一部を除き、車で通れない細い道となりますためご注意ください
濃い色の道が車通行可

不動神社（長森Map 3ーは）

石動神社（長森Map 3ーに）
創建年不詳。
長野県須坂市の古文書によると、
１５１０
（永正７）年６月の長森原の合戦の後、
この神社にお
参りし凱歌をあげたという記述が見られます。
この地
は船の形に似ていることから船山と呼ばれています。

１７３１（享保１６）年創建の佐藤巻内鎮守。神社
が火災になった時、タニシがご神体を守ったという
言い伝えから、この神社の氏子は現在もタニシを殺
傷しないという習慣が残っています。

雪国・魚沼の豊かな自然や
魚沼の魅力を五感で味わっていただくための
空間です。https://www.uonuma-no-sato.jp/

ふか

さわ

はら

八海醸造第二浩和蔵（長森Map 2ーは）

深沢原焼酎蔵（長森Map 3ーは）

研究棟（長森Map 1ーは）

私たちは、ふだん飲む日本酒のスタンダード向上こそ
が、
日本酒文化を広めることにほかならないと考えて
います。品質維持のために、手づくり麹、人の手による
櫂入れなど、愚直に回数を重ねて醸すという酒づく
りをこの蔵で行なっています。
※見学不可。

日本酒の副産物である酒粕を新鮮な状態から蒸留さ
せた粕取り焼酎、
米を原料に発酵した醪からアルコー
ル分を蒸留させた米焼酎、
これらに使用する減圧蒸留
機を備えた醸造・蒸留所です。梅酒の仕込みも行なっ
ています。※見学不可

酒造りで培った技術を活かし、 米・米麹・発酵 を
テーマに研究・開発を行う研究棟です。
※見学不可

六万騎城趾の石碑

子安地蔵（長森Map 4ーは）
通称 中通地蔵様 創建年不詳。昭和末期まで善照
庵入口にありましたが、土地改良のため、現在の地
に移されました。
本尊は延命地蔵尊。

善照庵（長森Map 4ーは）
１６５４
（承応３）年創建の曹洞宗大崎の竜谷寺末
寺。
この一帯は長森原の合戦での遺構と思われる
ヤジリなどが出土しています。
はち

麓の地蔵尊(麓の地蔵様）
（六万騎山Map）
８１０〜８２３
（弘仁年間）年、
尊像は弘法大師により一
刀三礼の方式で彫られた御作と伝えられ縁起きわめ
て古いものです。二度移転したのち再び現在地へ祀
られています。子安延命地蔵尊として安産や子供の
健やかな成長を願い各地から多くの人が訪れます。

けやき

真浄寺（六万騎山Map）
１５４３（天文１２）年に創建されました。曹洞宗中
魚沼郡千手長福寺末。１７８８（天明８）年現堂宇
建立。麓に伝わる民話、弥三郎婆の菩提寺として
伝わります。

くら

はち

くら

つつみや八蔵／八蔵資料館（長森Map 2ーは）

そば屋 長森（長森Map 2ーろ）

八蔵（左）
では、
八海山製品のほぼ全ラインナップを揃
え、贈る用途やご要望に応じたお包みを提案します。
また、酒造りの様子を映像でご覧いただけます。八蔵
資料館（右）は、酒と食にまつわる本を蔵書するミニ
図書館。大きな窓から里山の気持ちの良い眺めが
楽しめます。

欅をふんだんに使った郷愁を感じさせるそば屋です。
店内から見える山側の斜面には、
春先は菜の花、
夏に
は蕎麦の白い花畑がよく見えます。
夜は10名様以上の
事前予約でコース料理を承ります。

南魚沼市長森426-1
025‐775-2975
OPEN＝10:00−17:00
入館料=無料
定休日=なし

にぎりめし てっぺん

南魚沼市長森415-23
025-775-3887
OPEN＝月〜金１１
：
００−１５
：
００
（そばがなくなり次第終了）
土日 １１
：
００−１7：
００
（そばがなくなり次第終了）
定休日=なし

