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長野県の北部、新潟県との県境に位置した野沢温泉村。
村内には30数カ所の自噴の源泉があります。
その一つを有する、小さな温泉旅館が私ども桐屋旅館です。
温泉があって、そこに宿が生まれる。そんな日本らしい自然体の温泉旅館です。
一生に一度の高級旅館ではなく、気が向いたときに何度でも
ご利用頂ける、そんな宿を目指しています。

Not just once in a lifetime, but time after time

桐屋旅館にはお客様をお出迎えする３匹の看板猫がいます。
旅館のフロントにいて、皆様をお出迎えすることがお仕事です。

一生懸命おもてなしをしたいと思っております。
※猫アレルギーの方には不向きな宿かもしれませんが

   家族の一員として可愛がっています。
※好奇心旺盛ですので、お客様への愛情表現があるかもしれません。

  どうぞよろしくお願いいたします。

今はあまり見かけなくなりました赤いポストが桐屋
旅館の目印。天然記念物「麻釜」から程近くに佇む。
客室は１５部屋、本館・木造別棟・別館の３つの
棟からなる多くの木々に囲まれた広い敷地の静か
な温泉宿。
客室は 2 階以上の階層に、本館の 2 階に温泉の浴
場と、お食事処がございます。日本庭園があり、
春にうぐいすが訪れ、夏は蛍が舞い、秋には鈴虫
が鳴く、四季折々の自然を感じることが出来ます。
各棟、エレベータはございません。全館禁煙となっ
ております。ご理解をお願いいたします。

The village of Nozawa Onsen is situated in the northern part of Nagano 
Prefecture, where the 1998 Winter Olympics were held.
This is spa country; the village contains more than 30 natural hot springs.
Kiriya Ryokan is a little inn that owns one of these hot springs.
First was the hot spring, and then came the lodging facilities. Kiriya is 
this kind of naturally born, distinctively Japanese hot-spring inn.
We aspire to be not a prestigious destination visited only once 
in a lifetime, but the kind of inn that people will casually visit 
every time they get the urge.

Kiriya Ryokan is easily found by the red 
mailbox, which is pretty uncommon these days, 
standing in front of it. It sits not far from the 
Ogama hot spring, which has been designated a 
natural monument.
It has a total of 15 rooms, and consists of three 
buildings: the main building, a wooden 
outbuilding, and a wooden annex. It is a quiet 
inn sited on a large lot surrounded by many 
trees. Rooms for guests are located on the 
second and higher floors of each building. On 
the second floor of the main building are the 
hot-spring spa for bathing and the restaurant.
Kiriya also features a traditional Japanese 
garden that in every season brings nature close 
to guests, who can hear nightingales twitter in 
spring, see fireflies flash in summer, and harken 
to the delicate song of bell-ring insects in 
autumn.　There are no elevators in any of the 
buildings, and smoking is prohibited in all of the 
rooms and buildings. 
We ask for your understanding of our policy.

Guests arriving at Kiriya Ryokan may be met 
by three cats we keep.

It is their job to greet guests as they come to the front counter.
We want to provide our guests with the best possible hospitality.

* Although Kiriya may not be the right inn 
for people who are allergic to cats, 

we treasure the three as members of our family.
* The cats are full of curiosity 

and may come over to guests to express their affection. 
We hope you will treat them kindly if they do. 

Kiriya-RyokanKiriya-Ryokan

一生に一度と言わず何度でも。



There are seven rooms of three different types in the main building, which has three stories and an entrance facing the street.
We have an assortment of rooms to suit the purpose of each trip.
The building has a ferro-concrete structure and its rooms are closest to the large spa and restaurant.

Kiriya-Ryokan

スタンダード和室【バス付き】  

ダミー

通りに面した玄関のある３階建ての本館には３タイプの客室が計７部屋ございます。
旅のご用途に応じた客室を取り揃えております。鉄筋コンクリートの建物となっており、
大浴場やお食事処に一番近い客室となります。

本館 The Main Building 【3階建て】 10 畳　トイレ洗面付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　1～4名
Room :
Main room　10 tatami mats 
Capacity : 1-4 people 
Room Facilities : Air conditioner　TV　Safe box　
Toilet　Sink　Tea set　Telepohne　
Bar fridge　Yukata　Towel　Toothbrush

Room :
Main room　16 tatami mats 
Capacity : 2-6 people 
Room Facilities : Air conditioner　TV　Safe box　 　
Bathroom　Toilet　Sink　Tea set　Telepohne　
Bar fridge　Yukata　Towel　Toothbrush

