
どこか懐かしさ漂う奥三河

家族で遊ぶ、自然を楽しむ！
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家族で県営新城総合公園に訪れたら、
子どもが喜ぶ「わんぱく広場」がおすす
め。“城攻め”をテーマにワクワクするよう
なアスレチックが斜面いっぱいに広がっ
ています。頂上の天守閣を目指して、大
自然の中、親子で体を動かそう！

愛知県東部に位置する奥三河地域は山里ならではの魅力が
盛りだくさん。豊かな自然、源泉かけ流しの温泉、受け継が
れてきた伝統や郷土料理、鮮やかに色づく紅葉など、どこか
懐かしくほっとする雰囲気に癒されます。

新城I.C

2016年2月に開通した新東名高速道路のイン
ターチェンジ。名古屋方面や静岡方面からのアクセ
スが良くなり、奥三河地域に注目が集まっています。

※各施設の定休日は、直接お問い合わせください。

奥三河にはイノシシやシカの
肉を食べられる店があちこち
に。冬はしし鍋がおすすめ。

ジビエ料理

奥三河にはタレや形など様々
な五平もちがあり、自分の好み
を見つけるのも楽しい。

五平もち

愛知県内で最初にできた道の
駅がリニューアル。特産のブルー
ベリー関連商品が自慢です。

住 豊根村大字坂宇場字宮ノ嶋29-3
TEL 0536-87-2009

道の駅豊根グリーンポート宮嶋F

オートキャンプ場やバンガローな
どが充実した日本でもトップクラ
スのトータルアウトドア施設です。

道の駅つぐ高原グリーンパーク

住 設楽町津具字東山2-156
TEL 0536-83-2344

G

地元の人が育てた採れたて野
菜をリーズナブルに購入できま
す。

道の駅アグリステーションなぐら

住 設楽町西納庫字森田３２
TEL 0536-65-0888

H

旬の野菜や自然薯、高原トマト
など新城の名産品販売のほ
か、農業体験もできます。

道の駅つくで手作り村

住 新城市作手清岳字ナガラミ10-2
TEL 0536-37-2772

I

豊かな自然の中で育ち、霜降
りが美しい「鳳来牛」がお値打
ちに味わえるJA直営店。

こんたく長篠

住 新城市長篠字西野々30
TEL 0536-32-0002

鳳来牛

J

創業152年（1864）の地元で
有名な酒蔵。日本酒の量り売
りが人気です。

関谷醸造株式会社

住 設楽町田口字町浦22
TEL 0536-62-0505

日本酒

K

奥三河の観光ハブステーショ
ンとして、奥三河中から魅力的
なモノや情報が集まります。

住 新城市八束穂字五反田329-7
TEL 0536-24-3005

県営新城
総合公園

新城ラリーの会場となる公園。
ラリーの観戦をしながら様々な
イベントもチェック。

住 新城市浅谷字ヒヨイタ40
TEL 0536-25-1144

A

B

注目スポットやグルメ情報は道の駅で集めよう
ドライブの休憩がてら、その地域ならではの隠れた名産品を探すのも道
の駅の楽しみ。近隣のおすすめスポットやイベント情報など、旅に必要な
情報もチェックしよう。新城I.Cのすぐ近くにある「道の駅もっくる新城」は、
奥三河の玄関口としてまず初めに立ち寄りやすい場所。新城市・奥三
河の情報は観光案内所の専門案内人が教えてくれます。地元で採れ
た新鮮野菜、油揚げやこんにゃくなどの特産品も買うことができ、多くの
利用客で賑わいます。50cmほどある「もっくるロール」や12人分の巨大
な五平餅はメディアでも話題になる人気商品です。

道の駅
もっくる新城

Let’s Go

一番の売れ筋商品
もっくるロール

ジビエの加工品　
猪肉にんにく肉みそ

地元産の加工品
したら蒟蒻 地元の人気酒

蓬莱泉

12人分もある巨大な五平餅

塩瀬まんじゅうの
歴史にびっくり！

足湯も楽しめる
道の駅だよ♪

みんなで
城攻め！
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奥三河ドライブ旅！
と行く

道の駅で情報チェック！おすすめ！ 奥三河の恵を味わう！おすすめ！



奥三河の魅力を体験しよう！おすすめ！ 温泉もご紹介！おすすめ！
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photo

