大鹿村の 食事処

大自然で採れたものを、大自然
の中で食べていただきたい。そ
ばも山菜も大鹿村育ちです。食
事の後は水出し珈琲をどうぞ。
まるで世間から切り離されたか
のような、のんびりした時間を
おたのしみください。

山の恵みのジビエ、お蕎麦や地元食材を使った料理など、
ここでしか味わえない料理に舌鼓！

手打ちそば
鹿肉のスモークハム
水出し珈琲

TEL 0265-39-3008
定 休 日 火曜日・水曜日（1月〜3月冬季休業）
営業時間 11：00〜15：00

秋葉路（道の駅内）

塩の里
食事処ふじ

安い、早い、うまいをモットーに
頑張っています。大河原地区の
観光拠点にはちょうどよい場所
にありますので、情報収集や休
憩にぜひお立ち寄りください。
売店・おみやげ物コーナーもあ
りますよ。

鹿塩地区の観光の前に、ぜひお
立ち寄りください。元気の出る
「カツ」料理を揃えてお待ちし
ております。美味しい物をおな
かいっぱい食べて、ゆったりと
くつろいでいってください。

五平餅
ソースカツ丼
など

TEL 0265-39-2844
定 休 日 水曜日・木曜日
営業時間 11：00〜14：30（L.O.14：00）

ガイドマップ

「奥州安達原三段目

TEL 0265-39-2228
定 休 日 月曜日・火曜日
営業時間 11：00〜14：30（L.O.14：00）

映画「大鹿村騒動記」の主人公
が営業していたお店を、そのまま
使っています。鹿カレー、お蕎麦
がおすすめ。夜になると近所の皆
さんが集まる居酒屋になります。
ゆったりまったり営業しています。

ジビエ料理
丼もの
など

東名高速

長野県道59号
松川インター
大鹿線

名
鉄
バスセンター
横浜駅東口
バスターミナル

3時間30分
国道152号線

浜松いなさJCT

阪急三番街
高速バスターミナル

鳳来峡IC

三遠南信自動車道

2時間30分

4時間30分
大阪−伊那・箕輪線
2時間30分
名古屋−伊那・箕輪線
4時間30分
横浜−伊那・
駒ヶ根・飯田線

中央道・松川バス停から
大鹿村行きの路線バスは
1日1本のみ！
14時06分発です！
ご注意ください。

お問い合せ先〈高速バス予約センター〉

国道151号線

●新宿予約センター
●大阪予約センター
●名古屋予約センター
●横浜予約センター

三ヶ日JCT

赤石荘

大 河 原

道の駅大鹿

役 場 前︵ 落 合 ︶

鹿 塩 方 面

役 場 前︵ 落 合 ︶

大 島 駅 前

大島駅前

土・日・祝祭日運休

14：22

18：57

17：42

20：02

伊那バス
時刻表

〒399-3502
長野県下伊那郡大鹿村大河原389
TEL 0265-39-2929 FAX 0265-39-2803
Mail ooshikakankou@osk.janis.or.jp

旅館

大鹿村を楽しむ拠点と
して気軽に泊まれる、
そ
んなお宿です。
登山に釣
りなど、
楽しんだ後は
「美
人の湯」
としても知られ
る温泉でゆっくり。お食
事は地元の食材をふん
だんに使った田舎料理
を楽しんでください。

大鹿景清と大鹿鹿丸
大鹿村は、
「日本で最も美しい村」
連合に加盟し、
小さくても輝く
オンリーワンを目指して、
美しいむらづくりを進めています。

ま のじょう

旅館

右馬允

五感でオオシカ谷の旬を
味わう――。右馬允のお
料理は調理人自ら、
山や
川で狩猟・採取した旬の
食 材でお造りしていま
す。赤石山脈の懐に浸
り、
築100年の民家の風
情をお楽しみください。