16 畳　トイレ洗面バス付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　2～6名

10 畳　トイレ洗面バス付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　1～4名
Room :
Main room　10 tatami mats 
Capacity : 1-4 people 
Room Facilities : Air conditioner  TV   Safe box　
Bathroom　Toilet　Sink　Tea set　Telepohne　
Bar fridge　Yukata　Towel　Toothbrush

Japanese Standard Room (with bath) スタンダード家族用【バス付き】  Japanese Standard Room (for family)

Japanese Standard Room (without bath)スタンダード和室【バス無し】  



て

         
         

         

The wooden outbuilding faces the Japanese-style garden and has a total of four rooms of three different types. 
Built in the late 1940s, it is replete with architectural elements designed by master artisans of those times.
Although the structure is old, it has been upgraded with the times, and is equipped with air conditioning, washlets, 
and other modern conveniences, so guests can stay in comfort.

日本庭園に面した木造別棟には３タイプの客室が計４部屋ございます。
昭和２０年代に建築されたこの棟は随所に当時の匠がこらした意匠を見ることが出来ます。 
古い建物ではありますが、時代に合わせ改装し、冷暖房、ウォシュレットなどを備えておりますので、
快適にお過ごしていただけます。

8畳+ 4 畳 トイレ洗面付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　1～3名
Room :
Main room 8 tatami mats   Sub room 4 tatami mats
Capacity : 1-3 people 
Room Facilities : Air conditioner　TV　Safe box　
Toilet　Sink　Tea set　Telepohne　
Bar fridge　Yukata　Towel　Toothbrush

みすずの間【2階】

夏期シーズンはベッドルーム、
冬期シーズンは和室（ふとん）での
利用となります。
Guests sleep in Western-style bedrooms 
in summer and Japanese-style rooms 
(with a futon) in the winter.Kiriya-Ryokan

木造別棟 The Traditional Rooms【2階建て】

桐の間【1階】KIRI Room 紅梅の間【2階】KOUBAI Room  Japanese Traditional Rooms

MISUZU Room   Japanese Traditional Room

萩の間【1階】HAGI Room   Japanese Traditional Room

8 畳+6 畳  トイレ洗面付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　2～4名
Room :
Main room 8 tatami mats  Sub room 4 tatami mats
Capacity : 2-4 people 
Room Facilities : Air conditioner　TV　Safe box　　
Toilet　Sink　Tea set　Telepohne　Bar fridge
Yukata　Towel　Toothbrush

8 畳　トイレ洗面付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　1～2名
Room :
Main room　8 tatami mats
Capacity : 1-2 people
Room Facilities : Air conditioner　TV　Safe box　
Toilet　Sink　Tea set　Telepohne　
Bar fridge　Yukata　Towel　Toothbrush



         

         

The wooden annex is located to the rear of the wooden outbuilding. It has a total of four rooms 
of two different types. All of the rooms are installed with a restroom, 
wash basin, and bath, and are large and roomy for a leisurely stay. 
Please enjoy the expansive atmosphere of the wooden annex with family and friends.

Kiriya-Ryokan

デラックス和室【バス付き】  

10 畳 +次の間　トイレ洗面バス付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　2～6名
Room :
Main room 10 tatami mats  Sub room 4 tatami mats
Capacity :　2-6 people 
Room Facilities :　Air conditioner　TV　
Safe box　 Bathroom　Toilet　Sink　Tea set　　
Telepohne　Bar fridge　Yukata　Towel　
Toothbrush

Deluxe Japanese Rooms (with bath)

16 畳　トイレ洗面付き
備 品：テレビ 冷蔵庫 冷暖房 金庫
         洗浄機能付き洋式トイレ
定 員　2～6名

和洋室【バス付き】  

Room :
Main room Twin Bed room  
Sub room　4.5 tatami mats
Capacity : 2-6 people 
Room Facilities : Air conditioner　TV　Safe box　 　
Bathroom　Toilet　Sink　Tea set　Telepohne　
Bar fridge　Yukata　Towel　Toothbrush

Japanese-Western Room (with bath)別館 The Deluxe Rooms【2階建て】
木造別棟の更に奥には木造の別館がございます。２タイプの客室が計４部屋あり、
全てトイレ洗面バス付きで広くゆったりとお過ごし頂ける客室となっております。   
ご家族・ご友人で広く開放感のある木造の別館でお愉しみください。



