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アクセス

■お車でお越しの場合
関越自動車道 月夜野IC下車
約15分（12km）

■在来線でお越しの場合
JR上越線 後閑駅下車
バスまたはタクシーご利用で
約30分

■新幹線でお越しの場合
JR上越新幹線 上毛高原駅下車
バスまたはタクシーご利用で
約20分

たくみの里総合案内所「豊楽館」（道の駅たくみの里）
TEL.0278-64-2210

オフィシャルサイト
http://www.takuminosato.jp/

たくみの里体験予約センター（定休日/土・日曜日・祝祭日）
TEL.0278-20-6111（団体専用）

発行：みなかみ町役場 観光商工課  TEL.0278-25-5017

宿 場 通り

くるみの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／不定休
■ＴＥＬ／０８０-３４８１-６１８４

草木屋 染の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／火・水・木曜日
■ＴＥＬ／080-3156-2210

和紙の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／火曜日（夏季）、火・水曜日（冬季）
■ＴＥＬ／0278-64-1047

革細工の家 KURO
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／水・木・金曜日
■ＴＥＬ／090-4733-2760

ますや（鉄-工舎）
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、10:00～16:00（冬季）
■定休日／火曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1908

竹細工の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、10:00～15:00（冬季）
■定休日／水曜日　※冬季の体験は予約3名より受付
■ＴＥＬ／0278-64-1062

おめんの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／月曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1827

キャンドルの家
■営業時間／9:00～16:00
■定休日／月・火曜日（夏季）、月～金曜日（冬季）
■ＴＥＬ／0278-64-2064

木工の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）　※冬季休業
■定休日／不定休　※冬季の体験は予約3名より受付
■ＴＥＬ／0278-64-1065

ドライフラワーの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、10:00～16:00（冬季）
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-0882

いちごの家
■営業時間／10:00～17:00（7～9月）、9:00～16:00（10～6月）
■定休日／火曜日
■ＴＥＬ／080-9568-4706

ふれあいの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）
■定休日／火曜日　※冬季休業
■ＴＥＬ／0278-64-2288

ガラスの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／金曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1316

癒しの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、10:00～16:00（冬季）
■定休日／水曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1191

鈴の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、10:00～16:00（冬季）
■定休日／月曜日
■ＴＥＬ／0278-20-6030

陶芸の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／火・金曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1031

豊楽館（そば打ち体験・こんにゃく作り体験）
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■体験受付／10：00～15：00
■定休日／無休　■ＴＥＬ／0278-64-2210

急須の家
■営業時間／10：00～17：00（夏季）、10：00～16：00（冬季）
■定休日／水曜日
■ＴＥＬ／0278-64-2575

おしばなの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、10:00～16:00（冬季）
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1377

七宝焼の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／月曜日（夏季）、月～金曜日（冬季）
■ＴＥＬ／0278-64-2064

人形と石画の家
■営業時間／10:00～17:00（夏季）、10:00～16:00（冬季）
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-2229

森の恵みと学びの家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-25-8777

みなかみの木を使った
オリジナルカスタネット
作りなどを体験できま
す。施設内にはカスタネ
ットを利用したかわいい
小物も販売しており、レ
ーザー加工による名入
れもできます。

豊楽館ではそば打ち体験と、こんにゃく作り体験がで
きます。地元産そば粉による本格的なそば打ち体験
は「こねる」「伸ばす」「切る」といったそば打ちの基本
を丁寧に教えてくれるので、初めてでもおいしいそ
ばが作れます。
こんにゃく作り体験は地元産こんにゃく芋を使う手作
りこんにゃく。味がしみやすくおいしいのでお土産に
もってこい。形も自由に作れます。
併設する「たくみ市場」では、みなかみ町の新鮮な農
産物の直売、地元産の農産加工品やお土産の数々を
取りそろえております。

一本の木をくり抜き注
ぎ口や取っ手まで削り
だした急須をはじめ、木
で作られた湯飲みや花
器、ビアジョッキなどを
販売しています。美しい
木目の風合いに自然と
心が和みます。

かつて象牙で仏像を彫
っていた経歴を持つた
くみが細工した、くるみ
に絵の具で色を付ける
体験ができます。完成
作品には名前などを追
加で彫刻するサービス
もあります。

屋号「ますや」を名称と
したギャラリー＆ショッ
プ。独特な鉄の質感を
生かした作品をはじめ、
陶器や木工・繭・布を使
用した手仕事の作品を
展示・販売しています。

