ファミリーにオススメ！

みなみうおぬま

遊ぶ
ホテルから

おすすめ

じぇらーとこうぼう やみー

約 40 分

近隣施設

ジェラート工房 ヤミー

舞子高原ホテルから車で 1 時間以内の、近隣の観光スポットです！

約 40 分

約 10 分

三国川ダム・しゃくなげ湖

ホテルから
約 60 分

Ｐ無料

清津峡渓谷トンネル

公衆トイレ、休憩用ベンチ有
ふれあい広場にお子様用遊具有

Ｐ無料

ホテルから
約 30 分

Ｐ無料

「さとや」のバームクーヘン、
八海山のあまさけがオススメです！

うおぬまのさと

魚沼の里

うえだのさと

上田の郷

問 025-777-5877
ホテルから
約 15 分

のぼりかわかせんこうえん

ホテルから

登川河川公園

約 25 分

園内にはサイクリングコースやバーベキ
ュー施設、水辺の親水護岸が整備されており
気軽に野外レクレーションを楽しめる人気
スポットです。
※急な増水等による水難事故には十分ご
注意下さい。
Ｐ無料

南魚沼の田舎体験ができる
施設です。そば打ちや、ちまき
作り、餅つき、わら細工などを
作ることができます。(要予
約)
お食事だけのご利用も、も
ちろん OK です。地元・南魚
沼産コシヒカリを使った定食
は絶品です！

ゆざわふぃっしんぐぱーく

湯沢フィッシングパーク

魚釣りや、つかみ取りが楽しめる施設です。レンタル竿があるので手ぶらで OK！
住南魚沼郡土樽 6191-512 料釣竿 2400 円(釣り上げ 8 匹まで含む)、つかみ取
り 200 円（ニジマス代別途）

ホテルから
約 20 分

Ｐ無料問 025-787-3911

れじゃーぷーる おーろら

レジャープル

オーロラ

流れるプール、お子様用プール、ウォータースライダーのある屋内外プールです。
料大人 1500 円

中学生以下 800 円

Ｐ無料

問 025-787-6600

見る・買う
ホテルから

南魚沼のお土産を買うならココ！！
名物の食べ歩きも楽しい！
ホテルから

こころ

ゆざわ

約5分

みちのえき

ゆきあかり

道の駅 雪あかり
南魚沼市内のお土産が
集まっている施設。南魚
沼産コシヒカリや地酒は
ここでそろいます★
お子様向けの遊具や水
遊び場もございます。

ぽんしゅかん

CoCoLo 湯沢 「ぽんしゅ館」

清酒「八海山」で有名な八海醸造の総合施
設です。カフェ、売店のほか、冬の間に貯蔵
した雪を使った雪室(ゆきむろ)貯蔵庫を無料
で見学できます。(受付：ユキナカキッチン)
およそ４℃の天然冷蔵庫を体感してみて
は？日本酒の資料館もございます。

越後湯沢駅構内にある複合施設。お土産、
利き酒、お食事、喫茶、日本酒風呂が楽しめ
ます。
魚沼のお土産だけでなく、新潟県内のお土
産がたくさんそろっています。

住南魚沼市下一日市 855

Ｐ無料

問 025-783-3377(南魚沼市観光協会)
住南魚沼市長森 415-23

休元日

問 025-775-3866Ｐ無料

住南魚沼郡湯沢町湯沢 2427-3Ｐ地下駐車場 4 時間まで無料
問 025-784-3758

ホテルから
約 40 分

だいげんたきゃにおん

大源太キャニオン
日本で最初のアーチ式ダムがある大源太
湖には、貸しボート、遊歩道、体験工房やク
ラフトハウスなど、たくさんの施設がありま
す！レストランヴィチーニのゴマソフトク
リームがオススメです★

住南魚沼市長崎 2970-1 休水曜日定休
問 025-782-1197 Ｐ無料
住南魚沼郡湯沢町大字土樽

大源太キャンプ場

休施設によって異なる

問 025-787-6700（YOC 湯沢アウトドアセンター）Ｐ無料

舞子高原ホテル

イタリアンレストランです。

Ｐ無料

住南魚沼市浦佐 5531-1 休元旦

約 15 分

ホテルから
約 15 分

レストラン「葡萄の花」は居心地のよい

住南魚沼市浦佐 5483-1

休 6/4～7/10 の平日※営業内容要問合せ

小中高校生

休火曜日定休（火曜日が祝日の場合翌日休館）

問 025-595-8311

越後ワイナリー

住南魚沼郡湯沢町土樽 151-1

伝統ある「塩沢の織物」の展示、販売、体験
ができる施設です。コースターや小物作り体験
(別途料金)は、思わず夢中になっちゃう！？
住南魚沼市塩沢 1227-14
料大人 200 円 子供 100 円 休年末年始
問 025-782-4888 Ｐ無料