桐屋旅館では、昔ながらの温泉宿の形である「温泉がわいている所に宿を営む」を創立以来守っています。
敷地内から自然湧出する温泉は、まさに「自然湧出生源泉」です。
露天風呂や立派な施設は無く、小さな浴室ですが温泉本来の持つ温泉の効果や
“温泉力”感じて頂けると自負しています。
もちろん、加温・加水をしていない源泉かけ流しです。24時間入浴可能です。　　
Ever since our founding, we at Kiriya Ryokan have upheld our commitment to running an inn built where there 
is a natural spa in keeping with the time-honored custom. The hot spring welling up on the lot is a completely 
natural one. Kiriya does not have an open-air spa or any impressive facilities. The bathing rooms are small, but 
we take pride in the way guests can feel the effects and power provided by a genuine hot spring. It goes without 
saying that the hot spring runs without any external heating or addition of water. The spas are also available for 
bathing 24 hours a day.

温泉 SPA
源泉かけ流しの湯
桐屋旅館の温泉は全て源泉かけ流しの湯です。源泉かけ流しとは、温泉が沸きだしている場所【源泉】か
ら浴槽に常に新しい温泉を注ぎ、あふれたお湯はそのまま流してしまうという方法のことで、浴槽のお湯を殺菌、
濾過、加温したうえで何度も利用するという循環式と異なります。自然湧出の生源泉をお愉しみ頂けます。
泉質：単純硫黄温泉（低張性アルカリ性高温泉）
効能：神経痛・筋肉痛・慢性冷え性・胃腸病など
単純硫黄温泉（低張性アルカリ性高温泉）で、ほのかに硫黄の香りがし、無色透明の温泉ですが、気温
などによって淡く白濁したり、色が変わることがあります。 温泉は肌触りが柔らかいと好評です。

アメニティー：石鹸、シャンプー、コンディショナー
ボディソープ、シャワーキャップ、化粧品
Bathroom Facilities : Hair dryer  Shampoo  Conditioner 　
Body sorp 　Sorp　Shower cap　 Safe box

男性浴室 女性浴室

アメニティー：石鹸、シャンプー、コンディショナー
ボディソープ、カミソリ、化粧品
Bathroom Facilities : Hair dryer  Shampoo  Conditioner 　
Body sorp  Sorp　 Shaver   Safe box

In all of the spas at Kiriya Ryokan, the water comes directly from the source. In other words, the bath is 
continually filled with new water gushing from the hot spring, directly and as is. This is quite different from 
a circulation-type spa, which uses the same water over and over again after sterilizing, filtering, and heating 
it. Guests can therefore enjoy the raw water of a natural hot spring. 
Spa type: simple sulfur spring (hypotonic alkali high-temperature spring)
Effects: neural pain, muscular pain, chronic oversensitivity to cold, gastroenteric diseases, etc.
The water of spas classified as simple sulfur springs (hypotonic alkali high-temperature springs) has a faint 
sulfurous scent and is both colorless and transparent. However, it may become slightly clouded and change 
in color, depending on factors such as temperature. The water of our spa is always praised by our guests for 
the smooth way it feels on the skin.

Spa with water flowing directly from the source



You can have dinner in the inn. 
Please order it beforehand.

kiriya Kitchen

料理

お食事処

I accept the visit only for dinner in whole year.
Please apply by the evening of the day before.
Adult one person 3,000 yen (tax-excluded) ...旅館では夕食を召し上がる事もできます。

事前にお申し付けください。

お食事はお食事処にてご用意させて頂きます。
個室タイプのお食事処と広間タイプのお食事処がございまして椅子・テーブルにてご用意させて頂いております。

通年で夕食のみのご来館も
受け付けております。
前日の夕方までにお申し込みくださいませ。
大人 1名様　3,000円（税別）～

桐屋のお料理は、季節の旬を大切にしております。
野沢菜を中心に、たけのこや山菜、きのこなど地
元の山の幸をご提供しております。
また長野県自慢の信州牛や信州黄金シャモ、信州
サーモンなどもプランによってご提供しております。
季節によって変わる献立をぜひお愉しみください。
事前にご連絡頂けましたら、食物アレルギーの対
応をさせて頂きます。全ての食材に対応できない
場合もございます。ご了承ください。

数量限定の自家製果実酒
Homemade wine of the amount-limited

郷土料理「笹ずし」
Local cooking "Sasasushi"

発祥の地で食べる野沢菜
Nozawana to eat at the birthplace

The meal prepares in a place to eat. There are the place to eat of the private room type 
and the place to eat of the hall type and prepares at a chair, a table.