（長森Map 2ーろ）

特別契約栽培の魚沼産こしひかりを使い、
毎日店舗で
焚き上げたご飯を一つ一つ丁寧に握ったおにぎりは、
口に入れるとほぐれるほどに、
ふんわり柔らか。
白米の
おにぎりをはじめ、
混ぜご飯や玄米、
季節限定のおにぎ
りをそろえております。
イートインコーナーではおにぎり
とともにけんちん汁を楽しめます。
南魚沼市長森415-23
025-775-2800
OPEN＝10:00−17:00
定休日=第2・第4火曜

菓子処さとや（長森Map 2ーろ）
清酒八海山や酒粕を使用した酒まんじゅうや大福、
焼きたてのバウムクーヘンを販売しています。
２階の
喫茶スペース
（16席）
では、大きな窓から長森の自然
が一望できます。
自然の中で甘い物を食べながら、
ごゆっくりお寛ぎください。
南魚沼市長森415-23
025-775-3899
OPEN＝10:00−17:00
定休日=第2・第4火曜

えん

欅苑（長森Map 2ーに）
１８７０
（明治３）年に建てられた雪国越後の典型的な
茅葺き田舎屋造り。
宿泊も可能です。
おいしい四季の
田舎料理が楽しめます。
完全予約制です。
南魚沼市長森２４
０２５-７７５-２４１９
ＯＰＥＮ＝１１
：
３０-１５
：
００ １７
：
００-２１
：
３０
（完全予約制）
不定休
料理５，
２５０〜 宿泊（1泊２食付）
１２，
６００〜

千年こうじや本店（長森Map 4ーに）
米・麹・発酵をテーマにした「千年こうじや」の本店
です。
建物はせいがい造り。
のぼり旗看板が目印です。
南魚沼3蔵の日本酒も扱っています。
南魚沼市長森６２７-８
０２５-７７５-２６０４
ＯＰＥＮ＝９
：
００−１８
：
００
定休日＝なし

八海山
トミオカ
ロープウェー
八海山 ホワイト美術館
スキー場
杉並木
八海醸造
（株）
第二浩和蔵

【お車で…】
●練 馬I.C
●新潟西I.C
●金沢東I.C

上原交差点

●六日町I.C
麓交差点

▲

長岡

六日町I.C（187km)
約2時間30分
六日町I.C（112km)
約1時間30分
六日町I.C（302km)
約4時間
車で10分

八海山雪室（長森Map 3ーろ）

八海山みんなの社員食堂（長森Map 1ーは）

1000ｔの雪の冷気を用いた環境に優しい貯蔵施設に
は、
日本酒の貯蔵のほか、
人参やジャガイモといった根菜
を貯蔵しています。館内には焼酎貯蔵庫やカフェ、
売店、
キッチン雑貨店などがあります。

大きなガラス窓から魚沼の風景やフラワーガーデンなど
を望める自然に囲まれた社員食堂です。
お客様も蔵人
の活力源となる社員食堂のメニューを召し上がりいた
だけます。

南魚沼市長森459
025‐775-7707
OPEN＝10:00−17:00
定休日=なし
雪中貯蔵庫体感ツアー=時間制・1日１０回開催
（当日申込制）

南魚沼市長森334-2
OPEN＝11:00−15:00
定休日=なし
お問合せ先：八海醸造お客様相談室 0800-800-3865
受 付 時 間：平日9：
００−１7：
００

YUKIMURO WAGYU UCHIYAMA

（長森Map 1ーは）

「にいがた和牛」など上質な肉を貯蔵する専用の雪室
と工場に、
ショップとレストランを併設。雪温貯蔵により
旨味の増した肉やソーセージ・ベーコンなど、
こだわり
のシャルキュトリーも取りそろえております。
新潟県南魚沼市長森233-1
025-788-0429
OPEN＝ショップ10:00−17:00／レストラン11:00−15:00
定休日=水曜
や

