
●２時間コース ………１台 7,000円
●２時間30分コース…１台 8,800円
●３時間コース ………１台 10,500円
乗務員は現地での観光案内はいたしません。

乗車前に
長岡駅２階

観光案内所で
受付下さい。

予約不要
当日OK！

観光案内所の受付係
員が不在の場合は、
観光案内所前に設置
されたご希望コース
の「観 タ ク ン 乗 車
カード」をタクシー
１台につき１枚お持
ちいただき、乗務員
にご提示の上ご乗車
ください。

道の駅ながおか花火館

道の駅ながおか花火館
長岡市喜多町707
TEL ／ 0258-86-7766

コ ー ト が あ
り、長岡花火
に 触 れ な が
ら、お食事や
ショッピング
もお楽しみい
ただけます。

　長岡花火を体感できる長岡花火ミュージアムの
ドームシアターでは臨場感あふれる長岡大花火大
会の映像をお楽しみいただける他、長岡花火にち
なんだお土産や、越後・長岡の名品が揃う物産館、
地元の食材を使用した和洋折衷料理が楽しめる
ビュッフェレストラン、長岡の名店からこだわり
のスイーツまで多彩なグルメを楽しめるフード

❷ ❶ 江口だんご本店

江口だんご本店
長岡市宮本東方町52-1
TEL ／ 0258-47-4105

　里山と川に囲まれ、のどかな田舎風景
の広がる長岡市宮本町にあります。千五
百坪の敷地には、蔵構えの長屋門の奥に
古民家を再生させた店舗を配置。お菓子
とともに、その景観もお楽しみいただけ
ます。

❷ 寳徳山稲荷大社

寳徳山稲荷大社
長岡市飯塚870番地 
TEL ／ 0258-92-3341

り現在は越
路原となっ
ております。

　古記録によると、殷帝大王（いてての
ひみこ）の命により、物部美万玉女命（も
ののべのみのわひめのみこと）が瓊名（ぬ
な）の里に日の宮のみやしろ（現奥の宮）
を建立した時より、連綿として今に至る
と言われております。瓊名の里はその後、
朝日長者ヶ原、太田乃庄と呼び名が変わ

❷ 酒楽の里あさひ山

酒楽の里あさひ山
長岡市朝日 584-3
TEL ／ 0258-92-6070

か味わえない
酒肴や甘味な
どのオリジナ
ル商品を取り
揃え、お子様
からご年配の
方までより多
くの皆様へ日
本酒を身近に
感じて頂きた
いと思ってお
ります。

　蔵元「朝日酒造」の日本酒を始め、「米・
酒・粕・麹」をテーマにしたここだけし

旧機那サフラン酒本舗
（摂田屋６番街発酵ミュージアム・米蔵）

❸

ミライ発酵本舗㈱
長岡市摂田屋４丁目６番33号
TEL ／ 0258-86-8545

は長岡市が
取得し、整
備・管理を
しています。

　旧三国街道沿いの「醸造のまち」、摂
田屋。明治20年に初代吉澤仁太郎が創
業した「機那サフラン酒本舗」は、ここ
摂田屋の地でサフラン酒を販売し、明治
から昭和にかけて繁栄しました。「機那
サフラン酒本舗」には十の土蔵群があり、
すべて国の登録有形文化財に指定。現在

❹ 中山隧道

山古志支所産業建設課
長岡市山古志竹沢乙461番地
TEL ／ 0258-59-2343

子どもたちを守るとい
う気持ちがあったから
なのです。山古志にい
くつかある手掘りの隧
道のなかでも、中山隧
道は、村人が足掛け16
年の歳月をかけて長く
大きなトンネルを掘り
貫いたということで広
く知られています。

　村人たち自分たちの手で、カンテラの灯りをたより
に片刃のツルハシとスコップで掘り進められました。
このような大工事を村人の手によって成し遂げられた
のは、棚田の横井戸を掘る技術と、雪から自分たちや

やまこし復興交流館
おらたる

やまこし復興交流館おらたる
長岡市山古志竹沢甲2835
TEL ／ 0258-41-1203

そして帰村に
至るまで住民
の体験や行動
を当時の写真
や、住民の証
言でご紹介し
ます。

　「おらたる」とは山古志地域の方言で「わたし
たちの場所」という意味です。おらたるは中山間
地域の再生拠点として、新潟県中越大震災で体験
したことや復興に向けて積み重ねてきた経験を後
世へ伝え、「ありがとう」の感謝と山古志の魅力
を全国へ発信する交流施設です。中越地震発生か
ら全村避難、最長で３年２ヶ月におよぶ避難生活、

❹ ❺ 栃尾雁木通り

（一社）栃尾観光協会
長岡市栃尾宮沢1764
TEL ／ 0258-51-1195

雪は春の雪解けま
で 道 路 を 占 領 し、
時には２階の屋根
にも届く程でした。
このような豪雪の
地 で「雁 木」は、
道路が使えない冬
場の生活道路とし
て、無くてはなら
ないものでした。

　雁木とは、雪よけのため家々の軒から庇
（ひさし）を長く差し出して造る、豪雪地
帯特有の「冬の生活道路」です。重機によ
る道路除雪がなかった昔、道路に積もった

安心の定額制

長岡観光ナビ

（一社）長岡観光コンベンション協会　TEL ／ 0258-32-1187



スマホで簡単!!スマホで簡単!!