地域の豊かな生態系や生物多様性
を保全し、自然に学ぶと共に、文化的
にも経済・社会的にも持続可能な
発展を目指す取り組みです。

大鹿村役場

〒399-3502
長野県下伊那郡大鹿村大河原354
TEL 0265-39-2001㈹ FAX 0265-39-2269
Mail info@vill.ooshika.lg.jp

料理：旬の地元食材を使った和食

料理：地元食材を使った田舎料理

TEL 0265-39-2037 FAX 0265-39-2133
1泊2食19,800円（時価設定あり） 和5（約8名）

TEL 0265-39-2528 FAX 0265-39-2328
1名8,950円（税込） 和15（65名）

赤嶺館

旅館

大河原地区の中心地に
ある、木の温もりあふれ
るお宿です。窓から見る
赤石岳はくるくると表情
を変えて豊かな四季の
移ろいを教えてくれます。
やま里の暖かい雰囲気
の中でのんびりとした時
間をお過ごしください。
料理：地元の素材を活かし工夫を凝らした手作り料理

TEL&FAX 0265-39-2023
1泊2食 2名〜8,800円 1人部屋9,500円 和3（12名）

えん れい そう

延齢草

体験

民宿

体験

民宿

戦後再生期を代表する木
造校舎を移築した宿で、深
山植物の名を冠していま
す。集落から離れた山林の
中にあり、自前の農場の、
牛・山羊・鶏・米、野菜など
の美味しく安心な食事を提
供しています。齢を延ばすよ
うな時をお過ごしください。
料理：自家製乳製品を使った料理

TEL&FAX 0265-39-2818
1泊2食 大人9,000円 小人6,300円 和2・洋1（10名）

体験

農家民泊

民泊

大鹿村郷土資料館

ろくべん館

ろくべん館の名前の由来は、大鹿村に残る5〜6
段重ねのお弁当箱を
「ろくべん」
と呼ぶところから。
「ろくべん」は歌舞伎観劇などのハレの日のお弁
当箱として活躍した道具です。資料館では「ろくべ
ん」をはじめ、村の伝説や、日常的に使われてき
た道具類、南アルプス登山にまつわるもの、歌舞
伎の資料などを展示しています。

大自然の中で自由に過
ごしていただくことがコン
セプトです。食事も自由
に楽しんでいただくため
に、
自炊、
素泊まりのみと
なります。川と山に囲ま
れた、山村の生活をぜひ
体験してみてください。

TEL 0265-39-2682 FAX 0265-39-2701
1泊2食6,500円 和4（5名）

おより亭

民宿

大鹿村の中心から少し
離れた山の中。星の光
を邪魔するものはなく、
静かな時間が流れてい
ます。
宿の中では囲炉裏
がパチパチと音をたて、
食卓には山の恵が並ぶ
…そんな贅沢をぜひ味
わいに来てください。

料理：要望に応じて作っています

TEL&FAX 0265-39-2752
3食（弁当付）6,500円〜 洋2・和2

局

風景印
郵便局に行き、窓口で
「風景印をお願いします」
と言うと押してもらえるよ。

大鹿産の木材で木工体験！

木工体験交流施設KASUGAI

大鹿産の木材を使った様々な木工体験ができる
施設。30分もあれば完成できるお手軽なコース
から、好みの木材や細部までこだわれる本格的な
コースも選べます。木工品の展示と販売もしてい
ますので、まずは、お気軽にお立ち寄りください。
TEL 0265-39-2616
休館日 月曜日・水曜日、
年末年始
（月曜日・水曜日が祝日の場合は営業、翌日休）
開館時間 9：00〜12：00 13：00〜17：00

お子様と
ご一緒に！

TEL 0265-39-2181 FAX 0265-39-2237
1泊2食 2名〜7,700円 1名8,000円 素泊5,000円
4歳〜小学生まで5,000円 冬季暖房費+1,000円 和1（5〜6 名）