天然素材で染めた色鮮
やかな草木染の手ぬぐ
いに、400種類の型紙
を組み合わせてお好き
な柄を染める体験がで
きます。オーダーメイド
の型紙や型染の作品制
作も可能です。

伝統の手すき和紙に自
由な発想で造形を加え
た作品を作れます。で
きあがった和紙は後日
郵送でお送りしますの
で、楽しみにしてお待ち
ください。

財布やキーホルダーな
どシンプルでおしゃれな
革製品を販売していま
す。名前の刻印やオー
ダーメイドも可能です
ので、お気軽にお声か
けください。

そば・うどん打ち体験や
アップルパイ作り体験
など、たくみの里産農産
物を100％使用した各
種体験ができます。体
験で作ったものはその
場で食べるだけでなく
お持ち帰りもできます。

花や木の実のドライフ
ラワーを使ったリース
や壁掛け作りなどを体
験できます。できあがっ
た作品は、部屋のイン
テリアとしても楽しんで
いただけます。

ガラスコップの中に自
分だけの小さな世界を
作り上げる。ジェルキャ
ンドルは世界にひとつ
だけ、あなただけの彩り
のキャンドルをつくるこ
とができます。

お子様から大人まで、
誰でも簡単に七宝焼ア
クセサリーづくりができ
ます。大人向けコース
では普段使いもできる、
よりお洒落なアクセサ
リーも作れます。

粘土でできたさまざま
な形の素焼きの鈴（土
鈴）に絵付け体験がで
きます。土鈴は学業成
就や家内安全などを願
う縁起物。あなただけ
の「幸せの鈴」を作って
みませんか。

30種類以上の天然石
から好きなものを選び、
ブレスレットやストラッ
プなどオリジナルのア
クセサリーが作れます。
また、心と体を癒すヨガ
セラピー体験（要予約）
も承ります。

おかめ、ひょっとこ、天狗、
狐などの伝統的なお面
や、いろいろなキャラク
ターのお面の絵付け体
験ができます。自由な
発想で自分だけのお面
を作ってみてください。

丸太から製材した杉を
使った木工細工を体験
できます。作るのはティ
ッシュ箱やイスなど。く
るみの油を塗ってきれ
いに仕上がった作品は、
持ち帰りお家で使用い
ただけます。

竹とんぼやけん玉とい
ったおもちゃから、一輪
挿しや竹かごといった
実用品までさまざまな
竹細工を体験できます。
たくみが順を追って丁
寧に教えるので初心者
でも楽しめます。

押し花を使ったシオリや
うちわ、小物作りなどを
体験できます。店内に
は色とりどりの花でで
きた押し花小物を展示・
販売していますので、ぜ
ひお立ち寄りください。

無化学肥料で育てた新
鮮な農産物の直売所で
す。そばなどのお料理
の提供やフルーツの収
穫ほか各種食育体験も
やっており、特に十割そ
ば打ち体験が人気です。

ガラスに砂を吹きかけ
表面を削り模様をつけ
るサンドブラストを体験
できます。いろんな形
のコップや花瓶などか
らお気に入りを選んで、
自分だけの作品を作っ
てみましょう。

手で粘土の形を整えて
湯呑みなどを作る手び
ねり陶芸を体験できま
す。作るものはお茶碗
やお皿などさまざま。完
成品は後日配達か受け
取りに来ていただきま
す。

吊し雛に必要な小物な
ど布で作られた和小物
をはじめ、木の実・木の
皮を使った作品を展示・
販売しています。所狭し
と作品が並ぶ店内でお
気に入りを見つけるの
も楽しいですよ。

いちごを使ったさまざ
まなデザートクッキング
を体験できます。人気
はいちご大福体験やチ
ョコレートフォンデュ体
験、スムージー体験。お
いしいスイーツを作っ
てみませんか。

古布を使用した和装人
形やつるし雛、カントリ
ードールなどの人形作
り体験や、それぞれの
石が持つ形を利用して、
動物などの絵を描く石
画体験ができます。

旅のお供に

ヨーグルト！

楽しみながら

手作り体験！

夏季 ： 3月春分の日～11月第1日曜日
冬季 ： 11月第2月曜日～3月春分の日前日

蚕・繭・絹の家工房
■営業時間／10:00～17:00（夏季）、10:00～16:00（冬季）
■定休日／金曜日（夏季）、火・木・金曜日（冬季）
■ＴＥＬ／0278-25-4517

カラー繭を使ってかわ
いい動物や花を作る繭
細工体験や、明治時代
に使われていた座繰り
機を使って繭から糸を
挽いて巻いた糸車に飾
り付けや絵付けをする
座繰り体験ができます。

