
八ヶ岳八ヶ岳で楽しむ八ヶ岳で楽しむ八ヶ岳で楽しむ
豊かな自然に囲まれておいしい空気と美しい絶景に癒されながらリフレッシュしよっ!

 感
動!発見!が              　 

 い
っぱい♪              　

ご近所旅ご近所旅
ゴールデンウィークや初夏のお出かけに八ヶ岳へ遊びにいきませんか?気持ちのいい新緑とマイナ
スイオンをたっぷり浴びながら大自然と触れ合うことができる観光スポット。近場で旅行気分が楽
しめ、心も体もリフレッシュできる。「遊ぶ」「食べる」「感じる」「癒される」「くつろぐ」
「アートする」…など、八ヶ岳でしか体感できない魅力をお楽しみくださいね♪



清泉寮ナポリタン 970円／ジャージー
バターで炒めた野菜と肉汁たっぷりの
ソーセージが美味しいナポリタン♪

テラス席はペット同伴OK!!広大な牧草地を眺めながらゆっくりとお食事をお楽しみください。

長期休暇や土日には県内外から多くのお客様で賑わう、今や知ら
ない人はいない観光スポット「清泉寮ジャージーハット」。名物の
清泉寮ソフトクリームはもちろん、清泉寮有機ジャージー牛乳や
安心素材を使った清泉寮ならではのお土産や見るだけでも楽しい
キュートな雑貨も充実!さらに清泉寮パン工房の焼き立てパンがそ
の場でお買い求めできますよ♪「やまなしグリーンゾーン認証」を
取得しており、コロナ感染対策もしっかりして安心・安全に皆様の
お越しをお待ちしております!

大人気!!「清泉寮バーガー各種 500円～」
清泉寮ビーフ＆チーズコロッケ、ジャージーミル
クコロッケ、清泉寮ビーフコロッケ、清泉寮メン
チカツ、山賊焼のどれもオリジナリティー溢れる
清泉寮新名物バーガー♪
【テイクアウトも好評!】

北杜市高根町清里3545
☎0551-48-4441
●営／9：00～17：00
（変更の場合あり。HPをご確認ください）
●休／年中無休

清里の人気スポット「清泉寮エリア」で
楽しく、美味しく、リフレッシュしましょう♪

清泉寮ジャージーハット
セイセンリョウジャージーハット

カフェ＆レストランがセルフサービス方式なの
で

ご家族はもちろんお一人でも気軽に楽しめるよ
!

清泉寮ファームショップ
セイセンリョウファームショップ

北杜市高根町清里3545
☎0551-48-4888
●営／１０：００～１６：００（L.O.１５：００）
（変更の場合あり）
●休／定休日なし（臨時休業あり）

▶甲州富士桜ポーク
 焼き肉ランチ 1,280円
甘辛い特製焼き肉ダレを、厚めにス
ライスした甲州富士桜ポークのバラ
肉に絡めた、ご飯がすすむメニュー！

▲清泉寮牧場ビーフ
ハヤシライス 1,180円
ふんわりジャージーミル
ククリームがたっぷり♪
クリーミーでマイルドな
味わいが特徴です。

清泉寮ジャージー牧場の有機牛乳や安心素材をふんだんに使った人気
のメニューを、より気軽に楽しめるようになりました♪広い牧草地の真ん
中という最高のロケーションでのお食事は本当に美味しい!!観光地とし
てはリーズナブルな価格なのでお財布にも優しい。「やまなしグリーン
ゾーン認証」を取得しており、コロナ対策も万全!

▲ジャージーミルクパンケーキ 600円～
有機パンケーキミックスを使い、清泉
寮牧場の有機ジャージー牛乳だけで
こねた生地をふわっと焼いたパン
ケーキもオススメ!!

人気のジャージーミルク
プリンやレアチーズムース
など、ここでしか味わえない
スイーツもあり♪

テイクアウトもおすすめ！
各400円
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開放感がある広々とした店内はカジュアルな雰
囲気でリラックスしながらご利用できますよ♪

清泉寮牧場のジャージー乳製品をはじめ、ここ
でしか手に入らない商品が充実。

定番人気の
「ハーベストカレー1,350円 」
動物性素材を一切使わず、10種類
以上の野菜がたっぷり入った
やみつきになる味わい♪
他にもナチュラル志向の
料理があります!



