TAKE FREE
ご自由にお持ちください

Slow and Steady
Shitada
自然をゆっくり、自分をじっくり。

しただ郷うきうきフェスタ

2020 Autumn&Winter

でんしちぢゃや

Ⓐ 傳七茶屋
Gourmet

どころ

Ⓑ そば処

やまか

山河

Guide

グルメガイド
下田郷にはおいしい飲食店がたくさん！
地元の採れたて新鮮素材を使った
自慢のメニューをめしあがれ

平日限定
コーヒーサービス
※お食事をされた方のみ

地域の仲間で改装した古民家に、少し古い音楽をゆっくり聴きに来て
ください。美味しいカレーとコーヒーでお待ちしています。

特典クーポン
パンフレットの提示で
お得な特典があります

わしょくどう

所 三条市北五百川88-1
営 日曜日11：00－16：00

うめがい

Ⓒ 和食堂

080-8082-5911
休 月曜日ー土曜日

所 三条市大谷地94-1
080-2140-5556
営 11：00－無くなり次第終了 休 水曜日※祝日の場合営業

きっさ

Ⓓ 喫茶やまぼうし

梅ヶ井

下田産コシヒカリを使った各種定食、ボリューム満点のみそラーメン、
ジャージャーメンが自慢です。

所 三条市荻堀1156-6
営 11：30－14:30
17：00ー21：30

蕎麦粉・水・打ち立て・茹でたてにこだわり、天ぷら素材も県内産・
地元産にこだわっています。蕎麦は、その日に打ったものが無くなり
次第終了です。ご了承ください。

0256-46-2274
休 水曜日

コーヒーやハーブティー、自家製タルト・パイやトーストセットが
人気です。自然あふれる下田の森の中でゆったりとしたティータイム
をお楽しみください。
※冬季休館12月10日から3月31日

所 三条市馬場576
営 9：30－16：00

らんけいそう

Ⓕ 嵐渓荘

よこたせいにくてん

Ⓔ 横田精肉店

やぎがはなおんせん

下田産を中心に新潟県産の豚肉を取りそろえております。ラードを
使った肉屋ならではの揚げ物も、ぜひご賞味ください。

所 三条市荻堀827
営 平日 9：00－20：00
土日祝9：00－19：30

0256-46-5576
休 水曜日、木曜日

ゆ

Ⓖ 八木ヶ鼻温泉 いい湯らてい

や

0256-46-2122
休 1月1日

とうべえ

Ⓗ こくわ屋 藤兵衛

ご入浴料1,000円

➡750円に割引
清流仕立ての鯉のあらい、山菜、鮎の塩焼きがセットになった「ひこぜ
ん定食」や「山菜定食」「天丼定食」の他、お蕎麦などの軽食・ドリン
クのご用意もあります。ひこぜん定食…3,960円 山菜定食…3,300円

所 三条市長野1450
営 11：00ー14：30

なま

景勝八木ヶ鼻を眺めながら温泉につかり、身も心もときほぐす。
郷土料理から和洋中までご提供しております。

所 三条市南五百川16-1
営 10：00－22：00

0256-47-2211
休

レストランはくちょう
11：00－15：00/17：30－20：30

日曜祝日など混み合う日は予約なしでは
お受けできない場合がございます。

や

Ⓘ 生ホルモン焼き じんろ

山の恵み・コクワを使用したカレーを提供しております。
横田精肉店の豚肉を真空低温調理した下田豚コクワカレーが人気！

0256-41-3011
休 毎月第3水曜日

所 三条市笹岡2235
0256-46-4931
営 11：00－15：00( 前日までの
) 休 不定休
予約制

※月によって変更あり

Ⓙ よねくら

のうか

ていげつあん ごくう

Ⓚ 農家レストラン庭月庵 悟空

平日限定
ドリングバー50円引き
※お食事をされた方のみ

魚沼のソウルフード「豚生ホルモン」
新鮮な白モツ・赤モツ・焼肉をお楽しみください。

所 三条市荻堀831-1
営 11：30－14：00
17：00－22：00

自然と風景と山に囲まれている小さな飲食店です。当店の担々めん、
マーボーめんは風味・味覚共に自慢です。

0256-47-4106
休 月曜日

所 三条市大谷地1371-1
営 11：00－18：30

下田産蕎麦を使用し、挽きたて・打ち立て・茹でたての手打ち蕎麦を
提供しております。三条ポークの生姜焼き、
チキンのみそ焼きがメニュー
に仲間入り！季節限定メニューもご用意しております。