里山と自然と文化の魅力と不思議を楽し
く展示する科学館です。昆虫の標本の展示な
どがございます。立ち姿が美しいため「美人
林」と呼ばれるブナ林があります。

300 円

えちごわいなりー

近隣施設

沼産ブドウのワインがオススメです！

塩沢つむぎ記念館

キョロロ

料 大人 500 円

おすすめ

公衆トイレ、お子様向け遊具有

しおざわつむぎきねんかん

もりのがっこう きょろろ

休月曜日定休

問 025-777-2920

問 025-783-3377(南魚沼市観光協会)
近隣施設

住 十日町市松之山松口１712-2

住南魚沼市浦佐 5138-2

雪を使って貯蔵されるワイナリーを無

住南魚沼市長崎
おすすめ

森の学校

舞子高原ホテル売店でも販売している人
気商品です★

料見学できます。広大な畑で作られた南魚

住南魚沼市塩沢 1112-32 (駐車場：塩沢商工会の住所です)
問 025-782-1206(塩沢商工会)
Ｐ無料：ふれあい広場

料高校生以上 600 円、小中学生 300 円

問 025-763-4800(清津峡)

地元産ミルクや、季節の素材を使ったジェ
ラートのお店です。持ち帰りもＯＫ！

ぼくしどおり

雪国の伝統的な建築
「雁木（がんぎ）
」を再現・
現代風にアレンジした商
店街です。江戸時代にタ
イムスリップした気分!?
お土産屋さん、カフェ
が並ぶ通りをのんびり楽
しく散策できます！
商店街のお店の方との
お話も面白いですよ！！

きよつきょうけいこくとんねる

住十日町市小出

約 60 分

しおざわじゅく

監査廊見学受付けは情報館へ

雄大な岩礁と清流からなる、日本有数の景
勝地「清津峡」昭和 24 年 9 月に国立公園に
指定され日本三大渓谷の一つに数えられてい
ます。全長 750m のトンネル内には 3 箇所
の見晴所と様々な展示があります。

ホテルから

みくにかいどう

広大な敷地に、お子様
向けのアスレチックやト
ランポリンが設置された
公園です。水遊び場、ウサ
ギ小屋、昔の道具が展示
されている「むかしや」な
ど遊び所・見所満載！
公園内には美術館やワ
イナリーなどもあり、家
族で一日楽しめます。

三国街道 塩沢宿 牧之通り

越後三山を源にする三国川の水を利用す
ることと、洪水を防ぐことの 2 つの目的の
ために作られたロックフィル式の多目的ダ
ムです。四季折々の景色が楽しめます。
ダム監査廊の見学もできます！！(要予約)
問 025-774-3015(三国川ダム管理所)

八色の森公園

ホテルから

さぐりがわだむ ・ しゃくなげこ

住南魚沼市清水瀬 686-59

やいろのもりこうえん

雪国の生活を体験できる施設や、大自然を感じられる
施設がイッパイ！楽しく体験＆学ぼう！！

体験・学ぶ
ホテルから

自然がいっぱいの南魚沼！
天気のいい日は、大きな公園で思いっきり遊ぶのがオススメ★

南魚沼市舞子 2056-108 TEL：025-783-3511

※2016 年 4 月 19 日現在の情報です

お米・お酒以外にも、まだまだあります！

オススメ魚沼みやげ

お六饅頭(おろくまんじゅう)
お菓子とおやきの「ことう」さんの人気商
品！モッチモチの皮に、滑らかなあんこの
入ったお饅頭は、地元っこにもファン多
し！六日町のことう本店のほか、越後湯沢
駅構内でも購入できます。

笹だんご
ヨモギを練りこんだ餅の中に、
あんこを入れて笹でくるんだ
新潟土産の定番商品！

はっか糖
かぐら南蛮
ピリリとほろ辛い南蛮は、塩漬けにしたも
のや、ソースにしたものなど色々な商品が
あります。鍋料理の薬味にオススメです！

江戸時代、万病の妙薬といわれた
薄荷を使ったお菓子。口に含むと
サラッと溶け、スーッと爽やかな
ミントの香りを楽しめます。

