雨の日
おすすめ MAP
辺
ホテル周

体験工房

①
【湯沢町】

大源太

そば打ち、笹だんご作り、あんぼ作り、ちまき作り体験など、
おいしい手作り体験を楽しもう♪ ※予約優先
定休日 / 水曜日 営業時間 /9：00 ～ 16：00 TEL/025-787-1121
住所 /〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽 6399-1 ホテルから車で８分
※メニューによって開始時間が異なります。HP をご確認下さい。

レジャープール オーロラ

ウォータースライダー完備のレジャープール。屋内プー
ルでのんびり泳ごう！ご家族みなさまで楽しめます！
営業期間 / 例年６月上旬～８月末まで TEL/025-787-6600
住所 /〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽 151-1 ホテルから車で６分
※詳しい営業時間については公式 HP をご確認ください。

電力ミュージアム OKKY

チョークアートファクトリー Art Crew
自分の指でクルクル描くPOP なサインボード【チョーク
アート】。下絵付きで楽しくカンタンな体験教室です♪

無料で入場できて、水力発電について学ぶことができる、
日本最大級の揚水式水力発電所。ダムも見学可能です！

定休日 / 不定休
営業時間 /9：00 ～ 18：00
TEL/090-5805-1170 ※要予約
住所 / 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 102-1 ホテルから車で約 11 分

定休日 / 月曜日 ※月曜日が祝日の場合は火曜日休館
営業時間 /9：30 ～ 17：00 TEL/025-789-2728
住所 / 〒949-6212 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 502 ホテルから車で約 26 分

湯沢いちご村

⑦
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③ ②
①
⑧

エンゼルグランディア
越後中里

新潟が誇る甘くてジューシーな越後姫をご家族で楽しめ
るいちご狩り。ハウスの中なので、雨の日でも OK!

ロクロで作って、窯で焼く、本格的な陶器ができる陶芸
工房！お子さまや初心者の方にもおすすめです。

営業期間 /１月～ 6 月末まで ※不定休
営業時間 /10：00 ～ 16：00 TEL/025-780-6011
住所 / 〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立 750-1 ホテルから車で約９分

営業時間 /9：00 ～ 16：00（要予約）※期間中無休
営業期間 /４月下旬～１１月上旬 TEL/025-787-0357
住所 / 〒949-6103 湯沢町大字土樽 6379 ホテルから車で約９分

道の駅 南魚沼 雪あかり
アートを楽しむ「今泉記念館」。地元農産物直売所の
「四季味わい館」
。自然と触れ合える公園、「憩いの広場」
の３つの施設からなる観光スポット。

住所 /

「森の学校」キョロロ。

⑦新潟県立歴史博物館

棚田地帯ならではの水生動物の生体展示コーナー「森の
水族館」や、世界の蝶コレクションの一部も展示！里山
の木々や木の実を作って作品を作る木工体験も♪

中学生以下無料！新潟県の歴史文化を紹介していて、企画
展示室では期間限定のイベントを開催中です！

定休日 / 火曜日、12/26 ～ 31

TEL/025-783-4500

♪

受付期間 / 月～金曜日

受付時間 /8：00 ～ 17：00

農と縄文の体験実習館「なじょもん」は、火焔型土器や
触れる縄文土器の展示、本格竪穴式住居など様々な企画
展や体験実習がある楽しさ盛りだくさんの博物館です。

TEL/025-595-6692

※要予約。土日の体験もお問い合わせください。工房の見学も受付可能です。
住所 /

〒942-1504

新潟県十日町市犬伏 143 ホテルから車で約 56 分

※高速道路使用時

なじょもん

⑤
【魚沼市】

大力納豆

定休日 / 月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌日

定休日 / 日曜日

住所 / 〒949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡乙 835 ホテルから車で約 42分

住所 /

営業時間 /9：00 ～ 17：00 TEL/025-765-5511

TEL/025-595-8311

伊沢和紙工房『欅』～和紙すき体験～

〒949-6363 新潟県南魚沼市下一日市 855 ホテルから車で約 20 分

③【津南町】

※火曜日が祝日の場合は翌日。

営業時間 /9：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）

定休日 / 毎週月曜日

※月曜日が祝日の場合は、翌日休館。

営業時間 /9：30 ～ 17：00 ※入館は 16：30 まで

TEL/0258-47-6130

住所 / 〒940-2035 新潟県長岡市関原町１丁目字権現堂 2247-2 ホテルから車で約 67分
※高速道路使用時

住所 / 〒942-1411 新潟県十日町市松之山松口 1712－2 ホテルから車で約 55 分

※四季味わい館は元旦のみ休業

営業時間 /9：00 ～ 18：00

こちらもおすすめ

④
【十日町市】

②【南魚沼市】

営業期間 / 年中無休

体験・陶芸工房 旭窯

～工場見学、納豆造り体験～
※見学前に下記電話番号にお問い合わせください。

営業時間 /10：00 ～ 12：00
〒946-0035

TEL/0120-710-548

新潟県魚沼市十日町 360-6 ホテルから車で約 41 分
※高速道路使用時

⑦長岡市立寺泊水族博物館
マリンピア日本海よりも実は楽しいというクチコミもある
ほどの水族館。規模が小さくても楽しさ満点の水族館です。
定休日 / 不定休

TEL/025-875-4936

営業時間 /9：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）

住所 / 〒940-2502 新潟県長岡市寺泊花立 9353-158
ホテルから車で約 106 分 ※高速道路使用時

⑧月夜野びーどろパーク
好きな文字をガラスに彫り込めるサンドブラストや、吹き
ガラス体験、オルゴール作りなど楽しさいろいろ♪
定休日 / 不定休

受付時間 /9：00 ～ 17：00

TEL/:0278-62-2211

住所 / 〒379-1305 群馬県利根郡みなかみ町後閑 737-1 ホテルから車で約 38 分

※高速道路使用時

