スローフードとは ―
1986年頃にイタリアで生まれた国際的な社会運動で、そ
の土地の伝統的な食文化や食材を見直す取組、またはその食
品自体を指します。食生活や食文化を根本から考え、質のよ
い食品やそれを提供する小生産者を守るとともに、消費者に
本来の自然な味の教育を進めるものとして、その運動は世界
的に広がっています。

すんき
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赤かぶの茎を乳酸菌発
酵させた木曽の「冬の
名物」。塩を使わず植
物性乳酸菌だけで作ら
れ独特の酸味があり、
健康面からも注目され
ています。

五平餅

ご飯を潰し、串に刺し、
砂糖醤油にエゴマやく
るみをあわせた甘めの
タレにつけて香ばしく
焼き上げます。団子型
や小判型があります。

ほお葉巻き

米粉で作った皮であず
き餡を包み、朴の葉で
包んで蒸し上げます。
月遅れの端午の節句に
は欠かせない、香り豊
かな郷土菓子です。

木曽牛

木曽のきれいな水と、
さわやかな高原でゆっ
たりと育った木曽牛
は、芳醇な脂身であっ
さりした食感を楽しめ
ます。

地酒等

冷涼な気候、豊かな森
林に囲まれ湧き出る良
質な水により、全国に
名高い「木曽の銘酒」
が生まれます。どぶろ
くや地ビールも
好評です。

発行／木曽スローフード街道フェスタ実行委員会
（事務局）木曽広域連合 地域振興課
TEL 0264-23-1050 FAX 0264-23-1052

長野県地域発元気づくり支援金活用事業

至 塩尻・松本

洗馬駅

日出塩駅

開田高原から望む御嶽山［木曽町］
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至 高山

至 上高地

道の駅木曽ならかわ
奥木曽湖「ならかわ市場」

奈良井宿



薮原宿
藪原駅

木曽御岳自然休養林

白川氷柱群

 彩菜館（おんたけ有機）  上松町特産品開発センター
木曽町開田高原末川4119-2
☎0264-42-1360
営 9時～17時
休 ・4～12月（無休）
・1～3月末（木曜定休）

木曽平沢駅
奈良井駅
道の駅奈良井
木曽の大橋

道の駅木曽川源流の里きそむら
「げんき屋」
薮原

宮ノ越宿

木曽町新開6959
☎0264-27-1011
営 ・9時30分～16時30分
・11時～14時（食堂）
休 水曜日※冬期変則定休

原野駅



権兵
トンネ衛
ル

宮ノ越駅



道の駅日義木曽駒高原
「ささりんどう館」

木曽地域の郷土食、名産品を
扱っております。お蕎麦、すんき、
木工製品、手作り工芸品の数々。
是非、一度足をお運びください。

木曽大橋

三岳黒沢

福島宿

中島

道の駅木曽福島
「木曽市場」

御岳湖

自然湖

福島大橋

本線
中央
ＪＲ



観光案内所



須原駅



赤沢自然休養林［上松町］

野尻駅

野尻宿



十二兼駅

田立駅
坂下駅
坂下


田立入口
妻籠

道の駅賤母
弥栄橋



妻籠宿

落合川駅

中津川駅

馬籠宿
神坂PA

支所前

木曽町新開黒川5086
☎0264-25-2121
営 ・９時30分～18時（通常）
・９時30分～18時30分（土日祝）
休 木曜日

上町

お食事コーナーでは、木曽の新メニュー
１キロかつ丼、冬季限定すんき丼が人
気です。お土産として冬季限定すんき
漬け他、野沢菜など取り揃えています。

木曽町日義4730-3
☎0264-23-3644
営 ・8時30分～17時30分（4～11月）
・9時～17時（12～3月末）
休 ・4～12月（無休）・1～3月末（火曜定休）