Meals are also a big part of a traditional Ryokan 
visit and most generally provide an elaborate 
style of cooking called Kaiseki. A typical Kaiseki 
meal features seasonal and regional specialties 
and consist of many small and varied dishes.
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S u m m e r

W i n e r

祭り・イベント
Event
Calender

1 月
●野沢温泉スキー場
　元旦企画　【1月1日】

●野沢温泉の道祖神祭り
　【1月15日】　

●お客様感謝祭　

2月
●野沢温泉スキー場
　バレンタインデー企画　
　【2月中旬】

3月
●冬の灯明夜祭り
●野沢温泉カップ・はと車カップ　
●野沢温泉スキー場
　ホワイトデー企画　【3月中旬】
●お客様感謝祭　

5・6月
●野沢温泉
　菜の花パノラママーチ
●つつじ祭り
●たけのこ祭り
　
　

7月
●マウンテントレイル
●スタカ湖キャンプ場
　

8月
●温泉縁日（大湯通り）
　【毎週金曜日】
●夏まつり・
　納涼盆踊り
　　　　　　　

11月
●野沢温泉のざわな
　蕪四季會社蕪主総会
　（野沢菜の日）
●自然体験プログラム
　野沢菜収穫体験
　

12月
●野沢温泉スキー場
　クリスマス企画【12月下旬】
●野沢温泉スキー場
　大晦日ナイター＆
　カウントダウン花火【12月31日】

9・10月
●野沢神社例祭
●紅葉の見頃
　

A u t u m n
色鮮やかな高原を散策しながら秋の味覚、

キノコ狩りと野沢菜の収穫が旬
S p r i n g
春の野沢温泉は、菜の花と山菜が同時に咲き誇る少し遅い春！
黄色い絨毯を敷いたように美しい一面の菜の花。黄色く咲き誇る菜の花と桜や残雪の
山々のカラーコントラストはとても綺麗です。
そして雪解けの山は山菜がニョキニョキ！６月のたけのこまつりに合わせ、たけのこ狩り
とブナ林のトレッキングツアーも開催されます！

秋の野沢温泉の山は、キノコの宝庫。山の中をガイドさんの説明を受
けながら歩けばたくさんのきのこが摘み取れます。野沢菜発祥の地で
野沢菜を収穫し、温泉で野沢菜を洗う秋の風物詩「お菜洗い」も体
験できます。

夏の野沢温泉は、アウトドアで楽しむ！
大自然に囲まれた高原では夏の気持ちいい季節ならで
はの様 な々ツアーや体験を楽しめます。
森林トレッキングやマウンテンバイク、ノルディックウォーキ
ングやミニバイクのストライダーも！夜はナイトトレッキングや
ナイトゴンドラツアーも開催されます。

冬の野沢温泉は、やっぱりスキー！
百年の歴史を持つ野沢温泉スキー場！雪質・眺望は最高！バリエー
ション豊富な36コースと雪上をガタゴト揺られながらの雪上遊覧や
キッズパークなど、大人から子供もたっぷりウィンタースポーツを楽し
めます！また、冬ならではの伝統のお祭りも幻想的で見逃せない！

野沢温泉に春を告げる草花を見つけながら約３km歩く
「早春里山トレッキング」や、雪の残る中で芽吹くブナや木々
のパワーを体感する「残雪トレッキング」が人気！

In Nozawa Onsen, spring comes a little late, 
with rape blossoms and edible wild plants 

blooming at the same time!
The blossoms of the rape cover the field like a 
yellow carpet. The lovely yellow of the rape, pink of 
the cherry, and white of the snow still left on the 
mountains make for a pretty contrast of colors. And 
edible wild plants sprout up everywhere as the 
snow melts in the mountains. During the bamboo 
shoot festival in June, trekking tours are held for 
digging out bamboo shoots and experiencing a 
forest of beech!

Enjoy the great outdoors 
in Nozawa Onsen in summer!
In the majestic setting of the highland, guests 
can enjoy all sorts of tours and experiences that 
could only be had in the exhilarating summer. 
Activities include trekking in forests, riding 
mountain bikes, Nordic hiking, and riding 
mini-bike striders! There are even nighttime 
trekking and gondola tours.

Skiing ‒ the No. 1 activity around 
Nozawa Onsen in winter!