ほくとの移り変わる自然と癒しスポットで
心身ともにリフレッシュしましょう♪

観光に関するお問い合わせ 北杜市観光課　TEL0551-42-1351
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①長沢鯉のぼり祭り
道の駅南きよさとの敷地内を、450
匹を超える鯉のぼりが悠々と泳ぐ。芝
桜などの季節の花を眺めながら、BB
Ｑやレストランでの食事が楽しめる。
ここでしか手に入らない旬の地元食
材の販売所や加工品も必見。
（北杜市高根町長沢760）

②三代校舎の桜
明治、大正、昭和に建てられた学校が
今も変わらない姿で並ぶ、昔懐かしい
景色の三代校舎ふれあいの里。校庭
のソメイヨシノと擬洋風建築の校舎が
美しい。レストランや地元野菜の販売
などもあり、北杜市の食材も味わえる。
（北杜市須玉町下津金3058）

④清春芸術村
大正14年、清春小学校校舎の落成
を記念して児童たちの手によって
植えられた約30本のソメイヨシノ
が今でも咲き誇る。清春芸術村の
アイコン的建築「ラ・リューシュ」と
桜の共演は必見。
（北杜市長坂町中丸2072）

③まきば公園
大パノラマの中にのどかな牧草地が
広がり、牧場ならではの食事や動物と
触れ合えるコーナーが楽しめる。新緑
の時期、八ヶ岳を背景にヤマナシの木
が白い花を咲かせる光景は、忘れられ
ない美しさ。
（北杜市大泉町西井出8240-1）

⑤石空川渓谷（いしうとろがわけいこく）
※4月26日（火）～林道通行可
東日本最大の名瀑「精進ヶ滝」の滝見
台まで続く渓谷道は、徒歩約40分。落
差121ｍの岩肌を一気に流れ落ちる
壮大な滝の眺めを堪能できる。エメラ
ルドグリーンの石空川は、思わず写真
に収めたくなる美しさ。
（北杜市武川町黒澤）

名峰に囲まれた北杜市は、春から初夏にかけて様々な表情を見せてくれます。春には市内各地で次々に桜が開花
し、桜の美しいピンク色と残雪の残る山々の青色が織り成す絶景が楽しめます。桜の次は、目にも眩しい新緑の時
期です。さわやかな初夏の北杜市で、トレッキングや釣り、キャンプなどのアクティビティに挑戦してみませんか。

GW中も営業!こだわりと歴史を感じさせる
ワインに出会いに行きませんか?
シャルマンワインはこの冷涼な郷、南アルプスの麓でヨー
ロッパ系ワイン専用ブドウを自社農園で長年、栽培からワ
イン熟成まで、本格熟成ヴィンテージワインに取り組んで
いる栽培醸造ワイナリー(ドメイヌ)。地元産原料にこだわ
り、料理に合う深いワインを試行錯誤しながら醸造してい
る。直売所では約1ヘクタールの自社農園より作られた、
カベルネ・フラン、シャルドネなど10種類のワインを無料
試飲できるので、車の運転をされない方は、こだわりのワ
インをお試しあれ。また、歴史ある地下貯蔵庫が見学でき
るのでワイン好きな方は是非一度訪れてみてはいかが。

北杜市白州町白須1045-1
☎0551-35-2603
●営／土日祝 10：00～17：00　平日9：00～17：00
（団体様は要予約）
●休／12/31～1/4
https://www.charmant-wine.com
見学: 地下貯蔵庫が自由見学できます。(案内はありませんが、予約なしで見学できます)