和3（10名）

いろいろな地域からいろ
いろな人たちが集まり仲
間を増やしていく、
そん
な出会いの場です。
その
出会いがずっと続くよう
に、
心よりおもてなし致し
ます。ペット連れの場合
もご相談ください。

TEL 0265-39-2244
入館料 大人500円、中高生200円、小学生無料
休館日 火曜日、年末年始（12/28 〜 1/3）
４月〜 11月の祝祭日は火曜日でも開館
開館時間 9：30〜16：30（2022/3/31 まで休館）

料理：囲炉裏での季節料理・山菜料理・山肉料理

料理：畑の野菜や山野草豊富な自炊

ワーゲンハウス

大鹿村の施設のご案内
目に見えない見どころが、たくさんあるのが大鹿村。
「知る」ことで大鹿村の楽しみ方が見えてくる！

料理：季節折々の田舎料理

たかやす

TEL&FAX 0265-39-2486
素泊2,000円 自炊3,000円

あたらしや

蚕を飼っていた家を使っ
たお宿です。農作業や
味噌づくり、醤油づくり
など田舎ならではの体
験をすることもできま
す。田舎のおばあちゃん
の家に遊びに来たよう
な気楽さでゆっくりとお
過ごしください。

TEL 0265-39-2770 （要予約：土曜日・日曜日・祝日）
1泊2食 1名〜7,000円（税別） 和3（12名）

大鹿村キャラクター

お問い合わせ
大鹿村観光案内所

温泉

が

料理：名もない田舎料理

TEL&FAX 0265-39-2316
1泊2食 2名11,150円〜 和7（20名）
う

や

美野鹿

歴史と自然に包まれた
集落、
上蔵地区にあるお
宿です。昼間には少しず
つ姿を変える自然を、
夜
には降って落ちてきそう
な満点の星空をお楽し
みください。
ペット連れお
客様にも対応していま
す。
「なにもない」贅沢を
ぜひご堪能ください。

料理：川魚や地の野菜を使った田舎ならではの料理

TEL 0265-39-1010 FAX 0265-39-2937
2名14,450円〜 和9・ベッドタイプ3（全部屋トイレ付）

せき れい かん

毎日運行

ぽかぽかと良く温まる不
あああ
思議な塩の温泉の、小
さな宿。明治37年創業
の老舗です。
美しい渓流
を望み、
四季折々の自然
を満喫できます。山里の
食材を使った手作り料
理が好評で、特に源泉
で味付けした
「岩魚の塩
湯干し」
は絶品。

料理：地元食材を中心とした山里料理

み

旅館

温泉旅館・民泊から山小屋まで︑

中央構造線博物館や、ろくべん館、
観光協会をはじめ、泊まる宿のご主人
などに村の面白さを教えてもらおう！

JR飯田線・伊那大島駅前にある、伊那バス停留所「大島駅前」より
ご利用ください。

約50分

TEL 03‐5376‐2222
TEL 06‐6866‐3147
TEL 052‐582‐0489
TEL 03-3743-0022

温泉

彩り豊かな宿で大鹿村の夜を満喫！

路線バスご利用の場合
約40分

伊那バス

昔ながらの旅の心を大
切にする当館は
「日本秘
湯を守る会」会員の宿。
鹿塩温泉は、
標高750m
の当地に湧き出る不思
議な塩からい温泉です。
源泉より製塩される自
家製の「山塩」
はこだわ
りの味！

TEL 090-9354-7784
営業日時 金曜日・土曜日
営業時間 11：30〜15：00

塩湯荘

芝居が終わると、役者と観客が一緒に「シャンシャン
シャン、おシャシャのシャン」のリズムで締めの手打
ちを行います。太夫の音頭に合わせてご一緒に。

生そばパスタ
ハンバーグプレート
大鹿卵のオムライス
コーヒー・スイーツ

鹿塩郵便局

小牧JCT・中央自動車道

松

新東名高速

IC

1時間30分

40分

60分

旅館

江戸時代から約300年続く大鹿歌舞伎。かつては神仏
への奉納歌舞伎として上演されていたため、神社の境
内に舞台が建立されています。盛んに歌舞伎上演がさ
れていた頃は、村内に合計13 ヶ所も舞台があったと
か。現在は、春の公演を行う大磧神社、秋の公演を行
う市場神社のほか、野々宮神社、葦原神社の4カ所に舞
台が残っています。