Nozawa Onsen Ski Resort has a history of 100 years! The 
quality of the snow and the scenery are absolutely 

wonderful! Both adults and children can get their fill of 
winter sports with its attractions, which include 36 ski 

courses rich in variation, a “snow cruise” carrying visitors 
over the winter country on a fun-filled swing-and-sway ride, 

and a park just for kids. And don’t miss the fantastic 
traditional festivals that can only be seen in winter!

The perfect season for picking mushrooms andNozawana 
(coleseed greens), the flavors of autumn, while hiking in the 
colorful upland fields.
The mountains of Nozawa Onsen in autumn are a treasure trove of mushrooms. Visitors can pick 
many mushrooms while walking in the mountains with a guide who knows all about them. They can 
also harvest Nozawana (coleseed greens) in the place most famous for them in Japan, and experience 
one of the autumn customs called Osaiarai: washing the greens in hot springs.

This is one of Japan’s three great fire festivals and is designated by the Japanese 
government as an important intangible folk cultural asset. It is definitely worth seeing!

毎年恒例 1月15日に行われる野沢温泉の道祖神祭り
日本三大火祭りの一つに数えられ、国の重要無形民俗文化財に指定。一見の価値有り！

The Nozawa Onsen Dosojin Festival
Held every year on January 15



There are services (“takkyubin,” “takuhaibin,” etc.) for delivery of your baggage 
from the airport right to the doors of Kiriya Ryokan. You can request these services 
at the airport. Although it depends on the timing of your request, baggage is generally 
delivered on the day after airport arrival.

There are facilities renting many types of ski and 
snowboard gear in and around ski resorts.
Even without bringing along any gear from home, you 
can easily have all the fun of skiing and snowboarding.

野沢温泉のアクティビティ
心もカラダもハッピーになる♪自然を満喫しながらのアクティビティとふるさと体験！

大湯

野沢温泉 ぶらり湯巡り・街歩き 【十三の外湯めぐり】

足湯・温泉卵体験 薬王山 健命寺

森林浴トレッキング＆
ナイトトレッキング

【ふるさと体験】そば打ち体験

Baggage delivery service Rental ski and snowboard service

●源泉は弱アルカリ性で100％の天然温泉です。
●村民の大切な共有財産です。
●湯仲間で維持管理しています。エチケットを
　守って入浴しましょう。
●深夜の入浴はできません。
　（防犯の為入浴時間が設定されています）
　　　入浴時間　4～11月　5：00～23：00
　　　　　　　12月～3月　6：00～23：0０　　　

温泉街の中心にある湯沢
温泉のシンボル的存在。
広 と々し開放感にあふれる
大湯の浴槽は、あつ湯と
ぬる湯にわかれています。
美しい外観の湯屋建築も
要チェック。

集印帳　454円
※案内所などで
お求めください。

十二神将巡り
　てぬくい
　400円

記念品
岡本太郎「湯タオル」

野沢温泉には集印所が全部で
26 箇所あり、10 以上の集印を
すると記念品がもらえます。

国内最長！全長652mの
スカイアクティビティ

全長５００m・幅３０mの
ロングランコース

みんなで楽しく遊ぼう
アスレチックパーク

国内最長！全長652mの
スカイアクティビティ

ジップ・スカイライドジップ・スカイライド

全長５００m・幅３０mの
ロングランコース
サマーゲレンデサマーゲレンデ

みんなで楽しく遊ぼう
アスレチックパーク
ナスキーパークナスキーパーク

最大速度は時速70km！！
標高差122mを駆け下りる爽快感！

夏もおもいっきり
スキー・スノーボードを楽しもう！

最大速度は時速70km！！
標高差122mを駆け下りる爽快感！

夏もおもいっきり
スキー・スノーボードを楽しもう！
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2017年夏ファミリー・仲間・みんなで楽しめる
アクティブなパークがオープン！

MTB
野沢温泉スキー場内を走る全長約 10kmのマウンテンバイク
コースが今熱い！!標高 1,400mのスタートから見晴らしの良い
高原や林間を走行できる変化に富んだコースが魅力的。
レンタルがある為初心者でも楽しめます。
お問い合わせ  
株式会社野沢温泉 
☎0269－85－3166

信州といえはやっぱりソバ！一度は自分で作って食べてみたいと思いませんか？
地元のおばちゃんが丁寧におしえてくれます。
開 催 日：金・土曜日を除く毎日　
開始時刻：9:30または13:00 から　　開催場所：爺婆産（じばさん）
料　　金：2,000円（２～３名で開催の場合は、2,500円 /1 人）
定　　員：10名　最小催行人数：2名

