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しらかばちゃんと
白樺樹液のメニューたち

こんにちは、しらかばちゃんです。八千穂高原の
白樺林は「恋人の聖地」。それにちなんで作られた
白樺樹液入り「そばあっつあつ」（800 円）はロッ
ジ八ヶ嶺（広告欄参照）で、白樺樹液の 100％の
ドリンク「恋人のしずく」（200 円）は八千穂レイ
ク管理棟でいただけます。ぜひ恋人と味わってく
ださいね。
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八千 穂
高
自 然を 原で
体
感じて いっぱい
に
ね！

標高 1285m、
白樺林のキャンプサイト
歩いたあとには温泉も！

八峰の湯

八千穂レイク

0267-93-2288
営業時間：10:00 〜 21:00

八峰の湯

駒出池キャンプ場

家族で楽しめる天空の釣り場
営業期間：4月20日〜11月4日

営業期間：4 月 28 日〜 10 月 9 日

8:30〜17:30まで

入場料等詳細は 八千穂レイク

検索

0267-88-2569

0267-88-2292

駒出池キャンプ場

「コケの森」
を守ろう 北八ヶ岳苔の会

28ha の白樺と山野草の楽園

八千穂高原自然園

白駒の池周辺のすばらしい自然は、2008年に日本蘚苔類学会により、
“日本の貴重なコケの森”として認定されました。この稀有な「コケの
森」の環境保全を行い、今のままの自然を後世に伝えようと「北八ヶ岳
苔の会」
（ 会長：山浦清）が発足しました。メンバーの山小屋では、コケ
をモチーフにした楽しいグルメを用意しています。

町の 夏のおいしい がギュッと詰まった

いつも新鮮・いつも安心

佐久穂町農産物直売所

0267-88-2567
営業期間：4 月 25 日〜 11 月 4 日
8:30 〜 17:00（受付は 16:20 まで）

検索

北八ヶ岳苔の会

詳細は

まちの駅

営業時間 9:00〜18:00無休
（10〜 6月は、火曜日定休17:00閉店）

佐久穂町ショッピングパーク・ラーチ敷地内

Tel : 0267-86-5350

入場料等詳細は

ペンション ぷち・はーぶ

ご優待

主催：アンテナさくほ
後援：佐久穂町商工会・佐久穂町観光協会・佐久穂町

発行：みんなで創る「美味しい未来のふるさと」実行委員会 連絡先：アンテナさくほ tel 0267-88-3956

事務局：佐久穂町商工会

全品
５％
割引

白駒の池 / 駐車券、
自然園・花木園 / 入場券、
八千穂レイク / レシート
駒出池キャンプ / 宿泊券控え、

有効期間：平成 24 年 10 月 15 日まで
お願い：必ずお会計前に、レジ担当者に上記券類を
ご呈示ください。レジ操作後ですと、
ご優待できなくなります。

●先に配布した本紙で「あさひや農場」様の野菜の写真１点を「佐久穂町農産物直売所」様の広告で誤って使用しておりました。
お詫びして改訂いたします。

八千穂駅
そばの

ギャラリーくろさわ

立ち寄
り
スポッ
ト

ペンション 八千穂山荘

八千穂高原 / スキー場

八千穂駅近く。
土蔵を改築した
酒蔵直営のお店。
カフェでは、
美味しい
コーヒーと
軽食も。

八千穂高原 / スキー場

こもれび山荘

黒澤酒造

検索

0267-88-3738
0267-88-4408

ペンション 愛花夢
八千穂高原 / スキー場

ロッジ八ヶ嶺
八千穂高原 / 自然園

0267-88-3556
0267-88-2567

府中市民保養所「やちほ」
八千穂高原 / 八千穂レイク近く

海瀬館
佐久穂町 /JR 羽黒下駅下車

0267-88-3905
0267-86-2520

古谷保養センター「臼石荘」

0267-86-4844

古谷渓谷

［佐久穂町］高野町祇園祭７月27日（金）、28日（土） 第7回町民祭り・さくほいいずら7月28日（土）
わいわいフェスタ8月12日（日） 八千穂高原駒出池キャンプ場・火祭り8月25日（土）
八千穂高原・紅葉祭10月7日（日）
［小 海 町］ぎおん祭７月29日（日）〜30日（月）、松原湖灯籠流し花火大会8月16日（木）
ランタンフェス2012（9月下旬予定） 小海町ツーデイ紅葉ウォーク10月20日（土）、21日（日）
［北相木村］北相木村考古博物館・縄文式釣り針を使ったマス釣り体験8月中旬（要予約）
［佐 久 市］臼田・よいやさ8月4日（土） 国道254号（内山）
・コスモス街道9月8日（土）〜17日（月）

季節の果物狩り

J&J アップル草間
ブルーベリー、プルーン、りんごの
果物狩りができる観光農園。

自家農園栽培果実 100％使用！

スパークリング
ブルーベリー
330ml 650 円
ワイン （アルコール
6％）

あっぷるくさま

検索

身体に優しい無添加パンも

高原のパンやさん
吟醸酒粕が香る！

信州地酒
あんぱん

126 円

黒澤酒造の酒粕を使い、
佐久穂町の高野町
製あん所で作られた
あんこがたっぷり。
Tel：0267-92-2121 無休（1/1 休）
営業時間 7:00 〜 18:00

高原のパンやさん

検索

ロッジ八ヶ嶺

信州蕎麦、
季節の山の幸、
千曲川の源流の岩魚や山女魚、
話題の信州サーモンも。

ご優待！ 平成24年10月15日まで
白駒の池 / 駐車券、自然園・花木園 / 入場券、
次の券類をご持参の方は
八千穂レイク / レシート、駒出池キャンプ
大人 400 円、小中学生 250 円に。
/ 宿泊券控え、
開館時間 9:00〜17:00
休 館 日 月曜日、祝祭日の翌日
入 館 料 大人500円 小・中学生 300円

営業時間： 9:00 〜 17:00
無休（年末年始を除く）

0267-88-4567

ペンション ラ・ルゥ

高原のレストラン

Tel:0267-88-3714

0267-88-3533

八千穂高原 / スキー場

ロッジ・エルケーナ

Tel：
0267-86-4652

八千穂でくつろぎの一杯を

（ギャラリーくろさわ直通）

0267-88-3155

八千穂高原 / スキー場

佐久穂町＆近隣町村主要イベント情報（7 〜 10 月）

次をご呈示の
お客様に限り

黒澤酒造 蔵元Shop

検索

八千穂高原自然園

心を込めたお料理でおもてなし

八千穂高原 / スキー場

プルーン、
ブルーベリー、
夏野菜！

検索

検索

奥村土牛記念美術館
八千穂駅前

Tel:0267-88-3881

八千穂高原自然園敷地内 Tel：0267-88-2567
営業時間 8:30 〜 17:00（11 月 11 日まで）

ロッジ八ヶ嶺

検索

白樺樹液入り

そばあっつあつ

800 円

「恋人の聖地」限定

※この新聞で紹介したメニュー等の内容は、一部変わることがあります。あらかじめご了承ください。