便
大鹿郵

浜

40分

新宿−飯田線

温泉

入場無料 全席自由 12時開演（16時頃終了）

2017年3月3日、大鹿歌舞伎は、地芝居として全国で初
めて国の重要無形民俗文化財に指定されました。

大 鹿 村 の宿

名古屋

諏訪IC

中央自動車道

大鹿村

京

松川

東

2時間20分

3時間45分

中央道・松川バス停

バスタ新宿

大鹿村

2時間

国道152号線

秋の定期公演

10月 第３日曜日【鹿塩】市場神社

昼：鹿カレー・そば
夜：居酒屋メニュー

自家牧場で育てた牛肉と大鹿
産の野菜をふんだんに使った
定食をお楽しみください。大鹿
村でしか食べられないものを揃
えていますので、その思い出を
旅のお土産にどうぞ。大鹿アル
プス牛も販売しています。

手打ちそば
うどん・定食
ジビエカリー

TEL 0265-39-2332
定 休 日 木曜日（11月〜3月は月曜日・木曜日）
営業時間 11：00〜16：00

高速バスご利用の場合

５月３日 【大河原】大磧神社

農家カフェ BAU

少し昔、この辺りではそばは身近
な食べ物でした。自宅でそばを
切り、主食のように食べていまし
た。その頃のそばを食べてもらい
たい。そんな思いで、昔と変わら
ない方法で打っている、おばあ
ちゃんの手打ち田舎そばです。

マイカーご利用の場合

春の定期公演

TEL 090-4462-2357
定 休 日 木曜日
営業時間 昼：11：00〜14：00（要予約）
（昼は12月〜3月休業）
夜：18：00〜23：00

手打ちそば風月堂

袖萩祭文の段」

江戸時代より300年の歴史を持つ大鹿歌舞伎。
地芝居として全国初、
国の重要無形民俗文化財に指定。

ディア・イーター

鹿肉を知り尽くしたジビエマ
イスターが、解体から調理まで
手掛けたジビエ料理が自慢で
す。旬の山菜やキノコを使った
季節限定の大鹿そばもおすす
めメニュー。

アクセス情 報

ジビエ料理
ラーメン
カツ料理
焼肉

TEL 0265-39-2338
定 休 日 火曜日
営業時間 11：00〜14：00、17：00〜22：00

おい菜（道の駅内）

山塩館

大鹿歌舞伎

するぎ農園

集いの宿
●

三伏峠小屋

日 本 一 高 いと言 わ れ
ている峠三伏峠（標高
2,607m）にあり、南ア
ルプスの多くの登山者
にご利用いただいてお
ります。

料理：三伏カレー、
心を込めて作っています。

TEL 0265-39-3110 FAX 0265-39-2937
1泊2食付10,000円 素泊6,000円 定員100名

山小屋

トイレもキレイ！子ども連れにオススメ！

ソロキャンパーや登山者に人気！

伊那谷や中央アルプスを望む絶景。
お子様連れにもぴったりの静かで小さなキャンプ場。

落ち着いた雰囲気の鳥ヶ池キャンプ場。
登山者やソロキャンパーに人気です。

大池高原キャンプ場

※地面の上で直接火を焚くことは禁止となっております。
炊事場もしくは焚き火台等をお使いください。

鳥ヶ池キャンプ場

キャンプ場の予約・お問い合わせ先
大鹿村役場 産業建設課 TEL 0265-39-2001
利用料金：中学生以上400円 小学生200円 未就学児無料