0256-41-3111
休 木曜日

所 三条市庭月451-1
営 11：00－15：00

北五百川の棚田
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お問い合せ先
三条市経済部営業戦略室観光係
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/index.html

至栃尾

スノーピーク

J

至吉ヶ平

至ひめさゆり湖
大谷ダム

※内容に関するお問い合わせは、各お問い合わせ先・HPなどをご覧の上ご確認ください。
※開催の延期・中止・内容の変更をする場合がございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

0256-34-5605
8：30－17：30 土日祝、年末年始を除く

■主催／下田郷アウトドア・スポーツ・観光推進協議会
■後援／下田商工会 三条市 三条観光協会

雪峰祭 2020 ～秋～

開催日

10月17（土）、18日（日）

スノーピークの感謝祭に参加しよう！
日頃からご愛顧いただいておりますユーザーの皆様、そして地域の皆さまに感謝して、
お楽しみコンテンツ盛りだくさんでお届けする2日間です。限定品やアウトレットの販売、
飲食ブースやお子様向けのブースもございます。
皆様のご来場を社員一同お待ちしております。
時

間

17日(土)/9：00－16：00
18日(日)/9：00－15：00

参加費

開催場所 スノーピーク
Headquartres 本社
※掲載内容に変更が生じることがございます。ホームページ等でご確認ください。https://www.snowpeak.co.jp/

手ぶらBBQプラン

無料
※キャンプ場ご利用は有料(事前予約制)

申込期限 自社HPをご覧ください
※日帰りの方は申込不要です

■お問い合わせ先
株式会社スノーピーク

開催日

TEL. 0120-010-660

4月－11月（※水曜日以外）

手ぶらでBBQを楽しもう！
雨の日でもBBQが楽しめる！スノーピークのシェルター「ラウンジシェル」を設営が完了して
いる状態でお待ちしています。テーブル、イス、お皿や箸などの必要な備品から、BBQの食材
まで全てご用意しております。到着次第すぐにBBQをお楽しみ頂けます！
※食材無しでのご予約はいただけません、ご了承ください。
※食材をご注文の上、追加の食材をお持ち込み頂くことは可能でございます。
※プランにお飲み物は含まれません、お持ち込み頂くか、ストアにてご購入ください。
時

間 9:00－17：00

定

員

持ち物

集合場所 Headquartresストア内

申込期限 ご利用予定の4日前まで
※完全予約制

料

金 サイト代/10,000円(税抜)

大人ひとり/2,000円(税抜)

+ 小人ひとり/1,800円(税抜)
■お問い合わせ先

通年開催(水曜日以外)

スノーピークの過去、現在、未来を体感できるミュージアムです。ユーザーの皆さまの
野遊びの思い出と共に、日本中から寄贈して頂き集まりました。 本社オフィス、上映
付きのミュージアムをご案内致します。 ミュージアム記念ステッカーのプレゼントや、
限定マグカップの販売もございます！

飲み物など

1日3回開催
11:00/13:00/15:00
スノーピーク
開催場所
Headquarters 本社内
時

【キャンセル料】
下記の通りキャンセル料が発生いたします。
サイト代：7～4日前 20％
3日前～前日 50％
当日 100％
食材代：4日前～当日 全額(100％)

株式会社スノーピーク Headquartersストア

開催日

本社 & ミュージアムの見学ツアー！

1つのシェルターにつき
1名から10名

開催場所 スノーピーク

Headquartresキャンプフィールド

スノーピーク ミュージアム

参 加 費 無料

間

申込期限 予約不要
所要時間 30分程度

集合場所 Headquartresストア内

■お問い合わせ先

TEL．0256-41-2222

株式会社スノーピーク

TEL. 0256-41-2500

小規模事業者地域力活用事業

小規模事業者地域力活用事業

自然満喫☆プチリトート

コンバイン稲刈りとはざ掛け体験

開催日

9月13日(日)
10月 4日(日)

大型コンバインを体験しよう

渓流沿いの自然の中でサイクリング＆ヨガ

コンバインの稲刈りとはざ掛け稲刈りを一緒に体験できます。コンバインの操作は
ベテラン運転手が指導します。（お子様には運転手が同乗し、片道50メートルほど
運転体験をして頂けます。）お土産に楢山産コシヒカリ「ならの里」1kgをご用意します。
お昼は八十里弁当を食べながら、こだわりの米作りの話をさせていただきます。

