【鹿教湯温泉エリア】（情報提供：鹿教湯温泉旅館協同組合）
文殊菩薩が鹿に化身し、猟師に温泉の存在を教えたと伝えられる「鹿教湯（かけゆ）温泉」
。江戸時代か
ら湯治場として賑わい、現在でも病気や怪我を治す湯として知られています。山国・信州を感じられる
山間の温泉地で疲れた身体をリフレッシュしませんか。
■アクセス：鹿教湯温泉から長野大学まで車で約 30 分。大会のプログラムに合わせて下記の時間に送迎
バスを運行します。
（ご利用の場合は、ご予約時に「送迎バス利用」の旨をお伝えください）
■送迎バス運行時刻：
7 月 1 日（金）18：00 頃発

サントミューゼ（特別セッション終了後）⇒鹿教湯温泉

7 月 2 日（土） 8：20 頃発

鹿教湯温泉⇒長野大学

21：30 頃発
7 月 3 日（日） 8：20 頃発

施設名

鹿教湯温泉⇒長野大学

住所

大江戸温泉物語
湯屋 鹿教湯
電話番号：

上田駅温泉口（懇親会終了後）⇒鹿教湯温泉

西内 1258

宿泊料金
1 泊 2 食付 7,700～
素泊り（桜館）4,000～

客室数
48

0570-011262

ホームページアドレス： http://www.ooedoonsen.jp/kakeyu/index.html
時を忘れてのんびり癒し三昧。季節の美味をバイキング。
渓流露天の宿 河鹿荘
電話番号：

鹿教湯温泉 864

1 泊朝食付 6,500～ 素泊り 4,000～

16

0268-44-2036

ホームページアドレス： http://kajika.kakeyu.org/
混浴の渓流露天風呂が心地よい温泉宿。源泉 100%掛け流し。湯治部では自炊をしながらの湯治が好
評。
かつら旅館
電話番号：

西内 1211

1 泊朝食付 6,500～ 素泊り 5,000～

9

0268-44-2523

ホームページアドレス： http://www.katsura-ryokan.com/
温泉は源泉かけ流し。自家菜園でとれるお米や無農薬野菜と山菜を中心とした田舎料理。
望山亭 ことぶき
電話番号：

鹿教湯温泉 1447

1 泊朝食付 9,000～

16

0268-44-2538

ホームページアドレス： http://b-kotobuki.com/
旬の食材を使っての懐石料理と、五階にある桧の露天風呂につかりながらの満天星の眺めは最高。
斉北荘
電話番号：

西内 1262

1 泊朝食付 6,500～

12

026-44-2417

ホームページアドレス： http://www.saihokuso.info/
全館インターネット接続可。24 時間いつでも入れる温泉＆お部屋食。こだわりのサイドメニュー＆
地酒も充実。北欧テイストの広々17 畳洋室ベッドルームございます♪

斎藤ホテル
電話番号：

鹿教湯温泉 1387-2

1 泊朝食付 11,000～

67

0268-44-2211

ホームページアドレス： http://www.saito-hotel.co.jp/
こだわりの和洋中 約 40 品のビュッフェスタイルのお食事と、室内温泉プール・スポーツジム・渓
流に面した露天風呂など充実した施設を完備。
旅館 玉屋
電話番号：

鹿教湯温泉 1418

1 泊朝食付 5,500～

-

0268-44-2522

ホームページアドレス： http://www.kakeyu.or.jp/yado_hp/tamaya/
料亭にも負けない自家米を食べさせる田舎宿。川魚と山菜料理が自慢。気楽に一人でも泊まれる宿。
鹿乃屋旅館
電話番号：

鹿教湯温泉 1462

1 泊朝食付 8,000～

-

0268-44-2141

ホームページアドレス： http://www.sikanoya.co.jp/
新鮮な山の幸の山菜と自家製野菜のヘルシー料理でおもてなし。湯治にお得な連泊プランをご用意
しています。
くつろぎの宿 黒岩旅館
電話番号：