シャルマンワイン

10種類のワインが無料試飲できま
すよ♪国産

ワインコンクールで銀・銅を受賞した
ワインも。10種類のワインが無料試飲できま
すよ♪国産

ワインコンクールで銀・銅を受賞した
ワインも。

ヨーロッパで昔から作っているセミヨンやカベルネ・フランなどを栽培。

ワイナリー直売店では、5/31まで
限定で、その場でびん詰して販売
する蔵出しワインがあります。小
樽から720ml瓶にびん詰いたし
ます。甲州にごり無濾過のさわや
かな香りがそのまま楽しめます。
1,800円／720ml  賞味期限:2週間

標高600メートルの
冷涼な丘陵地にある
ワイナリー。甲斐駒ケ岳
山麓に広がる砂質土壌
は、水はけが良く、ワイン
用ぶどうの適地である。
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シュッポッポ牛乳でおなじみ「ヤツレン」の乳製品や南牧村の高原野菜など
も販売する「南牧村農畜産物直売所」では、ヤツレンのここでしか買えない
限定商品もいっぱい！直売所に隣接する工場から、輸送時間30分圏内の地
元の牧場で搾乳された新鮮な牛乳だけを使用。さわやかな高原で元気いっ
ぱいに育った乳牛だからこそのおいしさを堪能出来ます！

おみやげやちょっと休憩にオススメ!!
 八ヶ岳の“美味しい”がいっぱいの立寄スポット

♪

①シュッポッポぷりん350円／八ヶ岳の農園「たかちゃん・ふぁーむ」が
シュッポッポ牛乳を使用して作った、なめらかトロ～りの優しい味わいの
プリン。②プレミアムレアチーズケーキ250円／キメが細かくチーズを食
べているかのような、濃厚でしっとり！！女子必見の一品♡③牛乳カレー
360円／シュッポッポ牛乳を使用。和風だしでまろやかに仕上げたビー
フカレー。④シュッポッポ飲むヨーグルト 130g110円／450g340円／
ちょうど良い甘さと優しい味の中に深いコクが！！毎朝飲みたくなる♪そ
んな飲むヨーグルトです☆⑤左.シュッポッポ牛乳食パン720円、右.
シュッポッポデニッシュパン1,100円／韮崎市の人気のパン屋さんとの
コラボ商品。八ヶ岳野辺山高原3.6牛乳を100％使用し、ほんのり甘く
しっとりとした食感に仕上がっています。

ヤツレンオリジナルＴシャツ
色／白・ピンク・黒・青・緑
サイズ／SS・S・M・Lサイズ（キッズ用もあり）
図柄／シュッポッポマーク・文字入り
価格／成人用2,000円（税込）・キッズ用1,800円（税込）

南牧村農畜産物直売所
 ミナミマキムラノウチクサンブツチョクバイジョ

長野県南佐久郡南牧村大字野辺山100-4　
☎0267-98-2780
●営／9：00～17：00
●休／無休　※年末年始臨時休業あり
https://yatsuren.jp/

「HPのショッピングページ」からも
お買い求めできますよ♪

牛乳はその日のうちに工場に搬入され、
翌日には店頭へ！！新鮮な味わいを堪能して♪
野辺山高原は夏が冷涼で乳牛を飼育するのに

最適な気候で、おいしい牛乳が生産されるんですよ☆

おみやげといえば
シュッポッポ牛乳ラスク

シュッポッポ牛乳 
ソフト&ヨーグルト 400円

ミルクのコクのある味わいが際立つ“食べる
クリーム”のようなソフトと、濃厚なプレーン
ヨーグルトの相性◎な組み合わせ♥

新商品!!
はちみつヨーグルト 
400g 270円

厳選した野辺山産の新鮮な
牛乳を使い、ヨーグルトのま
ろやかな酸味とはちみつの
自然な甘みが相性ピッタリの
逸品に仕上がっています。

Information

清里から車で10分。国道141号から少し入った所にある牧場。
10万㎡の広大な敷地には大自然が広がり、馬や牛、ヤギなどたく
さんの動物たちがお迎え♪「乗馬」「牛の乳しぼり」「アイスクリー
ム作り」「バター作り」などの体験プログラムも豊富で、更には
バーベキュー、四輪バギー、アスレチック、トラクター遊覧車、キャ
ンプなど1日たっぷり楽しめちゃう♡ファミリーはもちろん、友人や
カップルまでみんなが笑顔になれるオススメの牧場ですよ♪