「観タクンお立ち寄り
ちょっぴりプレゼント」
実施中！

 

お立ち寄りちょっぴりプレゼント実施中 

をご提示ください。 

（一社）長岡観光コンベンション協会 

　コース内に おもてなし と記載のある
施設で受付の際にお渡しする乗車カー
ドをご提示ください。施設からちょっ
ぴりプレゼントがあります。施設内に
あるこの看板が目印です。

・各施設の営業日、営業時間、入場
料等の情報はご乗車前に各施設の
公式HP等でご確認ください。

・悪天候等により所定運行時間に支
障が生ずる場合は、運行を休止す
る場合があります。

・有料施設の入場料等は別途お客さ
ま負担となります。

・コース内の施設が休館の場合は、
同一コース内の別施設の見学時間
を延長する場合があります。

・掲載画像はイメージです。

共通のご案内共通のご案内

❶ 国営越後丘陵公園／新潟県立歴史博物館／新潟県立近代美術館／雪国植物園と笹だんごの里

●ご利用期間
　４月１日～翌年３月31日
　※除外日：８月２日、３日、12月27日～１月１日、１～３月の月

曜日（祝日の場合は翌日）
●乗車可能時間
　９：30 ～ 15：00
●コース
　２時間コース　1台7,000円（最大４名様まで同料金）

●ご乗車時にA・B・C・Dのコースいずれかをお選びください。

長岡駅

Aコース
約20分

おもてなし 国営越後丘陵公園【見学50分】

Bコース
約20分

おもてなし 新潟県立歴史博物館【見学50分】

Cコース
約20分

おもてなし 新潟県立近代美術館【見学50分】

Dコース
約20分

おもてなし 雪国植物園【見学50分】

約10分
おもてなし 江口だんご本店【見学・お買物15分】 長岡駅約25分

※ご乗車前に各施設の営業日、営業時間等をご確認の上コースをお選びください。

長岡の自然や
歴史にふれ、
人気の江口だんごで
グルメ堪能。

❷ 人気の「ドームシアター」ながおか花火館と銘酒「久保田」

●ご利用期間
　４月１日～翌年３月31日
　※除外日：水曜日（祝日の場合は翌日）、８月２日、３日、12月31日～１月２日
●乗車可能時間
　９：30～14：30
●コース
　３時間コース　1台10,500円（最大４名様まで同料金）

●ご乗車時にA・Bのコースいずれかをお選びください。
長岡駅

Aコース
約５分

おもてなし 酒楽の里あさひ山【お買物25分】

Bコース
約５分

もみじ園【見学25分】

約10分 約20分
おもてなし ながおか花火館【見学60分】

寶徳山稲荷大社【見学30分】
ほ う と く さ ん い な り た い し ゃ

長岡駅約30分

※寶徳山稲荷大社は季節により拝殿が変わります。
　（本宮：４月中旬～ 11月上旬、内宮：11月上旬～４月中旬）
※もみじ園冬季閉鎖の期間（12月１日～３月30日）はAコースのみ運行となります。
　イベント開催期間中は駐車場で下車いただき徒歩移動で入園となります。

❹ 日本の原風景山古志満喫

●ご利用期間
　４月28日～12月20日頃
　（但し降雪の状況により運行休止する場合があります。）
　※除外日：月曜日（祝日を除く）、８月２日、３日
●乗車可能時間
　 ９：30 ～ 14：00
●コース
　３時間コース　１台10,500円（最大４名様まで同料金）

棚田、棚池が
美しい山古志で
ゆったり流れる時間を
ご堪能ください。

❺ 雁木と「あぶらげ」のまち栃尾散策

●ご利用期間
　４月１日～翌年３月31日
　※除外日：８月２日、３日、

12月31日～１月３日
●乗車可能時間
　９：30 ～ 15：00
●コース
　２時間コース
　１台 7,000 円（最大

４名様まで同料金）

雪国ならではの
雁木のまち歩きで、
ノスタルジックな
ひとときを。

●ご乗車時にA・Bいずれかをお選びください。

長岡駅
Aコース
約25分

雁木と「あぶらげ」のまち並み散策

Bコース
約25分

秋葉公園・秋葉神社の奥の院

約５分
おもてなし 道の駅R290とちお 長岡駅約30分

【見学40分】

【見学40分】

【お買物20分】

　長岡市内20か所の観光スポットにQRトランスレーターを設
置。スマートフォンでスキャンするだけで音声と説明文でガイ
ドします。日本語の他英語など14か国の言語に対応します。
駅から観タクンと合わせて手軽にお楽しみください。

