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静岡県の中央部を北から南に流れる大井川。
その流域は、南アルプス国立公園の豊かな自然環境や深い渓谷美といった河川景観に恵まれています。 
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大井川流域は、南アルプスの恵まれた自然景観はもちろんのこと、川沿いには大
井川鐵道の『SL』や、日本で唯一の『アプト式鉄道』が走り、自然と調和した景色
を形成しています。
川根本町の寸又峡にある、エメラルドブルーの湖に架かる全長90mの夢の吊橋
は、「死ぬまでに渡りたい世界の徒歩吊橋」にも選ばれた人気スポットです。
大井川を渡る大小いくつもの吊橋では、美しい景色や”澄んだ星空全国第２位”に
認定された満点の星空など多くの絶景が楽しめます。

恵まれた自然景観・絶景
大井川流域では、”鵜山の七曲り”と呼ばれ大きく蛇行する大井川を眼下に、南ア
ルプス・富士山を眺望するパラグライダーや国体のカヌー競技場であった接岨湖
のカヤックなど、雄大な自然に触れられるアウトドアスポーツを体験することがで
きます。
また、ＳＬの見える川根温泉やレトロな温泉街を感じられる寸又峡温泉など、ほっ
と一息できる温泉も豊富にあります。
山々の風景に癒やされながら、贅沢な”のんびり”をお過ごし下さい。

アウトドア＆温泉で自然を楽しむ

リーズナブルだから、旅を思い切り楽しみたい方におすすめ！

　駿河徳山駅から徒歩10分
の立地。川根本町の真ん中に
位置しています。
　値段もリーズナブルなの
で、宿泊費を抑えて旅を思い
切り楽しみたい方におすすめ
です。　キッチンは自由に使
えるので、自炊も可能。
　4月下旬～5月上旬は桃の
花が見頃!! 近くには桜並木も
あります。ぜひ泊まって見に来
てくださいね。

静岡県榛原郡川根本町徳山1780-2
TEL 090-1826-1323
HP https://kawanegt.jp/stay/pg172.html

◎ 大井川鐵道駿河徳山駅から徒歩10分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから40分
◎ 駐車場あり

◎ 藤枝駅から車で30分
◎ 新東名高速藤枝・岡部インターから20分
◎ 駐車場あり

桃 ん 澤

素泊まり
大人 ¥3,000～
小学生 ¥2,000～
*未就学児は無料（布団使用の場合¥1,000）

夢の吊橋や奥大井湖上駅などの観光
地に行く時に便利な立地です。ぜひお
気軽においでください。春には徳山自
慢の桃の花や、桜の花を楽しむことが
できます。季節ごとの魅力のあるまちで
すので、何度もおいでくださいね。 大井川鐵道青部駅から徒歩1分。縁

側でお茶を飲みながら虫の音を聞き、
風を感じ、SLを眺め、ぼけっとする。そん
な贅沢な時間を過ごすのにぴったりの
場所です。

現金のみ

自分の気持ちに素直になれる宿。築140年のゲストハウス

　築140年の古民家をリノ
ベーションしたゲストハウス
で、青部駅から徒歩1分と大
井川鐵道のアクセスも◎。部
屋はドミトリーと個室から選
べます。
　夜にはバーをオープン。青
部の人の憩いの場としても利
用される宿で、川根本町の楽
しい過ごし方を教えてもらっ
てみてはいかがでしょうか。

静岡県榛原郡川根本町青部703
TEL 090-3800-3608
HP https://kawanegt.jp/stay/voketto.html

◎ 大井川鐵道青部駅から徒歩1分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから50分
◎ 駐車場10台あり
◎ 最寄り駅からのお迎えあり

ゆる宿 Voke t t o

1泊朝食付き
ドミトリー ¥4,500～
和室 ¥5,000～
※カフェを併設しています。

各¥500～（季節により異なります。）
◆お茶摘み
◆梅酒作り
◆山菜採り

クレジットカードまたは現金

地元作家の陶器に囲まれた古民家でくつろぎの時間を

　建物は築100年の古民家を
改装した木造２階建て。内装
には木がふんだんに使われて
います。
　宿泊は一棟貸しで、地元作
家が製作した陶器や木の器な
どが備えられ、宿泊者は自由に
使用できます。
　滞在中は、地元農家・陶芸セ
ンターが提供する体験メ
ニューや自由に利用できる宿の自転車で、お茶処”瀬戸ノ谷”に触れ、地域の方と交
流してみてください。

