変
な賑わいを見せています。また、新設
の富山県美術館では、世界の名画を
鑑賞できるほか、屋上庭園からは環水
公園の全景や、雄大な立山連峰の絶

景を望むことができます。公園を散策
しながら、県都富山市の水害から学ん
だ治水、都市づくりの歴史や見どころ
をベテランガイドがご案内します。下
記環水公園散策コースの他に、中島
閘門散策コース、人気の水上ラインを
利用したコースもあります。富岩運河環水公園

世界一美しいスターバックスコーヒー スタッフ

代表者
松浦さん

路面電車&ます寿し食べ比べ
富山のまちなか観光ガイドツアー

富山
［駅周辺］

地元を知り尽くした観光ボランティアガイドと一緒に、
魅力ある富山を巡りませんか。

富山駅→路面電車環状線 丸の内下車→川上ます寿し店（ます寿し試食）→せきの屋（ます寿し
試食）→路面電車 西町下車→池田屋安兵衛商店→石谷もちや（あやめ団子試食）→路面電車
→富山駅　※ます寿し店は変更になることがあります。

■ 案内時間　　　　9：00-17：00
■ ガイド料
　 ・ご利用人数1～5名　1時間1,000円
　 ・6名以上　500円/1名（時間指定なし）
■ 申込期限　ご案内の3日前まで
■ お問合せ　 　　 富山市観光協会

　  TEL 076-439-0800
　FAX 076-439-0810

スケジュール
（ます寿し食べ歩きコース）

スケジュール
（岩瀬散策コース）

スケジュール
（環水公園散策コース）

富山のお土産No.1の「ます寿し」。
富山市には約20店舗もの違った風
味のます寿し店があります。路面電
車に乗って、ます寿しの食べ歩きを
してみませんか。地元ガイドがご案
内します。その他ご希望により、とや
まの歴史を紐解く「とやまの歴史と

売薬ゆかりの地探訪コース」・「いた
ち川の名水とお地蔵さん、まちの駅
巡りコース」・和ろうそくの絵付けや
ます寿し作りなどを盛り込んだ「体
験コース」などをご用意しています。
時間などご相談に応じますのでお気
軽にお問合せください。　ます寿し

池田屋安兵衛商店 ガイド風景

富山市観光ボランティアグループ

紙ふうせん

岩瀬
案内グループ

富岩運河
かたりべの会

緑と歴史のさんぽみち 婦中

各願寺→曲水の宴会場→ふるさと自然公園→勅使塚古墳→国指定史跡 王塚古墳→各願寺

■ 案内時間　　　　9：30-16：00
■ ガイド料　　　　　　　    無料
■ 申込期限　　　　　    前日まで
■ お問合せ　　　 富山市観光協会

　  TEL 076-439-0800
　FAX 076-439-0810

富山県では呉羽山を境に「呉東」
「呉西」と区別し、歴史や文化が違
います。呉羽山から続く丘陵地帯
は、自然とともに、遺跡や古社古寺
が点在し、物語にあふれている地域
です。いにしえのロマンに思いをはせ
るウォーキングコースを紹介します。

下記、「民話『六治古』の里をめぐる
コース」の他「重要文化財観音様を
めぐるコース」などもあります。プラ
ンはご希望に沿って提案しますので
ご相談ください。

各願寺

曲水の宴 ガイド風景

代表者
井波さん

神秘に満ちた伝説の里を訪ねる
寺家公園・姉倉比売神社コース

寺家公園入口→帝龍寺→姉倉比売神社→加藤幸次郎の碑→アカガシの木→三十三観音めぐり
→寺家公園入口

■ 案内時間　　　     9：00-16：00
■ ガイド料　　2,000円/ガイド1名
■ 申込期限　ご案内の2週間前まで
■ お問合せ　　　 富山市観光協会

　  TEL 076-439-0800
　FAX 076-439-0810

大沢野は急峻な神通川流域を中心
に、ナウマンゾウの時代～縄文時代
～飛鳥時代～江戸時代～現代にいた
るまでの歴史の足跡が、あちこちに
見られる地域です。おすすめは寺家
公園。地元出身の医師が私財を投
じ、京都の嵐山を模して造った公園

です。富山県指定天然記念物「アカ
ガシの群生林」は特に有名。大沢
野・細入地区の歴史、文化、神話な
どを語りながらの探訪ウォークをぜ
ひ一度ご体験ください。他にも「野
仏の里コース」「神通峡紅葉狩り
コース」他３コースあります。神通峡第一ダム

姉倉比売神社 スタッフ

代表者
尾上さん

婦中町
観光ボランティア

観光ボランティアガイド

あねくら姫の会

代表者
石尾さん

越中八尾 おわら風の盆 
町の散策 八尾

越中八尾観光会館（曳山展示）→蔵並通り→火除け小路 諏訪町（日本の道１００選）→おわら資
料館→鏡町（かつての花町）→柳清水→曳山蔵→越中八尾観光会館

■ 案内時間　　　　9：00-17：00
■ ガイド料　　2,000円/ガイド1名

     （20名単位）
■ 申込期限　ご案内の2週間前まで
■ お問合せ　       　 越中八尾観光協会

　  TEL 076-454-5138
　FAX 076-454-6321

「おわら風の盆」「越中八尾曳山
祭」の舞台となる旧町。おわらの町
流しが行われる石畳の道と白壁と
格子戸の町並みを八尾の風、音を
感じながらゆっくり散策します。地
元でしか聞けない話をとり入れな
がらの案内は、楽しい旅の思い出

作りにぴったりです。お客様に合わ
せたコースと時間で「おもてなし企
画」をさせていただきますのでお気
軽にお問合せください。

おわら風の盆 諏訪町

曳山会館 ガイド風景

越中八尾
風の案内びと

代表者
寺井さん

ふ　　 がん　　うん　　 が　　かん　　すい　   こう　     えん じ　　　　け　　　 こう　　　 えん　　　　   あね　　   くら　　　 ひ　　　　め

えっちゅう やつお

大沢野・
細入

スケジュール
（越中八尾 旧町めぐり）

スケジュール
（民話六治古の里
をめぐるコース）

スケジュール
（神秘に満ちた伝説の里を訪ねる
寺家公園・姉倉比売神社コース）

　  2～3時間
　  富山駅から路面電車

　  1～2時間
　  越中八尾駅から
市バス10分

　  1時間30分
　  富山駅から車で30分
高山線速星駅または千里駅から車で10分

はや ほし ち　さと

　  約2時間
　  富山駅から車で約40分

　  1～2時間
　  富山駅北口から
路面電車25分 東岩瀬下車

　  1時間
　  富山駅から徒歩


