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周りの風景も相まってすごく情緒的です。都会の駅にこんな駅が一つでもあれば、す



立山山歩 １ レトロ駅舎から岩峅寺（立山参道）を歩く  ※目安３時間

立山参道（旧宿坊通り）に佇む旧宿坊建築の古民家。昔の面影が漂っています。
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立立山山山山歩歩２２ 陶陶芸（越中瀬戸焼）の里と温泉を歩く ※※山山歩歩 目目安安44 時時間間  

  

電電鉄鉄富富山山駅駅 →→ 五五百百石石駅駅 出出発発 →→ →→吉吉峰峰（（吉吉峰峰温温泉泉前前））

→→ググリリーーンンパパーークク吉吉峰峰 散散策策（（木木楽楽庵庵～～森森林林研研究究所所～～吉吉峰峰交交流流館館））→→  

→→ →→越越中中瀬瀬戸戸焼焼のの里里（（窯窯元元 見見学学））

→→→→陶陶農農館館 ※※陶陶農農館館 陶陶芸芸体体験験 要要予予約約

→→吉吉峰峰温温泉泉【【露露天天風風呂呂入入浴浴等等】】 →→ 五五百百石石駅駅前前着着 解解散散  

電電車車約約 3300 分分 ババスス 2277 分分

レレンンタタササイイククルル 1100 分分、、徒徒歩歩 4400 分分  

レレンンタタササイイククルル 55 分分、、徒徒歩歩 2200 分分  

レレンンタタササイイククルルはは、、陶陶農農館館でで乗乗りり捨捨てて ババスス 1100 分分、、
徒徒歩歩 11 時時間間  

ババスス 2277 分分

（（ススポポッットト７７）） 木木楽楽庵庵
チチェェンンソソーーアアーートト工工房房 ププロロアアーーテティィスストトのの作作品品ををごご覧覧くくだだささいい。
チチェェンンソソーーアアーートト全全国国大大会会 優優勝勝。。

（（ススポポッットト ） 庄庄楽楽窯窯
昭昭和和初初期期にに庄庄次次郎郎がが越越中中瀬瀬戸戸焼焼のの復復興興をを志志しし築築いいたたももののでで、、

、

現現在在良良質質なな「「白白土土」」をを
用用いい、、娘娘陽陽ささんんとと親親子子２２代代でで作作陶陶。。

（（ススポポッットト ） 陶陶農農館館
登登りり窯窯をを有有すするる陶陶芸芸体体験験施施設設でです。越越中中瀬瀬戸戸焼焼のの里里でで実実際際にに自自分分のの手手でで陶陶芸芸にに触
れれててみみててははいいかかががででししょょうう。。

（（ススポポッットト ）） 吉吉峰峰温温泉泉
立立山山のの麓麓かからら湧湧きき出出るる天天然然温温泉泉でです。。ロロケケーーシショョンン含含めめ 県県内内ででもも人人気気のの温温泉泉のの
一一つつににななっってていいまますす。。

【【料料 金金】】 電電車車運運賃賃（（往往復復）） 円円（（電電鉄鉄富富山山～～五五百百石石））
ババスス運運賃賃（（往往復復）） 円円（（五五百百石石～～吉吉峰峰））・・レレンンタタササイイククルル 円円 時時間間

陶陶芸芸体体験験（（陶陶農農館館））
手手ひひねねりりココーースス 円円、、絵絵付付けけココーースス（（ココーーヒヒーーカカッッププ）） 円円

吉吉峰峰温温泉泉 入入浴浴料料 円円（（一一般般））

※上上記記金金額額はは、、２２００１１６６年年１１月月時時点点のの料料金金でであありり、、詳詳ししくくはは、、富富山山地地方方鉄鉄道道 、、立立山山町町 等等

直直接接関関連連施施設設へへ確確認認願願いいまますす。。
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立山山歩３ 立山の里山（原風景）を歩く ※山歩 目安 3時間 