【駅から観タクンコース内の設置箇所】
①コース：雪国植物園
②コース：もみじ園
③コース：旧サフラン酒本舗鏝絵蔵
　　　　　越のむらさき前
　　　　　竹駒稲荷 
④コース：中山隧道
⑤コース：道の駅R290とちお

「QRトランスレーター」があなたの観光をお手伝い！「QRトランスレーター」があなたの観光をお手伝い！

長岡花火を音と映像と
振動で体感し、
巨大お稲荷さんで
ご参拝。

❸ 醸造のまち摂田屋散策とパワースポット高龍神社

●ご利用期間
　４月１日～翌年３月31日
　※除外日：火曜日（祝日の場合は翌日）、８月２日、３日、12月28日～１月４日
●乗車可能時間
　9：30～15：00
●コース
　２時間30分コース　1台8,800円（最大４名様まで同料金）

歴史街道のまちで発酵、
醸造文化に触れ、
商売繁盛の
パワースポットを
満喫ください。

長岡駅 約15分

おもてなし
吉乃川醸蔵・サフラン酒本舗米蔵・星野本店

醸造のまち摂田屋散策

※サフラン酒本舗米蔵はイベント開催時一部見学ができない場合があります。

約20分

【見学50分】

高龍神社
【見学40分】 約３分

長岡駅

おもてなし 蓬平温泉
または

約25分

長岡駅 約30分
アルパカ牧場
【見学20分】

約15分

約５分
中山隧道
【見学20分】

木籠地区・郷見庵
こ ご も ち く 　 　    さ と み あ ん

【見学20分】
約10分

約15分

長岡駅

おもてなし 蓬平温泉
または

約30分
おもてなし やまこし復興交流館おらたる



スマホで簡単!!スマホで簡単!!

「観タクンお立ち寄り
ちょっぴりプレゼント」
実施中！

 

お立ち寄りちょっぴりプレゼント実施中 

をご提示ください。 

（一社）長岡観光コンベンション協会 

　コース内に おもてなし と記載のある
施設で受付の際にお渡しする乗車カー
ドをご提示ください。施設からちょっ
ぴりプレゼントがあります。施設内に
あるこの看板が目印です。

・各施設の営業日、営業時間、入場
料等の情報はご乗車前に各施設の
公式HP等でご確認ください。

・悪天候等により所定運行時間に支
障が生ずる場合は、運行を休止す
る場合があります。

・有料施設の入場料等は別途お客さ
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長岡の自然や
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雁木のまち歩きで、
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　※除外日：火曜日（祝日の場合は翌日）、８月２日、３日、12月28日～１月４日
●乗車可能時間
　9：30～15：00
●コース
　２時間30分コース　1台8,800円（最大４名様まで同料金）

歴史街道のまちで発酵、
醸造文化に触れ、
商売繁盛の
パワースポットを
満喫ください。

長岡駅 約15分

おもてなし
吉乃川醸蔵・サフラン酒本舗米蔵・星野本店

醸造のまち摂田屋散策

※サフラン酒本舗米蔵はイベント開催時一部見学ができない場合があります。

約20分

【見学50分】

高龍神社
【見学40分】 約３分

長岡駅

おもてなし 蓬平温泉
または

約25分

長岡駅 約30分
アルパカ牧場
【見学20分】

約15分

約５分
中山隧道
【見学20分】

木籠地区・郷見庵
こ ご も ち く 　 　    さ と み あ ん

【見学20分】
約10分

約15分

長岡駅

おもてなし 蓬平温泉
または

約30分
おもてなし やまこし復興交流館おらたる



●２時間コース ………１台 7,000円
●２時間30分コース…１台 8,800円
●３時間コース ………１台 10,500円
乗務員は現地での観光案内はいたしません。

乗車前に
長岡駅２階

観光案内所で
受付下さい。

予約不要
当日OK！

観光案内所の受付係
員が不在の場合は、
観光案内所前に設置
されたご希望コース
の「観 タ ク ン 乗 車
カード」をタクシー
１台につき１枚お持
ちいただき、乗務員
にご提示の上ご乗車
ください。