静岡県藤枝市滝沢1417
TEL 054-639-0033
HP https://naturalitea.com/pages/
     guest-house

◆茶畑ツアー／お茶摘み体験
◆季節の果物・野菜収穫体験
◆陶芸体験
◆日本料理づくり教室
◆レンタサイクル

NATURALITEA椿邸

1泊 ¥30,000
（2人まで／追加1人ごとに ¥1,000）
それ以降の夜 ¥25,000

クレジットカードまたは現金

ノスタルジックな雰囲気が魅力、古民家一棟貸しの宿

　一日一組様限定、自炊がで
きる素泊まりの宿です。最大
15名様まで宿泊可能です。
　一棟まるごと貸切だから、
お子様が走り回っても、皆で
ワイワイ夜遅くまで飲み明か
しても、大丈夫。誰にも気兼ね
することなく、好きな食材を
持ち込んで、自由に楽しんで。
　和室は、襖を開け放すと34
畳の大空間。水回りは現代的にリノベーション済みなので、古いながらも快適に
過ごせます。

静岡県島田市高熊127-1
TEL 080-5231-8644
（お問合せは9：00～17：00）
HP http://mori-no-sumica.com/

◎ 大井川鉄道福用駅から徒歩15分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから15分

熊 の や

一棟貸切 ¥17,000～
（宿泊費用、寝具代、清掃料含む）
※2名以降 1泊1人あたり¥2,000加算
※平日割引、週末割増など、時期によって価格は変動します。
　詳しくはHPの予約ページからご確認ください。

◆蒸気機関車
　（6月～12月はトーマス号が運行）
◆八高山登山
　（宿から徒歩10分で登山口です）
◆BBQ（コンロ貸出あります）
◆サヨばあちゃんの休憩所
　（青空の下でランチが楽しめます。
　 週末のみ営業）

◆藤枝市陶芸センター
◆瀬戸谷温泉ゆらく
◆滝ノ谷不動峡 クレジットカードまたは銀行振込（事前） 発行／静岡県中部地域局

〒426-0075  静岡県藤枝市瀬戸新屋362-1 藤枝総合庁舎2階
TEL. 054-644-9168  FAX. 054-645-1152  E-mail. chubu-chiiki@pref.shizuoka.lg.jp 2020年2月作成

大井川流域周辺には、どこか懐かしい「ふるさと」を感じることができる小さな宿が点在します。
街の喧騒から離れ、ゆったりと温泉に、パラグライダーやカヤック体験でアクティブに、何もせずただぼーっとする
など、思い思いの時間を過ごす、そんな非日常がここにはあります。

大井川流域周辺の小さな宿
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木のぬくもりに癒やされる宿

　辺りには緑豊かな木々が広
がり、目の前にはゆったりと
大井川が流れ、自然をたっぷ
り満喫できるお宿です。
　お米やお茶、麦の農家さん
で、田植えや稲刈りをはじめと
した農業体験から、大井川で
のカヌー、魚釣り、ドライフラ
ワーアレンジなど、アクティブ
な体験をすることができま
す。川根本町の食材を使った家庭料理のお食事やBBQも予約ができます。また、
宿泊棟の隣のロッジは喫茶店で、自家製小麦のピザ、ケーキも人気です。

静岡県榛原郡川根本町地名9
TEL 0547-56-2131
（または090-2137-2551）
HP https://kawanegt.jp/stay/sango_counrty_tomoshibi.html

◎ 大井川鐵道地名駅から徒歩15分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから30分
◎ 駐車場15台あり

サンゴーカントリーともしび

1泊2食つき ¥7,000～
（大人 ¥7,000～／小学生 ¥4,000～）
素泊まり ¥3,500～
（大人 ¥3,500～／小学生 ¥2,500～）

◆農業体験（茶摘み、稲刈り）
　¥500
◆カヌー体験
　¥1,000～¥2,000
◆ドライフラワー
◆ケーキ作り体験
　¥1,500～
◆杉玉作り体験（11月～12月のみ）
　¥6,000～クレジットカードまたは現金