西内 1248

1 泊朝食付 7,000～

12

0268-44-2428

ホームページアドレス： http://kuroiwaryokan.com/
初めてのお客様にも安心してお泊りいただける宿として好評を頂いております。
三水館
電話番号：

西内 1866-2

1 泊朝食付 11,000～

-

0268-44-2731

ホームページアドレス： http://www.sansuikan.info/
四方を山と川、田と畑で囲まれた里山の中に、その風景の邪魔をしないように木と土と石でできた
小さな宿を造りました。皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。
つるや旅館
電話番号：

鹿教湯温泉 1374

1 泊朝食付 9,000～

42

0268-44-2121

ホームページアドレス：http://travel.mapple.net/yado_M007010/
谷沿野天風呂(囲い無し)混浴と男女別有、貸切家族風呂。バリアフリータイプ客室在ります。
永井旅館
電話番号：

西内 1270-1

1 泊朝食付 6,000～

15

0268-44-2704

ホームページアドレス： http://www.kakeyu.or.jp/yado_hp/nagai_ryokan/
家族的な宿。春には桜の花 夏には川のせせらぎ 秋には紅葉や虫の声 四季折々の大自然で時の過ぎ
るのを忘れさせます。
中村旅館
電話番号：

鹿教湯温泉 1386

1 泊朝食付 6,500～

19

0268-44-2201

ホームページアドレス： http://www.nakamuraryokan.net/
湯量豊富で 24 時間入浴可。お料理も日替わりで連泊も楽しい。秋は松茸(松茸山有)冬～春は網走港
直送のカニ料理(主人が網走まで仕入れに行きます)が楽しめます。

鹿教湯温泉

ふぢや旅館
電話番号：

1373-3

1 泊朝食付 6,500～

13

0268-44-2204

ホームページアドレス： http://www.fujiya-ryokan.com/
館内から渓谷を眺められる渓谷沿いの立地。湯量が豊富で飲用可能な温泉と渓谷を望む景色が好評。
全浴槽ろ過加熱なしの完全かけ流し。
ホテルやまや
電話番号：

鹿教湯温泉 1329-1

1 泊朝食付 6,500～

25

0268-44-2044

ホームページアドレス： http://hotel-yamaya.net/
温泉街の中心に位置し一際目立つ 5 階建てのホテル。お風呂は源泉かけ流しの開放感のある展望大
浴場と展望露天風呂が好評です。料理は四季折々の旬の食材を使った郷土料理。
ホテルかめや
電話番号：

鹿教湯温泉 1371

1 泊朝食付 6,500～

24

0268-44-2336

ホームページアドレス： なし
静かな和風の部屋で採れたての地元の幸が並ぶ。お風呂も明るくのんびり過せる。
みやこ旅館
電話番号：

鹿教湯温泉 1381

1 泊朝食付 7,000～

28

0268-44-2021

ホームページアドレス： http://www.miyako-ryokan.com/
2 つの貸切風呂に露天風呂と、お風呂が充実。全て源泉掛け流し。車椅子対応の客室も有る。食事
はお部屋で。湯治プランもあり、滞在向けの静かで落ち着きのある宿。
鹿鳴荘
電話番号：

鹿教湯温泉 1422

1 泊朝食付 6,000～ 素泊り 5,000～

19

0268-44-2236

ホームページアドレス： http://rokumeisou.net/
水車が廻る純和風の宿。四季の食材を生かした手作り料理が好評。
上田市国民宿舎 鹿月荘
電話番号：

鹿教湯温泉 1295-2

1 泊朝食付 5,500～ 素泊り 4,300～

34

0268-44-2206

ホームページアドレス： http://www1.marukotv.jp/~kagetuso/
ご満足いただける快適な施設と、ふるさとの味覚・名湯にゆっくりと浸る楽しさを、心をこめてお
とどけいたします。