わら細工の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）
■定休日／木曜日　※冬季休業
■ＴＥＬ／0278-64-1053

昔からいろいろな生活
用具の材料として利用
されていたわらを使い、
わら草履やわらじを作
ります。体験を通してわ
らの優しい手触りや懐
かしい香りも感じてみ
てください。

マッチ絵の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:30～16:00（冬季）
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-2481

マッチ箱にさまざまな
画材で絵を描く「マッチ
絵」を体験できます。作
品ができたら約200種
類あるフレームからお
気に入りを選んで、オシ
ャレなマッチ絵インテリ
アが完成します。

●やまいち屋（食堂）
四つのそばの味が楽しめる野ぼとけそばや、秘伝の味噌ダレ
がかかった味噌かつ御膳などおいしいものがいっぱいです。
■定休日／第2・4木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1020

●ファニーファーム（クレープ）
上品な味の生クリームともっちりとした生地が人気のクレープ
店。パフェやドリンクなどメニューも豊富です。
■定休日／不定休（夏季）　※冬季休業
■ＴＥＬ／0278-64-0156

●一之宮Cafe
GARBAのバームクーヘンやスイーツのイートインができる
カフェ。店内ではカードリーディング体験もできます。
■定休日／不定休
■ＴＥＬ／0278-25-3210

●まるしょう屋（食堂）
おすすめは天ぷらうどんとそば。季節の野菜をたっぷり使った
天ぷらが入っていて、とても人気があります。
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1146

●八福庵
ふっくらおいしい群馬名物の焼きまんじゅうをはじめ、ケーキや
ソフトアイスなどもご用意。夏は天然氷のかき氷が大人気です。
■定休日／不定休
■ＴＥＬ／0278-64-0996

●里山食堂
農産物直売所の農産物が主役の食堂です。手打ちそばや野菜
たっぷりの里山天丼、一品盛りの食べ放題などが自慢です。
■定休日／無休（夏季）　木曜日（冬季）
■ＴＥＬ／0278-64-1033

●たくみカフェ
たくみの里の食べ歩きに最適なテイクアウト商品を取りそろえたカフェ。みな
かみの農産物を使ったピザやMogitoreのフルーツケーキがおススメです。
■定休日／水曜日
■ＴＥＬ／0278-25-8866

●福寿茶屋
注文後に揚げるアツアツの生揚げや豆乳ソフトクリームなど、
豆腐屋ならではの人気メニューをご賞味いただけます。
■定休日／無休（夏季）　木曜日（冬季）
■ＴＥＬ／0278-64-2228

●Otowaya cafe
手作りケーキと地元食材を使った料理が自慢。人気のランチ
のほかピザやカレーなど、多くのメニューがあります。
■定休日／火曜日、第4水曜日
■ＴＥＬ／0278-64-0322

※営業時間や提供時間、臨時休業などは、事前に各店舗までご確認ください。

りんご
8月下旬～12月上旬

ぶどう
9月上旬～10月下旬

さくらんぼ
6月上旬～7月中旬

ブルーベリー
6月中旬～8月中旬

いちご
1月中旬～6月中旬

野菜 花

道の駅
たくみの里

たくみの里総合案内所
豊楽館

たくみの里のむヨーグルト
地元産の新鮮な生乳を使用した
道の駅たくみの里イチ押しドリンクです。
たくみの里めぐりにどうぞ！！

通り概略図

※たくみの家での体験は、一部特別な場合を除き、当日受付
可能です。
※各たくみの家での体験の事前予約は、各たくみの家まで
お問い合わせください。
※詳しい体験内容や体験料金・時間は、裏表紙記載のホーム
ページ、または総合案内所（豊楽館）でご確認ください。
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たくみの家
里山に点在する たくみの家 で

作品に触れたり、作ったり…。

自分だけの想い出を

カタチにしよう！

宿場通り

庄屋通り

寺通り

宿
場
通
り

庄屋通り

寺
通
り

飲食店 食のたくみが勢ぞろい！

たくみの里のおいしいお店

農 園 四 季 の 恵 みをいただきま す♪

フルーツ狩りを楽しもう！

その他

庄屋通り

寺通り

その他

●ふれあいの家（食堂）
地粉100％の十割手打ちそばをはじめ、うどんや丼物など、自
家栽培の食材を使った各種メニューをご用意しています。
■定休日／火曜日　※冬季休業
■ＴＥＬ／0278-64-2288