（スポット ） 福若の水
立山自然ふれあい館の真裏に所在 この水は、幸福になり心身とも若々し
くなるといわれる美味しい水です。

（スポット ） 大銀杏
極楽寺にある大きな銀杏の木。昔ながらの典型的な里山の象徴であり、周辺も
原風景を体感できます。

します。

（スポット ） 埜の家
地元建築会社が、築 年の古民家を和モダンにリフォームした建物。

体感してみてくだぜひ さい。

【料 金】 電車運賃（往復） 円
バス運賃（往復） 円（一律）
そば打ち体験等 立山自然ふれあい館での体験メニューに関しては、事前確認願い
ます。

 

電鉄富山駅 五百石駅 スタート 四谷尾バス停 → → → 
電車約 30 分 バス 18 分 徒歩 10 分

→

→ → →立山自然ふれあい館館（昆虫王国立山） 福若の水

東谷エリアの里山散策（埜の家 等） → 

徒歩 1 分

※徒歩 30～40 分 徒歩 3 分

→

四谷尾バス停 →

五百石駅 ゴール 

バス 18 分 

※上上記記金金額額はは、、２２００１１６６年年１１月月時時点点のの料料金金でであありり、、詳詳ししくくはは、、富富山山地地方方鉄鉄道道 、、立立山山町町 等等
直直接接関関連連施施設設へへ確確認認願願いいまますす。。
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立立山山山山歩歩４４　絶景パワースポットとインフラを歩く ※※目目安安１4時時間間  

（（ススポポッットト 横横江江駅駅
レレトトロロなな駅駅舎舎（（昭昭和和のの時時代代がが懐懐かかししいい））とホホーームムににああるる 番番線線はは何何処処へへ？？

（（ススポポッットト ）） 立立山山ササンンダダーーババーードド
超超有有名名なな地地元元ののココンンビビニニでで商商品品ラライインンナナッッププはは必必見見。。ととににかかくく寄寄っっててみみててくくだだささいい。。

（（ススポポッットト ）） 立立山山ああるるぺぺんん村村
道道のの駅駅的的ななドドラライイブブイインンススポポッットト。。食食事事、、おお土土産産ははももちちろろんんふふれれああいい牧牧場場ででのの
体体験験もも人人気気でですす。。

（（ススポポッットト ）） 尖尖山山（（ととんんががりりややまま））
手手頃頃ななトトレレッッキキンンググココーーススででああるるとと同同時時にに、、人人気気ののミミスステテリリーーパパワワーーススポポッットトです。

（（ススポポッットト ）） 横横江江頭頭首首工工
常常願願寺寺川川はは、、日日本本のの河河川川土土木木のの総総合合展展示示場場です。 そそのの一一つつででああるる農農業業用用水水用用
取取水水ダダムムです。

【【料料 金金】】 電電車車運運賃賃（（往往復復）） 円円（（電電鉄鉄富富山山～～横横江江））

昼昼食食代代はは、、立立山山ササンンダダーーババーードドににてて予予算算にに応応じじてておお買買いい上上げげくくだだささいい。。

［Aコース］  

5500 1100   

22 3300   
1100

1100   

※上上記記金金額額はは、、２２００１１６６年年１１月月時時点点のの料料金金でであありり、、詳詳ししくくはは、、富富山山地地方方鉄鉄道道 、、立立山山町町 等等

直直接接関関連連施施設設へへ確確認認願願いいまますす。。
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立立山山山山歩歩４４　　絶景パワースポットとインフラを歩く ※※目目安安１１時時間間  

（（ススポポッットト ）） 有有峰峰口口駅駅
横横江江駅駅同同様様レレトトロロ感感ががたたままりりまませせんん。。昔昔のの駅駅名名をを記記ししたた看看板板はは必必見見でですす。。

（（ススポポッットト ）） 水水辺辺のの楽楽校校
本本宮宮砂砂防防堰堰堤堤をを中中心心ととししたた水水辺辺のの体体験験型型学学習習フフィィーールルドドでですす。。
水水辺辺かかららのの景景色色、、迫迫力力はは必必見見でですす。。