里山の風景を楽しみながらサイクリング。景勝「八木ヶ鼻」を仰ぐリーバーサイド
パークのヨガへ。心と体をリフレッシュしたあとは、ランチのひと時をお楽しみくだ
さい。

時

間 10：00－12：00

開催日

9月27日(日)

員 10名

開催場所 三条市楢山地内

定

集合場所 道の駅 漢学の里しただ

申込期限 9月15日(火)

参加費
持ち物

※雨天中止

10：30
道の駅漢学の里しただへ集合
自転車でリバーパークへ
11：00－12：00
リバーサイドヨガ
終了後は各自で昼食
特

3,000円
軍手、長靴、汗拭きタオル、着替え

■お問い合わせ先
農）ならやま 川上利男 TEL．090-4752-4051

開催日

集合場所 道の駅 漢学の里しただ

典 温泉割引券

■お問い合わせ先
嵐渓荘 大竹由香利

令和3年1月末－2月 ※雪による

間 10：00－12：30

開催場所 リバーパーク

料

割引料金でご入浴いただけます
いい湯らてい900円→750円
嵐渓荘1000→750円

（体験料、お昼代、保険含む）

雪灯籠さんぽ

時

金 3,700円

持ち物

(レンタサイクル料、昼食券、保険料含む)

タオル、飲み物

申込期限 開催日3日前

TEL．090-3479-7000 y.ootake@rankei.com

スノーシューツアー

開催日 令和3年2月、3月（詳細日未定）

幻想的な里山の冬を楽しむ♪

スノーシューで山歩き

雪深く白い風景を描く2月、雪の灯籠をご用意して、里山の冬をお楽しみい
ただけます。各週末(土日)には、甘酒・おしるこ・地酒などの限定メニューを
ご用意しております。

嵐渓荘の裏山「机山」または周辺の山を、スノーシューで歩く1時間半から2時間のツアーです。

時

間

灯籠の点灯

期間中の日没－22：00頃まで

開催場所 嵐渓荘 前庭

所要時間 1時間半ー2時間
開催場所 嵐渓荘の裏山、
または周辺の山
集合場所 嵐渓荘 駐車場
参 加 費 3,000円
(お昼のおにぎりセット、入浴代含む)
持ち物

スキーウェアか類するもの、
グローブ(防水)、タオル、長靴または登山靴

■お問い合わせ先
嵐渓荘

TEL．0256-47-2211
http://www.rankei.com/

第12回 諸橋轍次博士記念漢詩大会 記念講演会

開催日

11月14日(土)

演題：「良寛と漢詩」
講師：鷲野 正明 先生（国士舘大学教授）
＊定員等の詳細につきましては、当館のHPをご覧ください。
開催場所 諸橋轍次記念館

時

間 14：00－15：30（開場13：30）

入場料

無料

第12回 諸橋轍次博士記念漢詩大会 表彰式・流觴曲水

11月15日(日)

開催日

中国に伝わる風雅な催し
内容：表彰式・流觴曲水
＊流觴曲水は諸橋轍次記念館の庭園で行います。
大会受賞者が庭園の水辺で、漢詩を詠むパフォーマンスです。どなたも自由に見学いただけます。（雨天中止）
時

開催場所 諸橋轍次記念館

間 10：00－13：00

参加費

無料

第22回 諸橋轍次記念館書初め大会
応募規定 規定の部/資格不問
応募期間 令和3年1月5日から1月中旬

小中学生、高校生 1点300円
一般 1点500円

■お問い合わせ先

令和3年1月－2月

開催場所 諸橋轍次記念館

自由の部/資格不問

出品料

開催日

作品展

令和3年2月初旬－2月下旬

入場料

無料

※掲載情報は、8月10日現在の予定でございます。「変更」または「中止」となる場合がございます。

諸橋轍次記念館

TEL．0256-47-2208

https://www.kangaku-morohashi.com/

下田の森の美術館

教室・ワークショップ

展示会・イベント

月に1・2回開催

自然あふれる森の中に小さな美術館
毎月のように色々な作家さんの作品展・イベント・ワークショップを開催
いたします。自然の中で作品を見ながら好きなお席でゆったりとティータ
イムをご堪能いただけます。気になる作品展・イベントがございましたら
足を運んでいただければ幸いです。
休 館 日 水曜・木曜
(冬季12月10日－
3月31日まで休館)