阿寺渓谷［大桑村］

澄んだ空気、綺麗な水で育った朝獲
れたての野菜や、地元の特産品など、
木曽の味を楽しんでいただけます。
是非、一度足をお運びください。

 里の駅王滝おんたけ広場
王滝村3190-3
☎080-6995-0142
（代表：下出さち子）
営 休 不定期営業

柿其入口

「森と先祖の贈り物」をキャッチ
フレーズに、王滝の古くから伝わ
る郷土食等を取り扱っています。
是非一度お召し上がりください。
お弁当のご注文も承っています。

南木曽駅



 いなほ

大桑村野尻939-96
☎0264-55-3398
営 10時～14時
休 水曜日

美 味しいお 蕎 麦 & 五
平餅が味わえます。地
元の婦人が作る、素朴
な味を是非、お試しあ
れ。

南木曽町読書東栄町3436-26
☎0264-57-2069
営 7時30分～19時
休 木曜日

春はよもぎ餅、初夏は朴葉巻
き等、季節を感じながら味わっ
ていただけるお菓子を作って
います。是非、南木曽の四季
を和菓子でお楽しみください。

 道の駅日義（日義特産）

阿寺渓谷
入口

三留野宿

関山公園

水木沢天然林［木祖村］

須原宿

大桑駅
道の駅大桑「木楽舎」

上ノ段

五平餅の他、えごまの
搾油、朴葉巻き、各種
漬物など、すべて町内
の農産物を原料として
加工しています。一度、
ご賞味ください。

 つけもの茶屋（アルプス物産）  蔦屋製菓舗

大手町

木曽駒ヶ岳

倉本駅

森林セラピー基地 ®
赤沢自然休養林



至松本

上松宿

至中津川



塩渕

木曽町役場

上松駅

新滝［王滝村］



元橋

木曽町観光協会

道の駅三岳 
「ほっとひと市梅の里」

木曽郡民会館
山村代官屋敷

行人橋

八沢



木曽町福島拡大マップ
本町

木曽福島駅

上松町大字小川3428
☎0264-52-1505
営 休 不定期営業

開田高原で採れた新鮮野
菜をはじめ、自社工場で地
元農 産物を使ったお菓子
や漬物を販売しています。

 ふるさと体験館

神谷入口



倉越高原

菅

木曽町福島5352-1
☎0264-22-2134
営 8時～19時
休 水曜日

季節限 定の朴 葉 巻きを
はじめ、当店自慢のそば
饅頭や栗こもち、栗きん
とんなど、木曽の美味し
い味をご賞味ください。

贄川駅



御嶽山

飲食店一覧
食べ物

贄川宿

開田高原西



 芳香堂

妻籠宿［南木曽町］

三岳で採れたお米を使ったお弁当や
おやきなどを、お値打ち価格で販売
しています。皆様のお越しを、美味
しい品を揃えてお待ちしております。

木曽町福島5990
☎0264-22-2112
営 8時～19時
休 1/1～1/3

慶応元年の創業以来、
150 年に渡って地元の
人々に愛され続けてき
た味を是非ご賞味くだ
さい。

 西尾酒造㈱

大桑村須原893
☎0264-55-3002
営 ・平日：9時～17時30分
・土日、祝日：10時～17時
休 不定休（元旦は定休日）

みなみ木曽で江戸時代より酒造り
300 余年。中山道の歴史と共に
歩んだ酒蔵の風情ある昔ながらの
「木曽風味」をお楽しみ下さい。

 民宿さわぐち（どぶろく研究会）
上松町大字小川5462
☎0264-52-3422
営 1泊2食：8,500円～
休 年末年始休業（要確認）

忘れかけていた人のぬく
もりを伝える宿。とろと
ろ燃える囲炉裏と自家製
のどぶろくで、くつろぎの
時間をお過ごしください。

 旅籠つたむらや（どぶろく研究会）
南木曽町吾妻1479-1
☎0264-57-3235
営 ・大人：7,500円～（1泊2食）
・子供：7,000円～（1泊2食）
休 無休

自家製の野菜、新鮮な川魚、自家
製のどぶろくでお迎えしております。
「全国どぶろく研究会」で優秀賞に
輝いたどぶろくをご賞味ください。

 ホテル木曽路

飲食店一覧
飲み物
 株式会社湯川酒造店
木祖村藪原1003-1
☎0264-36-2030
営 8時～17時20分
休 土日、祝祭日定休

日本で最も星に近い酒
蔵で、清酒木曽路を丁
寧に醸しています。濃
醇な味わいをお楽しみ
ください。

 みたけグルメ工房（道の駅三岳）  七笑酒造株式会社
木曽町三岳10491-9
☎0264-46-3677
営 ・7時30分～17時（夏季）
・８時～17時（冬季）
休 月曜日

 中善酒造店

木曽町福島5135
☎0264-22-2073
営 8時～18時
休 元旦

山深い木曽谷の気候を生か
し、木曽駒山系の清冽な
伏流水を仕込み水に使い、
「旨い酒」を醸してきました。
是非一度ご賞味ください。

＊ランチバイキングのみ冬期
12/1～3/31の平日はクローズ
となります。土日祝日は営業。

南木曽町吾妻2278
☎0264-58-1126
営 ・ランチ：11時～13時30分
・ディナー：18時～
休 通年営業

バイキング・和食会席・宴会などホテル
木曽路自慢の料理と温泉、木曽の名水
を仕込んだ美しい地ビールがお楽しみい
ただけます。団体様は送迎も承ります。

 ㈱21インコーポレーション 水源水事業部

木曽町新開上小川8064
☎0264-27-6031
・電話注文：0120-210021
（平日9時30分～17時）
・ネット注文：ホームページから

国際優秀味覚賞 ITQI で最高位の 3 つ
星を受賞して世界に認められた木曽の
水「KISO」。2016 年伊勢志摩サミッ
トの贈答品として採用されました。

 百草の郷本舗（長野県製薬）
王滝村此の島100-1
☎0120-100-975
営 8時30分～17時
休 ・4～11月：無休
・12～3月：土日、祝日定休

ご家庭の常備薬、御岳百
草丸をはじめ、健 康 関連
商品を各種取り揃えており
ます。工場見学は無料です。

