
白山比咩神社みそぎ体験 昇殿参拝付き

Misogi is a Shinto purification ritual

conducted in the natural and historic

setting of Shirayama-Hime Shrine. 

Visitors are welcome to experience 

the misogi ceremony.

Immerse yourself in the clear water 

flowing from sacred Mt. Hakusan and

recite a prayer for spiritual and physical

purification. 

Experience Shirayama-Hime Shrine’s purifying ceremony firsthand

HAKUSAN CITY Tourism League



別途、装束の料金が必要（お持ちでない方）

　4月 10日（日）、　30日（土）

　5月 14日（土）、　28日（土）

　6月 11日（土）、　26日（日）

　7月 10日（日）、　24日（日）

　8月　7日（日）、　27日（土）

　9月　3日（土）、　10日（土）

10月　2日（日）、　29日（土）

11月 12日（土）、　27日（日）

◆開催日／2022年

◆時間／13：00～15：30

◆催行人員  5名～ 20名
Participation: 
From 5 to 20 participants

◆申込締切  実施日の1週間前

Reservations:
Please reserve one week prior to desired date. 
If the group contains the minimum number (five persons) and
space is available, reservations one day prior to the ceremony are possible.

◆料金  4,000円／人

催行が決定している場合は前日まで受け付けます

◆集合場所

Meeting point:
In front of the torii gate at the entrance to Shirayama-Hime Shrine, 
at the Omotesando parking lot.

男性：白色ふんどし2,000円
女性：白衣7,000円（レンタル1,500円）
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流れ　Schedule

※参加者は自らの健康管理のもと、所定の同意書に署名いただきます。

※神社の諸行事により日程が変更になる場合があります。

団体でのご予約について
Group Reservations

10名以上の団体の場合、
ご希望の日時に体験可能です。

毎月１日、年末年始、神社の
諸行事日

Reservations are available throughout
the year for groups of more than
10 people

Closed on the first day of every month,
Shrine event days, and the New Year
Holidays (Dec 28-Jan 10)

設定除外日

霊峰白山の伏流水が満ちる禊場で「みそぎ」を体験することができます。
昇殿参拝し、神職の指導のもと、清冽な水で心身を清めます。

ばみそぎ

Experience the misogi purification ceremony, cleansing your mind and body in a pond filled with water that
has trickled down through the rock of sacred Mt. Hakusan over centuries. The priests of Shirayama-Hime Shrine
will guide you through the ancient words and actions of this Shinto ceremony.

Available Dates:

Apr.

May

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Fees:
Ceremony fee: ¥4,000 per participant
Men: white fundoshi (loincloth): ¥2,000
Women: white kimono: ¥7,000 to purchase, ¥1,500 to rent

白山比咩神社表参道駐車場「おはぎ屋」前

こちらからお申込み
いただけます
You can apply from here.