道の駅ながおか花火館

道の駅ながおか花火館
長岡市喜多町707
TEL ／ 0258-86-7766

コ ー ト が あ
り、長岡花火
に 触 れ な が
ら、お食事や
ショッピング
もお楽しみい
ただけます。

　長岡花火を体感できる長岡花火ミュージアムの
ドームシアターでは臨場感あふれる長岡大花火大
会の映像をお楽しみいただける他、長岡花火にち
なんだお土産や、越後・長岡の名品が揃う物産館、
地元の食材を使用した和洋折衷料理が楽しめる
ビュッフェレストラン、長岡の名店からこだわり
のスイーツまで多彩なグルメを楽しめるフード

❷ ❶ 江口だんご本店

江口だんご本店
長岡市宮本東方町52-1
TEL ／ 0258-47-4105

　里山と川に囲まれ、のどかな田舎風景
の広がる長岡市宮本町にあります。千五
百坪の敷地には、蔵構えの長屋門の奥に
古民家を再生させた店舗を配置。お菓子
とともに、その景観もお楽しみいただけ
ます。

❷ 寳徳山稲荷大社

寳徳山稲荷大社
長岡市飯塚870番地 
TEL ／ 0258-92-3341

り現在は越
路原となっ
ております。

　古記録によると、殷帝大王（いてての
ひみこ）の命により、物部美万玉女命（も
ののべのみのわひめのみこと）が瓊名（ぬ
な）の里に日の宮のみやしろ（現奥の宮）
を建立した時より、連綿として今に至る
と言われております。瓊名の里はその後、
朝日長者ヶ原、太田乃庄と呼び名が変わ

❷ 酒楽の里あさひ山

酒楽の里あさひ山
長岡市朝日 584-3
TEL ／ 0258-92-6070

か味わえない
酒肴や甘味な
どのオリジナ
ル商品を取り
揃え、お子様
からご年配の
方までより多
くの皆様へ日
本酒を身近に
感じて頂きた
いと思ってお
ります。

　蔵元「朝日酒造」の日本酒を始め、「米・
酒・粕・麹」をテーマにしたここだけし

旧機那サフラン酒本舗
（摂田屋６番街発酵ミュージアム・米蔵）

❸

ミライ発酵本舗㈱
長岡市摂田屋４丁目６番33号
TEL ／ 0258-86-8545

は長岡市が
取得し、整
備・管理を
しています。

　旧三国街道沿いの「醸造のまち」、摂
田屋。明治20年に初代吉澤仁太郎が創
業した「機那サフラン酒本舗」は、ここ
摂田屋の地でサフラン酒を販売し、明治
から昭和にかけて繁栄しました。「機那
サフラン酒本舗」には十の土蔵群があり、
すべて国の登録有形文化財に指定。現在

❹ 中山隧道

山古志支所産業建設課
長岡市山古志竹沢乙461番地
TEL ／ 0258-59-2343

子どもたちを守るとい
う気持ちがあったから
なのです。山古志にい
くつかある手掘りの隧
道のなかでも、中山隧
道は、村人が足掛け16
年の歳月をかけて長く
大きなトンネルを掘り
貫いたということで広
く知られています。

　村人たち自分たちの手で、カンテラの灯りをたより
に片刃のツルハシとスコップで掘り進められました。
このような大工事を村人の手によって成し遂げられた
のは、棚田の横井戸を掘る技術と、雪から自分たちや

やまこし復興交流館
おらたる

やまこし復興交流館おらたる
長岡市山古志竹沢甲2835
TEL ／ 0258-41-1203

そして帰村に
至るまで住民
の体験や行動
を当時の写真
や、住民の証
言でご紹介し
ます。

　「おらたる」とは山古志地域の方言で「わたし
たちの場所」という意味です。おらたるは中山間
地域の再生拠点として、新潟県中越大震災で体験
したことや復興に向けて積み重ねてきた経験を後
世へ伝え、「ありがとう」の感謝と山古志の魅力
を全国へ発信する交流施設です。中越地震発生か
ら全村避難、最長で３年２ヶ月におよぶ避難生活、

❹ ❺ 栃尾雁木通り

（一社）栃尾観光協会
長岡市栃尾宮沢1764
TEL ／ 0258-51-1195

雪は春の雪解けま
で 道 路 を 占 領 し、
時には２階の屋根
にも届く程でした。
このような豪雪の
地 で「雁 木」は、
道路が使えない冬
場の生活道路とし
て、無くてはなら
ないものでした。

　雁木とは、雪よけのため家々の軒から庇
（ひさし）を長く差し出して造る、豪雪地
帯特有の「冬の生活道路」です。重機によ
る道路除雪がなかった昔、道路に積もった

安心の定額制

長岡観光ナビ

（一社）長岡観光コンベンション協会　TEL ／ 0258-32-1187