八海醸造創業者・南雲浩一翁の碑

（六万騎山MAP）

（長森Map 2ーは）
小出IC
大和PA

浦佐駅

【JRで…】
●上越新幹線
東 京 越後湯沢…約1時間30分
新 潟 浦
佐…………約40分

上越線

湯沢
六日町駅

17

〜

▲

五日町駅

291

五日町
病院

四十日
ほくほく線 253
新道交差点
六日町IC
直江津

▲

上越新幹線

17

【碑文の訳（抜粋）】

▲

長岡

魚野川

十日町

▲

虫野交差点

関越自動車道

六日町温泉街

八海山
泉ヴィレッジ

猿倉山ビール醸造所（長森Map 1ーろ）

農園クラブハウス／little M.（長森Map 1ーに）

ブランドゥブラン／ブランラボ（長森Map 2ーは）

クラフトビールの醸造所です。
出来立てのビールとおつ
まみ、
ジェラートが楽しめるビアバーやウイスキーなどの
蒸留酒を中心にオリジナルグッズやビールに合う食品を
取り揃えたリカーショップ、
ベーカリーを併設しています。

1階は、
テイクアウト中心のコーヒースタンド
「little M.」で
す。
こだわりのオーガニックコーヒーと素朴で優しい手
作りのお菓子をお楽しみいただけます。2階は、農業体
験者向け施設の「農園クラブハウス」
（見学不可）
です。

南魚沼市長森193-1
025-775-7666
OPEN＝10：00−17：00
定休日＝なし
（さとやベーカリーのみ火曜）

南魚沼市長森240-1
025-775-7115（little M.）
OPEN＝10:00−17:00
定休日＝火曜

1階は焼き菓子の工房。
ガラス越しにバウムの実演をご
覧いただけます。2階は、
24〜30名が利用できる大きな
キッチンスペース。定期的にお菓子・お料理教室を開
催しています
（事前申込制）
。
最新情報はホームページ
（https://www.uonuma-no-sato.jp/）
をご覧ください。

※魚沼の里各店舗の営業時間等、最新情報についてはHPで確認ください。

ばさ

全国各地に伝わる「弥三郎婆」民話。
麓には地蔵尊の地蔵堂に上る石段の
近くに、弥三郎婆が休んだという岩が
あります。

南雲浩一翁は八海醸造現社長・二郎の祖
父にあたります。
この石碑は長森の地の名
士であった翁を偲んで、
１９５９
（昭和３４）年
に建立されました。

八海醸造
（株）
下原交差点
浩和蔵

さぶ ろう

民話「弥三郎婆」の腰掛岩

南雲浩一翁は、我らがふるさと長森の草分け
的な存在です。弱冠２９歳で県会議員となり
県政に尽力し、
また、郷土の産業開発のため
に広堀に発電所を、上原に郵便局を、そして
長森に城内病院を創設するなど幾多の功績
を遺しました。
（〜中略〜）昭和２８年、病魔に
冒され６３歳でその生涯を閉じたのは痛恨の
きわみです。記念碑を建立して浩一翁の遺し
た徳を懐かしむと同時に、浩一翁への感謝の
気持ちを、
子や孫に伝えたいと思います。

六万騎山の登山道

六万騎山の登山道

弥三郎の家で乳飲み子を残して父と母
が相次いで亡くなり、婆さんが孫の世話
をしていました。
ある日、孫の顔をなめてきれいにしていた
婆さんは、
ひもじさから思わず孫の顔をガ
ブリと食べてしまったのです。するとたち
まち鬼になり、吹雪に乗っては子どもをさ
らうようになりました。
しかし婆さんは所業
を悔い、菩提寺の真浄寺で得度、宝を寄
進して飛び立ちました。
以来、毎年12月8日ごろに嵐に乗って真
浄寺へ歳暮に来たということです。今で
も麓地区では、12月初めの吹き荒れを
「八日吹き」
といいます。
22.7