お申し込み：　野沢温泉協会　☎0269-85-3155

開催期間： 森林浴トレッキング　6月中旬～9月下旬
　　　　　ナイトトレッキング　  7月上旬～8月中旬
料　　金：お一人様　2,300円
お申し込みは
野沢温泉協会
☎0269-85-3155

実は日本でただひとつ、村の名前に「温泉」がついている野沢温泉村。
それだけに温泉は村民達の暮らしに深く関わり、今でもかけがえのない財
産として大切に守られています。13の外湯や、温浴施設「麻釜温泉公
園 ふるさとの湯」、「温泉広場 ゆらり」で野沢温泉の湯をお楽しみください。

ふるさとの湯 足湯 ミニ温泉広場「湯らり」
●営業時間：１０：００～２０：００
　　　　     （最終受付１９：３０）
●定 休 日：水曜日
　　　　　  （祝祭日の場合は翌日休館）
●入 館 料：大人 ５００円  小人３００円
　              ※小人は３歳から小学生まで

麻釜から黄金屋物産店の前の小道を抜け
ると見晴らしのいい足湯広場「湯らり」が
あります。地元の方曰く、ここか rの夕焼
けがとても美しいとのこと。※冬期期間は
閉鎖となります。

北信州野沢温泉にある健命寺は古くから
村民の心のよりどころとして、また野沢菜
発祥の寺として親しまれています。
色とりどりの四季が美しい自然に囲まれた
小さなお寺です。

見晴らしの良い高台にある「ミニ温泉広場
湯らり」。まず、近くの売店で卵を買って
きて釜に入れると、２０分～３０分でゆであ
がります。ゆであがるまでは足湯に浸かっ
たり、歩行浴を楽しんだりしてみましょう。

（共同浴場）

お申し込みは前日までお電話でお申し込み下さい

Nozawa Onsen is in fact the only village in Japan whose name includes the 
word “onsen” (meaning hot springs). That’s how deeply its hot springs are 
intertwined with the life of the villagers, and how carefully they have been 
preserved as irreplaceable assets even today. Visitors are encouraged to 
enjoy the hot springs of Nozawa Onsen, including its 13 Soto-yu (public 
bathhouses), the Furusato-no-Yu in Ogama Onsen Park, and the Yurari 
facility in Spa Plaza.

The Shinshu district is famous for its soba (buckwheat noodle 
dishes). Try a dish of soba you made yourself! One of the local soba 
veterans will be glad to show you just how to make and cook your 
own noodles.

Located in Nozawa Onsen, which is situated in 
Japan’s Kita-Shinshu, Kenmeiji Temple has long 
been close to the hearts of the villagers as a 
source of spiritual support and the birthplace of 
Nozawana (pickled coleseed greens). The little 
temple is nestled in a charming natural setting 
with a different beauty in each of the four seasons.

Coming from Ogama and walking the length the 
little street in front of Koganeya Bussan Store, 
you will come upon Yurari, a footbath plaza with 
a panoramic view. The locals will tell you that 
the view of sunset from here is particularly 
beautiful. * The footbath is closed during winter.

The Mini Spa Plaza Yurari sits on an eminence 
affording a beautiful view. First buy a raw egg at 
the nearby store and put it into the pot. You will 
have a hard-boiled egg in anywhere from 20 to 30 
minutes. While your egg is being cooked, you can 
soak your feet in the footbath or walk in flowing 
spa waters.

Within the building, which is a distinctive 
example of traditional spa architecture, are a 
hot-water bath, warm-water bath, and open-air 
(outdoor) bath. Make sure to drop in when taking 
a stroll around the streets of the village!

The Uenotaira highland spreads 
out halfway up the side of 
Kenashi-yama, a mountain 
of bounty for Nozawa Onsen 
whose peak rises to 1,650 meters. 
The entire highland area is covered 
by a virgin forest of beautiful big beech trees 
that make a mystical sight. Visitors can enjoy healing walks 
amid forest sounds and scents, and nighttime trekking.

The course for mountain bikes 
running for about 10 kilometers 
inside the Nozawa Onsen Ski 
Resort is really popular right now!! 
Starting at an elevation of about 
1,400 meters, its appeal lies in the 
abundance of changes it offers to 
riders as they go from the highland 
providing spectacular views into forested stretches. Because bikes are 
available for renting, even novices can take a thrilling ride on the course.