澄んだ空気、夜には満点の星…まさに「天空」

　澄んだ空気、眼下に広がる
茶畑風景、夜には満天の星…
というロケーションは、まさに
「天空」の名の通り。
　お茶を中心とした農業や林
業を営むオーナー。
自慢のお料理は全て手作り
で、自家栽培の食材や川根本
町産の食材を使っています。
　野菜や果物の収穫体験や、
そば打ち、おはぎ作りなどの調理体験のほか、裏山を散策してリフレッシュもおす
すめ。雨でも楽しめるようにと、卓球やゲーム、輪投げなどの設備もありますよ。

静岡県榛原郡川根本町上長尾1647
TEL 0547-56-0736
（または090-5860-1974）
HP https://kawanegt.jp/stay/tenku_no_yado.html

◎ 大井川鐵道下泉駅から車で10分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから50分
◎ 駐車場6台あり

天 空 の 宿

1泊2食つき（共同調理） ¥7,000～
（大人 ¥7,000円～／小学生 ¥4,000～
 3歳～6歳 ¥3,000～／0歳～2歳 ¥2,000～）
素泊まり ¥3,000～

1回 ¥500
（体験により異なります）
◆こんにゃく作り
◆茶摘み･茶刈り
◆山菜･野菜･果物の収穫
◆お菓子作り
　（シフォンケーキ･おはぎ･
　 かしわもち･お茶まんじゅう）
◆とろろ汁作り（期間限定）現金のみ

元料理人のご主人がつくる創作料理を堪能。ペットもOK！

　元酒屋だった古民家を改装
し、2017年11月にオープン。
　組み木で富士山をあしらっ
た窓や、酒屋時代のレトロな
看板等が残る昔ながらの土間
は、誰でも自由にお茶が飲め
るように開放もしています。
　お茶摘みやタケノコ掘りな
どの農業体験をはじめ、一閑
張りや箸置き作りなどのクラ
フト体験や、川根茶を練り込んだうどんや、すいとんなどの創作料理作りが体験
できます。東京で料理人をしていたオーナーが作るお料理は一味違います。

静岡県榛原郡川根本町青部254-1
TEL 0547-59-2600
（お問合せは9：00～18：00）
HP https://kawanegt.jp/stay/aobeno_sato_chafuka.html

◎ 大井川鐵道青部駅から徒歩5分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから60分
◎ 駐車場5台あり

青部の里 茶風花

1泊2食付き（共同調理） ¥9,000～
（大人 ¥9,000～／小学生 ¥5,000～） 
1泊朝食付き（共同調理） ¥6,500～
（大人 ¥6,500～／小学生 ¥3,000～）
素泊まり ¥4,500～
（大人 1泊2食 ¥4,500～／小学生 ¥2,000～）

各 ¥500
（宿泊費に含まれています）
※体験二つ目から有料
◆茶うどん又はゆずすいとん作り
◆一閑張り体験
◆箸置き作り
◆和布玉ストラップ作り
◆季節の野菜収穫

現金のみ

植物性の材料だけで作る100％ヴィーガン料理を満喫

　植物性の材料だけで作る、
100%ヴィーガン料理の食堂
をメインにオープンしたお宿
です。人にも地球にも優しい
食事は、心と体を癒してくれま
す。
　築280年の趣ある古民家
で、川根本町の食材を使った
季節のお料理と、ゆったりと
した川根の時間をお楽しみく
ださい。ヴィーガンやベジタリアンだけでなく、玄米菜食や古民家にご興味のある
方もぜひお越しくださいね。

静岡県榛原郡川根本町桑野山276-1
TEL 0547-59-2308
HP http://www.acai-kawane.com

◎ 大井川鐵道沢間駅から徒歩6分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから60分
◎ 駐車場あり

玄米彩食  あさゐ

素泊まり ¥5,000～
（大人 ¥5,000～／
 子ども（12歳以下） ¥2,500～／
 3歳以下 ¥1,200～）
※繁忙期は料金が変更となる場合がございます。

クレジットカードまたは現金

自家栽培野菜を使った手料理はボリューム満点！！

　初めて来てもどこか懐かし
くて、実家に帰って来た子ど
ものように迎えてくれます。
　オーナーは、お茶、ブルーベ
リー、野菜なのどの農家さん
で、自家栽培の食材を使った
手料理は、ボリューム満点で
絶品です！
　農業体験は、野菜の収穫、
草木染め、ジャム作りなど、季
節によって様々。
　お話し好きなおばあちゃんと一緒に、のんびりとしたひと時を過ごしませんか？

静岡県榛原郡川根本町徳山1839
TEL 0547-57-2557
（または090-5806-6479）
HP https://kawanegt.jp/stay/ashitabano_yado.html