動物たちとのふれあい、自然を満喫できる

ワクワクがいっぱいの体験型癒しの牧場♪

自然と動物とのふれあい

滝沢牧場 タキザワボクジョウ
●乗馬 引き馬（１人） …1,200円（親子） …1,700円
●牛の乳しぼり体験（ソフトクリーム又は牛乳付き）… 800円
●アイスクリーム作り体験 （2名～）…1人850円
●バター作り体験 （2名～）……1人850円
●トラクター遊覧車　 ……500円
●四輪バギー（１人）…1,200円（親子）…1,700円
●ドッグラン…800円　●トランポリン…400円
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長野県南佐久郡南牧村野辺山23-1　
☎0267-98-2222
●営／平日 9：00～17：00　土日祝日 9:00～18：00
（11月～4月は9:00～17:00）
●休／無休（5～10月）
※11月～4月は不定休　
http://www.takizawa-bokujo.jp

牧場でしかできない、ワクワク
体験がいっぱい！
牧場の動物たちとの触れ合いや、
食育にもつながる乳搾りなどの牧
場体験、滝沢牧場の搾りたて牛
乳を使ったアイスクリーム作りや
バター作りなど楽しい体験がいっ
ぱい♪お友達やご家族で、ぜひ
チャレンジしてみてください！

滝沢牧場の「生キャラメル」は、
凍ったまま食べて口の中で溶け
ていく新しい食感が絶品で
お土産にもオススメ♡!
他にも、なめらかで濃厚な
味わいの「ぼくじょうプリン」や
11種類のアイスクリームなど、
オリジナルスイーツが女子の

ハートを鷲掴み♬



南牧村は誰でも簡単に楽しめる雄大な自然と手が届き
そうなほど近く感じる美しい星空がある。地球の空間
も地上も感じられる、超レアな体験を、ぜひ！

世界最大級の電波望遠鏡
南牧村にある標高1350mの野辺山高原
は、水蒸気量が少なく観測に最適な場所
として国立天文台野辺山が設置されてい
る。世界最大級45m電波望遠鏡はこの大
口径を活かして天体からのかすかな電
波をとらえる。迫力の大きさに宇宙への
好奇心が刺激されること間違いなし！

●第28回星の郷野辺山高原100㎞ウルトラマラソン／開催日:５月22日（日）
●八ヶ岳開山祭／開催日:7月8日（金）
●南牧村×ビクセン「手ぶら de 星空観賞会」／開催日:10月1日（土）※11月開催に変更する場合もあり。
●野辺山グランベルチャレンジ／開催日:10月29日（土）、30日（日）
●野辺山シクロクロス／開催日:11月12日（土）、13日（日）

Information

まるで絵のようなこんもりとした
カワイイ飯盛山

しし岩登山口から約60分で
山頂に到着できる、ビギナーにも

小さなお子様がいるファミリーにも
オススメしたい山♪

写真集をめくるように
次 と々見たことのない景色が広がる場所

停留所の位置など詳しくは,
南牧村HPをご覧ください。

提供:国立天文台

～車で!電車で!まずは野辺山駅に集合♪～

▲野辺山駅

◀しし岩駐車場

◀滝沢牧場

天文台駐車場▶

農畜産物直売所▶

▲JR最高地点

長野県南佐久郡南牧村海ノ口1051
☎0267‒96‒2211

ミナミマキムラカンコウキョウカイ
南牧村観光協会HP

南牧村観光協会
信州みなみまきむら

日本三選・星名所に選ばれた、星の聖地野辺山高原。夜空一面に輝く星をぜひ楽しんでください♪
標高1,300mを越える野辺山高原は宇宙に近く、透み渡る空気の中、星の光を遮るものがなく満天の星を
楽しむことができる星空の美しい高原です。幻想的な夜空を鑑賞しに訪れてみてはいかがでしょうか?