● The source hot spring is a 100% natural  
    hot spring with weak-alkali waters.
● It is a precious public asset shared by   
    the villagers.
● The hot spring is maintained by its users.   
    Please observe bathing etiquette when 
    soaking in it.
● The hot spring is not open for use late at 
    night. (Hours of use have been set to 
    prevent crime.)

Opening of a new day-trip bathing facility in Nozawa Onsen.
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切明温泉

いいやま湯滝温泉

バス停（冬期）バス停（冬期）
バス停（夏期）バス停（夏期） 馬曲温泉 望郷の湯

湯田中渋温泉

山田温泉

雑魚川
Zako-River

千曲川
chikuma-River
千曲川

chikuma-River47353

4738
4738

47974796
4736

47414

4795

須坂市
Suzaka city

中野市 Nakano city

飯山市
Iiyama city

長野市
Nagano city

信濃町
Shinano town

小布施町
Obuse town

山ノ内町
Yamanouchi town

木島平村
Kizimadaira village

野沢温泉村
Nozawa-onsen village

野尻湖
Lake Nojiri

大沼池
Lake Onuma

巣鷹池
Lake Sutaka

木戸池
Lake kido

丸池
Lake Maru蓮池

Lake Hasu

琵琶池
Lake Biwa

北竜湖
Lake Hokuryu

▲
苗場山 Mt.Naeba

▲
毛無山 Mt.Kenashi

奥志賀牧場
Okusiga-bokujyo

▲

小毛無山
Mt.Kokenashi

▲
鳥甲山 Mt.thoko ▲

東館山Mt.Higasi-date

▲
笠ヶ岳

Mt.Kasaga-take

▲
焼額山 Mt.Yakebitai

▲

斑尾山
Mt.Madarao

▲

妙高山
Mt.Myouko

▲黒姫山
Mt.Kurohime

▲
横手山
Mt.Yokote

斑尾高原
Madarao kogen

志賀高原
S h i g a  k o g e n秋山郷

A k i y am a  G o

上ノ平高原
U e n o t a i r a  k o g e n

奥志賀高原
O k u s h i g a  k o g e n

カヤの平高原
K a y a n o t a i r a  k o g e n

一の瀬 Ichinose

発哺Hoppo
高天ヶ原Taka amagahara

高山村 Takayama village

渋峠
Shibu toge

陽坂
Hisaka 至

草
津

至白馬

至妙高高原至金沢

至
万
座

黒姫高原
K u r o h i m e  k o g e n

豊田
T p y o d a 戸隠

T o g a k u s h i

松代
Ma t s u s h i r o

信濃平
S h i n a n o - d a i r a

木島
K i z i m a

上境
K am i s a k a i

のよさの里
Noyosa-no-sato

四十八池湿原

地獄谷 野猿公苑
志賀高原ロマン美術館

東館山高山植物園

Shijyuhatiike-situgen

雷滝
Kaminari taki

Jigokudani yaen-koen

信大自然教育園
Shindai shezenn kyoiku en

Higashidateyama-kozan
syokubutuen

Akiyakyo-minzoku siryoukan

布岩
fuiwa

林道秋山線

冬期
通行止め

11/上～６/上は
冬期通行止め

旧 道 奥 志

賀 公 園 栄
線

北
信

州
も み じわかば

ラ

イ ン

県 道 奥 志
賀 公 園 線
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いいやま寺めぐり

千曲川舟下り5月～10月

長野 I.C
更埴 JCT須坂長野東 I.C

小布施スマート I.C

信州中野 I.C

豊田飯山 I.C

道の駅
「北信州やまのうち」

Michi no Eki
Kitashinsyu Yamanouchi

道の駅
「ふるさと豊田」
Michi no Eki Furusato Toyota

道の駅「千曲川」
Michi no Eki Chikuma gawa

道の駅「ファームス木島平」
Michi no Eki Farms Kishimadaira
道の駅「ファームス木島平」
Michi no Eki Farms Kizimadaira