◎ 大井川鐵道駿河徳山駅から徒歩10分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから30分
◎ 駐車場8台あり

あ し た ば の 宿

1泊2食付き（共同調理） ¥7,000～
（大人 ¥7,000～／小学生 ¥4,000～
 3歳～6歳 ¥3,000～／0歳～2歳 ¥2,000～）
素泊まり ¥3,000～

各¥500
◆ミニタオルのくちなし染め
◆柚子ジャムづくり
◆季節の農作物収穫
など
※季節によって変わります。

現金のみ

目の前をSLが走る宿。地元食材を使った郷土料理は、自慢の囲炉裏で。

　築90年の古民家を大リノ
ベーションし、2017年11月に
オープンした民宿です。天井
から延びる、素敵なランプの
灯りに心が落ち着きます。写
真映えもバッチリです。
　地元食材を使ったお食事
は、自慢の囲炉裏で。郷土料
理の「とろろ汁」を自然薯をす
るところから一緒に作る体験
が人気です。夏には外でBBQを楽しむこともできますよ。大井川鐵道『地名駅』の
正面で、お部屋の窓からはSLや列車もすぐそこです。

静岡県榛原郡川根本町地名328
TEL 080-5199-3804
（お問合せは9：00～19：00）
HP https://inishiemori.com/

◎ 大井川鐵道地名駅から徒歩5分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから40分
◎ 駐車場2台あり
◎ 最寄り駅からの送迎あり

い に し え の 風

1日一組限定 5名様まで
1泊2食 1名につき（共同調理） 
¥8,500～（2名様～）
4歳以上～小学生 ¥6,000～
1名様でのご利用 ¥10,000～

各¥500
◆梅収穫 シロップ作り
◆ブルーベリー収穫 
◆シロップ・ジャム作り
◆栗拾い
※季節によって変わります。

現金のみ

三匹の猫がお出迎え。川根のスローライフを体感！

　長野から移住してきたご夫
婦のお宿は、春になればたく
さんのお花がお出迎え。
　季節のとれたて無農薬野菜
を使った家庭料理は絶品で
す！一緒に収穫体験をしてみ
てくださいね。
　三匹の猫とおしゃべり好き
なオーナーと一緒にのんびり
過ごしましょう。

静岡県榛原郡川根本町下長尾617
TEL 080-4139-5908
（または090-2137-2551）
HP https://kawanegt.jp/stay/hananeko.html

◎ 大井川鐵道駿河下泉駅から徒歩40分
　 ※駅からの送迎も承ります
◎ 新東名高速島田･金谷インターから30分
◎ 駐車場3台あり

花 ね こ

1泊2食付き（共同調理） ¥7,000～
2泊目～ ¥6,000～
素泊まり ¥3,000

各¥500～
◆野菜の収穫体験
◆ジャム作り
◆こんにゃく作り
◆燻製体験
など
※季節によって変わります。

現金のみ

子どもに戻って、いろんな遊びに挑戦！！

　千頭駅から徒歩15分。家族
から仲間の集まりまで、様々
な用途にぴったりな民泊。
　広いお庭ではBBQやかま
ど料理を楽しむことができま
す。60歩歩けば大井川に着く
好立地。夏は川遊びも人気で
す。
　抹茶点て体験や、林でハン
モック、ぞうきんレースまで！
いろんなあそびに挑戦してみ
てくださいね。

静岡県榛原郡川根本町東藤川773
TEL 090-2260-4475
（または090-2137-2551）
HP https://kawanegt.jp/stay/asobian.html

◎ 大井川鐵道千頭駅から徒歩15分
◎ 新東名高速島田･金谷インターから50分
◎ 駐車場8台あり

あ ! そ び 庵

素泊まり 1泊
大人（中学生以上） ¥3,000～
小学生 ¥1,000～
未就学児は無料

料金は要お問合せ
◆茶会
◆英語フリーガイド
◆流しそうめん
◆どこでもハンモック
◆窯焼きピザ
◆鳥の巣箱作り
など

現金のみ

私たちはすべての料理を植物性の材
料だけで、愛情込めて手づくりしていま
す。
地球と身体にうれしい玄米彩食。
100％ビーガン。
自然と共に安心して暮らせる豊かな未
来を目指しています。
おいしい食事と共に、時を忘れてゆっく
りしていってくださいね。