開館時間 9：30－16：00
入 館 料 無料

9月4日ー15日

マンダラアート南アジア文化展

9月18日ー22日

ポーセラーツ陶芸展

9月25日ー10月20日

鶴巻悟絵画展（油彩）

※予約制

ハーブ教室
IT教室
パステル教室
水彩画教室
寄せ植え教室

10月23日ー11月17日 森山みちこパステル画展
11月20日ー12月8日

工房たま リース展
ボ展

12月9日ー3月31日

冬季休館

ポーセラーツ教室

森のおはし作りコラ

おはしづくりワーク
ショップ
ヨガ教室

■お問い合わせ先
下田の森の美術館
小規模事業者地域力活用事業

小規模事業者地域力活用事業

my雪室づくり体験

ミシュラン店でそば打ち体験
プロと自分で打ったそばの味比べ！「ミシュランガイド新潟2020」
掲載店で、そば打ちにチャレンジしませんか？
開催日

TEL．0256-46-5576
https://www.facebook.com/shitadamuseum/

令和3年2月17日（水）

参加費

2月24日（水）
開催場所 そば処 山河

持ち物

エプロン、マスク、
バンダナか三角巾

■お問い合わせ先
そば処 山河

一人当たりコンテナ1個分の雪室を作れます。雪室に入れたい物があれば持ってきてもOK!
雪室を作った後、道の駅漢学の里しただで昼食を食べます。2月28日（日）は雪室から自分の
ものを取り出し、持ち帰ることができます。※掘り起こした後の昼食は付きません。

（材料費、お昼代）

申込期限 開催日の前々日

1月24日（日）
2月28日（日）

令和3年

雪室で美味しい食材を作ろう！

2,000円

集合時間 10：30－12：00

開催日

時

間 10：00－12：00

参加費

3,500円
（体験料、野菜など、お昼代、保険料含む）

開催場所 道の駅 漢学の里しただ

申込期限 12月30日（水）

集合場所 道の駅 漢学の里しただ

持ち物

TEL. 080-2140-5556

手ぶくろ、長靴、防寒具

■お問い合わせ先
道の駅 漢学の里しただ

TEL．0256-47-2230
FAX．0256-41-3900

おひさま整体.
白鳥に会いに行こう

新メニュー追加！

絶景の粟ヶ岳の麓、清流五十嵐川で表情豊かに越冬する白鳥たちに会いに行こう！

開催期間
場

11月中旬から 3月中旬

所 白鳥の郷公苑

時

間

観察室
9：00－16：00

●日曜日は事前予約のみになります。
●パンフレット提示で上記2メニュー10％引き！
(他の割引サービスとの併用はできません)

時

間

場所

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先
白鳥の郷公苑

全身バランス整体40分 3,900円(税込)
至福の頭ほぐし 40分 3,900円(税込)

TEL. 080-8834-54670

おひさま整体. 山口

TEL．080-5914-5689

掲載内容は「変更」または「中止」となる場合がございますので、ご了承ください。

平日 9：30－18：00
日曜 9：30－16：00
旧荒沢小学校
（三条市荒沢1198-3）
https://ohisama-seitai.com/

FLY FISHING EXPO 下田郷

開催日

フライフィッシングを楽しもう

10月24日（土）
25日（日）

「大人の趣味」として注目されるフライフィッシング。この遊びの祭典が下田郷で開催されます。
最新の道具の展示だけではなく、投げ方のレクチャー、毛ばり（フライ）の作り方、もっと楽しむ
ためのトークショーまで、フライフィッシングの楽しみ方を教えてくれるメーカーが大集合します。
アウトドアメーカーとして、地元のSnow PeakとCAPTAIN STAGが出展するほか、三条市のもの
づくりを実感できるブースも用意します。
時

間

24日（土）10：00－16：00
25日（日）10：00－15：00

開催場所 CAPTAIN STAG® 八木ヶ鼻オートキャンプ場

■お問い合わせ先
三条市経済部 営業戦略室 観光係

吉ヶ平デジカメ写真教室

開催日

吉ヶ平フィッシングパーク

11月1日(日)

TEL．0256-34-5605

開催日

毎日

シーズン終了まで

プロカメラマン・小川もりと氏による指導！

大イワナ、尺ヤマメに出会える!?