●農産物加工の家 孫作（食堂）
自家栽培のそばをオヤマボクチ（ごっぽ葉）でつないだ幻のそ
ばや地粉うどん、季節の天ぷらなどをご賞味いただけます。
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-0010

●ふーちゃんラーメン
人気のふーちゃんラーメンは懐かしいあっさり系しょうゆ味。
ふきのとうのじり焼など、小鉢のサービス付きです。
■定休日／火曜日　※冬季休業
■ＴＥＬ／090-4939-1646

●八兵衛（食堂）
地元のそば粉と伏流水を使用した手打ち十割そばは、1日限
定50食。まいたけやよもぎなどの天ぷらも好評です。
■定休日／火曜日
■ＴＥＬ／0278-64-0340

●マッチ絵の家（カフェ）
厳選されたメニューや調度品など、店主こだわりの空間で寛げ
ます。某有名店仕様のコーヒーをぜひ味わってください。
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-2481

●たくみの里食堂
里山の恵みを使用した体にやさしいたくみの里定食や上州牛
や上州豚を使った人気のメニューをご用意しています。
■定休日／水曜日
■ＴＥＬ／090-6190-8154

●須川茶屋（食堂）
季節の野菜や山菜を中心とした自慢の料理とコシのあるそば・
うどんを提供。群馬県の伝統食やきもちも人気です。
■定休日／不定休　※冬季休業
■ＴＥＬ／0278-64-0784

●五郎兵衛やかた（食堂）
幅広の麺に鴨肉などをのせ、煮ながら食べる名物五郎兵衛う
どんなど、うどん・そばを中心とした料理を提供しています。
■定休日／水曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1043

●Cafe EST
東泉寺の境内で、喫茶やラーメン等の軽食がお楽しみ頂けま
す。テイクアウトもＯＫなので、わらアート見学と合わせて。
■定休日／不定休
■ＴＥＬ／0278-25-8421

●四季の家（食堂）
昔懐かしいおふくろの味を提供しています。特に山菜料理や
手打ちそばの味は抜群で、大変ご好評をいただいています。
■定休日／不定休
■ＴＥＬ／0278-64-1203

作った作品の当日持ち帰りは出来ません

農産物加工の家
■営業時間／9:00～17:00（夏季）、9:00～16:00（冬季）
■定休日／木曜日　※アップルパイ体験は前日までに要予約
■TEL／0278-64-0010

作った作品の当日持ち帰りは出来ません

手作り工房 千の樹
■営業時間／10：00～17：00
■定休日／火、第一、第三月曜日、第二、第四金曜日　※冬季休業
■ＴＥＬ／0278-64-1099

●夢や
自家製米麹を使った糀料理や甘酒各種、オリジナルコーヒー
が頂けます。土日限定の農家バイキングが人気です。
■定休日／水曜日　※冬季休業
■ＴＥＬ／090-9329-3198

●さんしょうの家（喫茶）
甘酒やコーヒー、かき氷（夏季）などをお手軽価格でご提供。
お土産品として社会福祉施設の作品なども販売しています。
■定休日／木曜日
■ＴＥＬ／0278-64-1334

庄屋通り

宿場通り

寺通り

●田村ブルーベリー園
■ＴＥＬ／0278-64-0659

●村一ぶどう園
■ＴＥＬ／0278-64-0607

●河合園芸
■ＴＥＬ／0278-64-2525

●本多園芸
■ＴＥＬ／0278-64-2034

●梅沢りんご園
■ＴＥＬ／0278-64-0971

●本多さくらんぼ園
■ＴＥＬ／0278-64-1843

●たにがわ園
■ＴＥＬ／0278-64-1351

●本多ブルーベリー園
■ＴＥＬ／0278-64-1837

●ポミエ
■ＴＥＬ／0278-64-0005

●本多果樹園
■ＴＥＬ／0278-64-2288

その他

●阿部ぶどう園
■ＴＥＬ／0278-64-1795

●水車そばブルーベリー園
■ＴＥＬ／090-3041-4996

●森下農園
■ＴＥＬ／0278-64-0390

●今井サクランボ園
■ＴＥＬ／0278-64-0370

●遊峰園
■ＴＥＬ／0278-64-0860

●布施白岩農園
■ＴＥＬ／0278-64-0016

●ともちゃん園
■ＴＥＬ／0278-64-0431

●農園民宿 かかし
■ＴＥＬ／0278-64-1204

●みなかみフルーツランド Mogitore
■ＴＥＬ／0278-64-2800

●いちごの家
■TEL／080-9568-4706

カタチに残る想い出作り！
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