夏～秋
にかけて様々な花が咲くのも見どころ♪

南牧村2022イベント開催予定

※上記イベントの詳細につきましては南牧村観光協会HPなどでご確認ください。

くるり野辺山2022 4月29日（金・祝）～スタート予定!! 野辺山高原をくるりと巡る無料のバスで、余すことなく野辺山観光♪



Information

レタス生産量日本一の村の小さな農産物等直売所。昼夜の寒暖
差の大きい川上村で育った野菜の味は格別で、最盛期にはレタ
スだけで8～10種類。その他生産者が丹精込めてつくった瑞々
しい野菜が所狭しと並びます。形が揃っていないものもあるけれ
ど、そこはご愛嬌♡こだわりがギュッと詰まったピカピカの野菜
をぜひ食べてみてください。お気に入りの野菜も見つけてね♪

美味しさが進化し続けるレタスの聖地

毛木平（もうきだいら）にはベニバナイチヤクソ
ウが群生しています。辺り一面に敷き詰められる
小さく可憐な花。6月上旬から下旬が見ごろです。

森の駅マルシェかわかみ
長野県南佐久郡川上村大字大深山536 役場隣り
☎0267-78-3250
●営／4月下旬から11月中旬 9：00～17：00 ※季節により変動あり
●休／不定休（ブログまたはFacebookでご確認ください。）
●HP:https://marchekawakami.com/　　
●Facebook検索:マルシェかわかみ

●4月下旬　オープンイベント　　●8月中旬　レタス祭り
玉レタス・グリーンリーフ・サニーレタス・オリンピアレタス・ロメ
インレタス・バタビアブーケレタス・シルクレタス・フリルレタス・
バターレタス…。いろ～んなレタスを農家さん手作りドレッシングを
かけてバイキングで食べれちゃう!!
●10月下旬　収穫祭

●山菜まつり
開催日／5月14日（土）　場所／高登谷高原　詳細／歌謡ショーや魚
のつかみとり、手打そばや山菜の天ぷらの出店など、さわやかな新緑
の中で楽しくおいしく過ごせます。
●人気のロッククライミングイベントは6月に開催予定☆！
開催日／6月中旬　場所／廻り目平キャンプ場クライミング未経験者
から経験者まで、レベル別の体験プログラムを用意しているので、ス
キルアップにも、仲間づくりにも絶好の機会になるはずです。

澄んだ空気のなか夜明け前に収穫。冷涼な気候と恵み豊かな大地から生まれる川上
村の野菜を食べれば「これが本当の野菜の味なのか」と感じる新鮮さ。最盛期には
レタスだけで8～10種類。『野菜王国 川上村』で作物の種をまくところから丹精込
めて生産される野菜は、日本中に愛されている。

モリノエキマルシェカワカミ

森の駅マルシェかわかみイベント

その他川上村イベント

奇岩群に囲まれた金峰渓谷。廻り目平キャンプ
場・金峰山荘は、4月上旬オープンします！谷の
中にあります。豊かな緑と魚影の見える渓流、
そして夜には満点の星が降りそそぎます。

川上村マスコットキャラクター「レタ助」は、この愛らしい見た目が大人気♡
森の駅マルシェかわかみでグッズも販売中♪
①レタスアイスは抹茶のようなさっぱり味♥一度お試しあれ♪ ②ストラップ ￥350。 ③ピンバッジ ￥400。
④コースター ￥500。 ⑤ハンカチ ￥400。 ⑥レタ助ぬいぐるみ ￥1,300、キャップ ￥4,000。 ⑦缶バッジ 
￥150。などなど、ココでしか手に入らないレタ助オリジナル商品がいっぱい♪ ※表記価格は全て税込。
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川上犬とレタスをモチー
フにした川上村のマスコット
キャラクター『レタ助』。ちょこ
ちょこ歩きまわる姿がかわいい
と大人気!いつか先輩の川上犬
みたいにカッコイイ犬になりた
いと思っている男の子です。
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きれいな水と豊かな自然に囲まれた川上村で癒されてはいかがでしょうか?