野沢温泉スキー場
Nozawa-onsen SKI Area
野沢温泉スキー場
Nozawa-onsen SKI Area

象山神社
中山晋平記念館

案内所

案内所

野沢温泉役場

チェーン着脱所

山内手すき和紙
体験の家

やまびこの丘公園
望郷ニコニコファーム

日本土人形史料館

飯山城址

稲泉寺菜の花公園
北竜湖の館

北竜湖資料館

長峰スポーツ公園
飯山手すき和紙
体験工房飯山市伝統産業会館

飯山市美術館

飯山市観光案内所

一本木バラ公園

臥龍公園

世界の民俗人形博物館
　 須坂版画美術館

飯桐東高原

正受庵

ナウマン象博物館
コスモス園・童話館

高野辰之
記念館

一茶終焉の土蔵

東山魁夷館

真田宝物館
真田邸

北陸新幹線

JR 飯山線

長野電鉄

上信越自動車道

とよの

かえさ

いいやま

きたいいやま

しなのだいら

とがりのざわおんせんかみさかい

むれ

くろひめ

ゆだなか

よませ

おぶせ

すざか

しんちゅうなかの

Kanazawa 
至上越方面
Jyoetsu Myoko kogen

Hakuba

至東京
Tokyo

ながの

アクセスと周辺の観光

    志賀高原
（車で約１時間１分）

2,000ｍ級の山々が連なる
志賀高原は、四季を通し美し
い景観を楽しめます。展望台
やゴンドラからのすばらしい
眺望は圧巻。

    豪商の館 田中本家博物館
（車で約１時間２分）
江戸時代中期に創業し、須坂
藩の御用達を務めた田中本
家。家伝の書画、陶器など貴
重な所蔵品を展示している。
休 毎週火曜日※祝日は開館
　 3月・8月・10月・11月は無休
料金・詳細 ☎026-248-8008

    松代の町並み
（車で約１時間２１分）

真田十万石の城下町・松代。
真田家が幕末まで治めてい
た。多くの武家屋敷や古寺が
残る、情緒あふれる町残して
いる。

神話とそばのまち戸隠
戸隠観光協会
☎026-254-2888

    北竜湖（車で約１６分）

湖の形がハート型をしており、
恋愛成就のスポットとしても
知られる。長野県の自然百選
の一つでもあり、湖では釣り
やボートのほか、周辺を散策
して楽しめる。
写真提供：長野県観光機構

北竜湖の館
☎0269-65-3508

志賀高原観光協会
☎:0269-34-2404

    地獄谷 野猿公苑
（車で約１時間８分）

温泉に入るニホンザルの生態
を間近で観察することができ
る。約250頭もの野生の猿
の生態が見られる。

休 無休
料金・詳細 ☎0269-33-4379

栗と北斎と花のまち小布施
小布施文化観光協会
☎026-214-6300

休 １２月３１日※臨時休館あり
料金・詳細 ☎026-247-5206

    善光寺（車で約１時間１３分）

一光三尊阿弥陀如来を本尊と
して祀る祈りの聖地。あらゆ
る人々が参拝できる無宗派の
寺院。江戸時代中期を代表す
る寺院建築として国宝に指定
されている。

    松川渓谷（車で約１時間１３分）
千曲川の支流「松川」が、深いV
字形を形成。谷の両側にはカエ
デ、モミジ、ブナなどの落葉樹林
が多く紅葉の時期は散策しなが
ら、深く切り立った勇壮な眺めと
ともに渓谷美を満喫できる。

長野県

野沢温泉

約1時間15分

■お車で
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野
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約３時間３０分

約３時間１５分

春日井I.C
約４時間

約６時間

関越道
関越道 R353・R117

R117

上信越道

長野道中央道

名神

東名高速

北陸道

上信越道

上信越道

約３時間４０分
■電車・バスで

東京駅

名古屋駅

大阪駅

金沢駅 金沢駅

東 

京

名
古
屋

大 

阪

金 

沢

飯
山
駅

野
沢
温
泉

北陸新幹線

JR湖西線・北陸線

JR中央線・篠ノ井線

北陸新幹線

JR 飯山線

北陸新幹線

路線バス

直通バス
野沢温泉
ライナー

約２時間２５分

約４時間

約４時間１０分

約１時間４０分

長
野
駅

    北斎館（車で約51分）

江戸の浮世絵師 葛飾北斎は
小布施に滞在し、肉筆画を残
している残している。
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　 戸隠神社（車で約１時間１３分）

参道は2ｋｍあり中間にある
樹齢400年の杉並木が圧巻。
社殿は何百メートルもの断崖
の真下に建てられています。

5

 ☎026-234-3591

（公財）ながの観光コンベンションビューロー
☎026-290-6400

高山村役場産業振興課
☎026-245-1100  ☎026-254-2001
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