吉ヶ平から雨生ヶ池にかけて、ブナの紅葉、秋の植物と神秘的な池のシーンを中心に
撮影します。初心者歓迎！一眼レフからコンパクトデジカメまでOKです。昼食後、吉ヶ平
山荘で作品の講評を行います。

天然の渓谷で本格的なスポーツフィッシング（キャッチ＆リリース）をお楽しみいただけます。
ルアーやフライを駆使して40cmオーバーの大型渓流魚を狙えるのが魅力です。

集

合 8：30

持ち物

道の駅 漢学の里しただ

開催場所
参加費

吉ヶ平自然体感の郷
から雨生ヶ池

時

間

1,000円(保険料含む)

デジカメ（電池、メモリーカード）、
昼食、おやつ、飲み物、
山歩きできる服装、
雨具（傘だと弱雨で撮影できる）
9:00 吉ヶ平自然体感の郷出発
12:00 昼食・写真講評
15:00 道の駅 漢学の郷へ戻り解散

時

間

平 日 /8：30－17：00
土日祝/6：00－17：00

料

金

持ち物
開催場所 守門川1号堰堤から
7号堰堤まで約1㎞
7号堰堤より上流1㎞6号堰堤まで
キャッチ＆リリース区間あり
（この区間は県内共通遊漁券または
五十嵐川遊漁券でも入場可能）

日券/ 2,000円
年券/10,000円
ウエーダー、釣り道具一式

申込期限 10月25日(日)
集合場所 吉ヶ平自然体感の郷

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

道の駅 漢学の里しただ TEL．0256-47-2230
FAX．0256-41-3900

五十嵐川漁業協同組合 TEL．0256-38-4067
http://www.ikarashigawa.com/

そば打ち体験

開催日

紅葉の八十里越

10月18日(日)

楽しく打って、美味しく食べる

参加費

集合場所 吉ヶ平自然体感の郷

申込期限 10月12日（月）

開催場所 吉ヶ平自然体感の郷

持ち物

なめこ打ち体験

時

2,000円

長靴、軍手、雨具、
エプロン

開催日

1,500円

作業のできる服装
（長靴、軍手、雨具）

参加費

8：30－14：30（小雨決行）

2,000円(テキスト代・保険料含む)

集合場所 吉ヶ平自然体感の郷

申込期限 10月27日(火)

開催場所 吉ヶ平周辺

持ち物 登山靴(長靴)、雨具、昼食

炭焼き体験

11月8日（日）

集合場所 吉ヶ平自然体感の郷 申込期限 11月2日（月）
開催場所 吉ヶ平自然体感の郷 持ち物

間 8：00受付

NPO法人 しただの里 大竹

種木を伐採整理します。種木にドリルで穴をあけなめこ菌を植え付けます。
早くて1年、普通は2年後から収穫可能。収穫時期にご連絡いたします。
参加費

11月3日（火・祝）

■お問い合わせ先

種木を伐採しなめこ菌の植え付け

集合時間 9：30（小雨決行）

開催日

吉ヶ平自然体感の郷～椿尾根までの古道、新道を巡ります。
山歩き初心者でも大丈夫ですが4時間ほど歩きますので未経験者、小学生はご遠慮ください。

そば打ち名人が親切・丁寧に教えますので美味しく打ち上がります。
畑から蕎麦の実を収穫してから蕎麦打ちに入ります。下田産の蕎麦粉を
使い、下田で採れた野菜の天麩羅で楽しく美味しい蕎麦を食します。
集合時間 9：30

天保古道・明治新道巡る旅

開催日

TEL．0256-34-8960

10月10日（土）・11日（日）

吉ヶ平の炭焼きのすべてを体験！
吉ヶ平で昔から引き継がれた伝統の技を二日かけて体験し、技を実践・習得できます。
集合時間 9:30（小雨決行）

参加費

開催場所 吉ヶ平自然体感の郷

申込期限 10月3日（土）

集合場所 吉ヶ平自然体感の郷

持ち物 長靴、軍手、
雨具、エプロン

■お問い合わせ先

※おにぎり等の昼食をお持ちください。豚汁を提供します。

吉ヶ平管理組合 富部

5,000円

TEL．090-3226-5912

IRC五十嵐川ラフティング

開催期間

4月上旬－9月下旬

雄大な五十嵐川を体験しませんか？

1ヶ月前までに申し込むと
大人・小学生以下共に

1,000円割引

五十嵐川上流にある笠堀ダムから約1時間のラフティングが楽しめます！
川から見る景色とラフティングのスリルを満喫しましょう！

時

間

9月運行スケジュール
A便 8：30－11：30
B便 11：00－14：00
C便 13：30－16：30
各便スタート時刻に集合

定

員

団体、グループ4名以上

■お問い合わせ先

開催場所 五十嵐川

集合場所 ウォータープレイかわせみ

参加費 大人 8,000円 小学生以下 6,000円
持ち物 水着または、濡れても良い服装
サンダル(かかとが固定できるもの)または、濡れても良い靴、
タオルなど