【【料料 金金】】 電電車車運運賃賃（（往往復復）） 円円（（電電鉄鉄富富山山～～有有峰峰口口））

［Bコース］  

  
5500 1100   

  
1100

15

※上上記記金金額額はは、、２２００１１６６年年１１月月時時点点のの料料金金でであありり、、詳詳ししくくはは、、富富山山地地方方鉄鉄道道 、、立立山山町町 等等

直直接接関関連連施施設設へへ確確認認願願いいまますす。。
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※上上記記金金額額はは、、２２００１１６６年年１１月月時時点点のの料料金金でであありり、、詳詳ししくくはは、、富富山山地地方方鉄鉄道道 、、立立山山町町 等等
直直接接関関連連施施設設へへ確確認認願願いいまますす。。

立立山山山山歩歩５５ 立山信仰の里を歩く（布橋コース） ※目安 4時間  

（（ススポポッットト ）） 立立山山登登拝拝衣衣装装
芦芦峅峅ふふるるささとと交交流流館館でで体体験験可可。。衣衣装装をを身身ににままとといい立立山山信信仰仰のの里里芦芦峅峅寺寺をを巡巡っってて
みみててはは如如何何ででししょょうう。。

（（ススポポッットト ）） 若若宮宮前前のの大大石石
若若宮宮はは、、最最もも古古いい建建物物ででささやや堂堂でで囲囲ままれれています。そそのの前前のの大大ききなな石石がが、、神神の
よりりどどこころろといわれています。

（（ススポポッットト ）） 錫錫杖杖頭頭・・鉄鉄剣剣
奈奈良良時時代代後後期期かからら平平安安時時代代初初期期にに既既にに誰誰かかがが剱剱岳岳にに登登頂頂ししてていいたたここととのの証証拠拠のの
品です。国国指指定定重重要要文文化化財財。。

（（ススポポッットト ）） 教教算算坊坊
富富山山のの名名勝勝 選選にに選選ばばれれるる庭庭園園はは、、立立山山のの深深山山をを表表現現すするるよよううなな景景観観でで見見応応
ええ十十分分です。

（（ススポポッットト ）） 石石灯灯籠籠
松松平平和和泉泉守守寄寄進進のの灯灯篭篭です。江江戸戸時時代代よよりり立立山山登登拝拝がが全全国国区区のの知知名名度度でであった
ここととををううかかががわわせます。

（（ススポポッットト ）） 布布橋橋
立立山山信信仰仰をを象象徴徴すするるよよううなな重重要要なな場所所でした。ひひょょっっととすするるとと新新ししいい自自分分に出
会会ええるるかかももししれれまませせんん。。

（（ススポポッットト ）） 遙遙望望館館
立立山山信信仰仰のの歴歴史史、、自自然然をを映映画画化化しし、、上上映映時時間間 分分 一一見見のの価価値値あありり。。

【【料料 金金】】 電電車車運運賃賃（（往往復復）） 円円（（電電鉄鉄富富山山～～千千垣垣））・・ ババスス運運賃賃（（往往復復）） 円円（（一一律律））
立立山山登登拝拝衣衣装装 着着付付けけレレンンタタルル料料金金 円円 ・・ 護護符符作作りり 円円
立立山山博博物物館館（（教教算算坊坊）） 円円、、遙遙望望館館 円円

電鉄鉄富富山山駅駅 →→ 千千垣垣駅 ススタターートト →→ →→芦芦峅峅ふふるるささとと交交流流館館   
電電車車 5555 分分 ババスス 22 分分  

→→ 芦芦峅峅雄雄山山神神社社 →→ 立立山山博物物館館 →→ 教算坊坊（（庭園） →→  

徒徒歩歩 1155 分分

徒徒歩歩 11 分分 徒徒歩歩 11 分分

 

→→ 閻閻魔魔堂堂～～明明念　　　　坂坂 →→ 布布橋橋 →→ →→遙望館館 ※※4400 分分映映画画上上映映有有りり  

徒徒歩歩 1100 分分

徒徒歩歩 22 分分 徒徒歩歩 11 分分  

→→ 芦芦峅峅ふふるるささとと交交流流館館 →→ 千千垣垣駅 ゴゴーールル  
  徒徒歩歩 3300 分分 ババスス 22 分分  









してくだ












