
日本遺産フォトラリー日本遺産フォトラリー
Japanese Heritage Scavenger Hunt

高山市の日本遺産構成文化財48箇所を周遊する
フォトラリーに参加して、日本遺産カードを集めてみませんか？

配布
期間

令和４年２月13日（日）（日本遺産の日）から
配布カードが無くなるまで

日本遺産構成文化財の所在地、カード受け取り場所は裏面をcheck！

日本遺産カードを集めるには？

日本遺産カードってなあに？

日本遺産構成文化財を訪ねて
写真を撮る。
デジカメ、携帯電話でもＯＫ。

　日本遺産カードは、高山市の日本遺産構成文化財に訪れていただいた方に
記念としてお渡しするカードです。
　カードの表面には、構成文化財の写真と名称、裏面には文化財の説明や関
連情報が閲覧できるＱＲコードを掲載しています。

カード受取り場所の窓口で撮影した画
像を提示する。 「日本遺産カード」を手に入れる！

Sample Sample

おもて うら ※カードは数に限りがございま
すので、おひとり様１枚とさせ
ていただきます。
※数量限定（各10,000枚）のた
め、在庫が無くなり次第、予告
なしに終了となる場合があり
ます。

日下部家住宅 高山城跡荒城神社本殿

全48種類
日本遺産カードは

飛騨匠の技・こころ―木とともに、今に引き継ぐ1300年―
　奈良時代、飛騨国には税を免じてまでも木工技術者を都へ呼ぶ全国唯一の制度がありました。
優れた腕を持った飛騨の職人たちは、１３００年後の現在に至るまで「飛騨匠」と称えられました。
彼ら技術者によって造られた遺産を高山市内の各所で見ることができます。

Take photos of special heritage sites in Takayama,and receive a reward !



カード
No 構成文化財 撮影対象 所在地 カード配布場所

1 石橋廃寺塔心礎 文化財外観又は説明看板 国府町広瀬町 328

国府支所地域振興課
（国府町広瀬町 880-1）

3 安国寺経蔵 文化財外観又は説明看板 国府町西門前 474
4 荒城神社本殿 文化財外観又は説明看板 国府町宮地 1405-1
5 阿多由太神社本殿 文化財説明看板 国府町木曽垣内 1023
6 熊野神社本殿 文化財説明看板 国府町西門前 521
2 飛騨国分寺の大イチョウ 文化財外観又は説明看板 総和町 1丁目 83

飛騨高山まちの体験交流館
（上一之町 35-1）

7 照蓮寺本堂 文化財外観又は説明看板 堀端町 8
8 飛騨国分寺本堂 文化財外観又は説明看板 総和町 1丁目 83
9 高山城跡 城跡外観又は看板 城山他
10 雲龍寺鐘楼門 文化財外観又は説明看板 若達町 1丁目 86
11 素玄寺本堂 文化財外観又は説明看板 天性寺町 39
12 神明神社絵馬殿 文化財外観又は説明看板 天性寺町 71
13 法華寺本堂 文化財外観又は説明看板 天性寺町 62
14 高山陣屋（御蔵） 文化財外観又は説明看板 八軒町 1丁目 5
15 飛騨国分寺三重塔 文化財外観又は説明看板 総和町 1丁目 83
16 大雄寺山門 文化財外観又は説明看板 愛宕町 67
17 東山白山神社拝殿 文化財外観又は説明看板 若達町 1丁目 74
18 法華寺番神堂 文化財外観又は説明看板 天性寺町 62
19 東照宮本殿 文化財外観又は説明看板 西之一色町３丁目 1004
20 吉島家住宅 文化財外観又は説明看板 大新町 1丁目 51
21 日下部家住宅 文化財外観又は説明看板 大新町 1丁目 52
23 大雄寺鐘堂 文化財外観又は説明看板 愛宕町 67
24 富士社社殿 文化財外観又は説明看板 城山 156
25 高山祭屋台 屋台会館外観又は説明看板 桜町 178
26 日枝神楽台 屋台蔵前説明看板 上一之町
27 三番叟 屋台蔵前説明看板 上一之町
28 麒麟台 屋台蔵前説明看板 上一之町
29 石橋台 屋台蔵前説明看板 上二之町
30 五台山 屋台蔵前説明看板 上二之町
31 日枝鳳凰台 屋台蔵前説明看板 上二之町
32 恵比須台 屋台蔵前説明看板 上三之町
33 龍神台 屋台蔵前説明看板 上三之町
34 崑崗台 屋台蔵前説明看板 片原町
35 琴高台 屋台蔵前説明看板 本町１丁目
36 大国台 屋台蔵前説明看板 上川原町
37 青龍台 屋台蔵前説明看板 川原町
38 八幡神楽台 屋台蔵前説明看板 八幡町
39 布袋台 屋台蔵前説明看板 下一之町
40 金鳳台 屋台蔵前説明看板 下一之町
41 大八台 屋台蔵前説明看板 下一之町
42 鳩峯車 屋台蔵前説明看板 下二之町
43 神馬台 屋台蔵前説明看板 下二之町
44 仙人台 屋台蔵前説明看板 下三之町
45 行神台 屋台蔵前説明看板 下三之町
46 宝珠台 屋台蔵前説明看板 下三之町
47 豊明台 屋台蔵前説明看板 大新町１丁目
48 八幡鳳凰台 屋台蔵前説明看板 大新町２丁目

22 田上家住宅 文化財外観又は説明看板 丹生川町根方 532 丹生川支所地域振興課
（丹生川町坊方 2000）

「日本遺産フォトラリー」構成文化財一覧

※高山市内にある日本遺産
に関する情報はこちらの
ウェブサイトから

▶

【問合先】
高山市飛騨匠日本遺産推進協議会
（高山市教育委員会事務局文化財課内）
〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2-18
TEL：0577-35-3156 / FAX：0577-35-3172
Email：bunkazai@city.takayama.lg.jp