※運行日は事前にお問い合わせください。その他詳細はホームページでご確認ください。

株式会社 IRC 五十嵐川ラフティング

TEL．0256-53-8000 https://coubic.com/ircrafting

掲載内容は「変更」または「中止」となる場合がございますので、ご了承ください。

秘境
感じよう、あふれる自然・歴史ロマン・未来へつなぐ土木技術

開催期間

9月～11月

対象

大人（中学生以上）
―

「国道289号八十里越」の工事見学を通じ、事業の効果・
必要性を感じてもらうと共に秘境八十里越の最大の魅力
である「あふれる自然」や「河合継之助にまつわる歴史ロ
マン」を実際に体感してもらい、心満たされる豊かなひと
時を過ごしてもらうため、「秘境八十里越体感バス」を運
行します。
三条市経済部営業戦略室観光係
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/index.html

0256-34-5605

時
を
越
え
て

―

再
び
結
ば
れ
る

会
津
と
越
後
の
道
が

一
度
途
絶
え
た

8：30－17：30 土日祝、年末年始を除く

通信販売リニューアル！
道の駅漢学の里しただの通信販売をリニューアルいたしました。クレジットカード決済の導入・
送料込みでの分かりやすい価格表示・配達の時間指定など、以前よりスムーズにご購入して
いただけるようになりました◎下田産コシヒカリをはじめ、名物のごんぼっ葉笹団子、お土産
No.1のサツマイモ饅頭・黒糖饅頭、季節限定の商品も取り扱っております。
詳細につきましては、公式ホームページをご覧ください。http://www.michinoeki-shitada.com
※詳細はHPまたはお問い合わせ先にご連絡ください。
※開催できない場合もございますのでご了承ください。

イベントスケジュール
9月 新米フェア

この時期だけ！新米の販売

12月 新蕎麦祭り
1月 寒ブリ祭り

11月 鮭祭り

2月 牡蠣祭り

秋の野菜を大売り出し！
いくらや鮭汁の販売

レンタサイクルで下田郷巡り

5月から
11月中旬

一面に広がる雪景色は、まさに絶景

車では見落としがちな下田郷の魅力を感じていただくための貸出用自転車です。

ふかふかの雪を踏みしめながら、冬の棚田や山々を散策することが
できます。日差しにきらきらと光るまばゆい雪原や、幻想的な冬の
景色がお楽しみいただけます。

貸出場所 いい湯らてい

貸出時間 9：00－16：00

貸出時間 10：00－17：00

料

金 大人 300円 子供 200円 電動自転車 500円

※貸出時間内の返却をお願いします
※貸出時間が過ぎますと別途料金が発生する場合がございます。

脂ののったブリ丼提供！
殻付き牡蠣・牡蠣鍋の提供

12月から
3月下旬

スノーシューレンタル

下田郷の移動にはレンタサイクルがおススメ！
貸出場所 道の駅 漢学の里しただ

年越し蕎麦の予約

10月 秋の味覚フェア

貸出場所 道の駅 漢学の里しただ
貸出時間 10：00－15：00

料

金 かんじき 300円 スノーシュー 500円

※貸出時間内の返却をお願いします。
※貸出時間が過ぎますと別途料金が発生する場合がございます。

■お問い合わせ先
道の駅 漢学の里しただ

宿泊施設

https://www.airbnb.jp/
airbnbより予約可能な宿泊先もございます。
詳細につきましては各宿泊施設に 直接お問い合わせください。

accommodations
旅館・施設名

TEL．0256-47-2230
FAX．0256-41-3900

所在地

お問い合わせ先

料金

嵐渓荘

三条市長野1450

0256-47-2211

1泊2食 ※1室2名様での場合
平日15,000円から 休前日16,000円から

公楽

三条市高岡786

0256-38-6539

大人素泊まり5,500円から

山水

三条市荻堀197-3

0256-46-5311

1泊2食 6,000円から

村長の家

三条市庭月288

0256-46-8872
Airbnbからも予約可

大人素泊まり5,000円から

よってげ邸

三条市早水588-2

0256-47-2810

大人1,200円、小中学生700円

天の家

三条市島川原

Airbnbより予約可

1泊3,000円

掲載内容は「変更」または「中止」となる場合がございますので、ご了承ください。