築150年の古民家で地域の
暮らしを体感しながら滞在でき
るゲストハウスです。

住 東栄町大字本郷字下前畑6-1
TEL 0536-76-1860

体験型ゲストハウスdanonL

日本で唯一産出される天然素
材「絹雲母」を使ったファン
デーション作りを体験。

naori（なおり）

住 東栄町大字下田字軒山13-7
TEL 0536-76-0502

M

ダム見学や紅葉の名所として
人気のスポット。ハーフマラソ
ン大会などのイベントも開催。

新豊根ダム（みどり湖）

住 豊根村大字古真立字月代1-3
TEL 0536-85-1336

N

全国屈指の夜空が望める御
園高原。澄んだ空気の中でス
ターウォッチングを満喫！

スターフォレスト御園

住 東栄町大字御園字野地91-1
TEL 0536-76-0687

O

村特産の木を使った露天風呂
が特徴です。村の名産品が食
べられるレストランも人気。

住 豊根村上黒川字長野田20 
TEL 0536-85-1180

湯～らんどパルとよねP

医薬効果も期待できる天然の
療養泉として、遠方からも多く
の人が訪れます。

とうえい温泉 花まつりの湯

住 東栄町大字下田字花田21
TEL 0536-77-0268

Q

温泉だけでなく、一年中楽しめ
る温泉プールや子供プールも
備えた温泉施設。

鳳来ゆ～ゆ～ありいな

住 新城市能登瀬字壱輪23-1
TEL 0536-32-2212

R

鳳来峡の宇連川沿いに位置
し、露天風呂から望む雄大な
山の景色が自慢。

名号温泉 うめの湯

住 新城市名号字袋林28-2
TEL 0536-33-5126

S

※各施設の定休日は、直接お問い合わせください。

毎年11月から3月にかけて奥三河の各
地区で開催される「花祭」。国の重要無
形民俗文化財にも指定されています。
「てーほへ、てほへ」の掛け声とともに、お
よそ40種類にもおよぶ舞を夜通し踊りま
す。県外からも訪れるファンが多く、700
年以上にわたり伝承されてきた祭りの原
点を体感できます。

湯谷温泉
湯歴1300年、鳳来峡に湧く
奥三河の名湯。万病に効くと
言われています。

メール yuyaonsen@gmail.com
HP yuya-spa.com

E

鳳来寺
紅葉と本堂の調和は必見！鳳来
寺山もみじまつりは毎年１１月開催。

住 新城市門谷字鳳来寺1番地
TEL 0536-35-1004

C

花祭会館
「花祭」の保存と伝承を目的に
資料や祭具をわかりやすく展示。

住 東栄町大字本郷字大森1
TEL 0536-76-1266

D ドライブやツーリングで疲れた身体を癒すなら、温泉が一番。奥三河では、湯谷温泉、
名号温泉、とうえい温泉など、数々の温泉を楽しむことができます。温泉によって効能
や泉質も異なるので、行きたい温泉を選ぶのも楽しみの一つ。日本百名湯にも選ばれ
た湯谷温泉では、板敷川沿いに並ぶ9つの宿泊施設の浴場や露天風呂から清らか
な川と雄大な山 を々望むことができます。一泊しながらゆったり過ごし、美しい景色の温
泉と奥三河の旬の食材を使った料理を堪能しよう。温泉街の入り口にある温泉スタン
ドでは、温泉を持ち帰られるのも魅力です。

秋から冬にかけて表情を豊かに変える山の
木々。山道ドライブの醍醐味は、高い標高から
見下ろす壮大な景色と紅葉の美しさ。赤や黄
に染まる山と青空とのコントラストはこの季節だ
けの絶景です。紅葉を楽しみながらのドライブは、
鳳来寺山や茶臼山高原道路がおすすめ。

伝統の祭り「花祭」を体感

季節を感じる山の景色も楽しみ
ドライブ旅の最後は、温泉と美味しい地料理で決まり

みんなも
来てね！

しし鍋が
おすすめ！

花祭の情報を
チェック！

どの地区の
花祭に

いこうかな～

鏡絵馬で
祈願しよう！

奥三河ドライブ旅！
と行く
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長篠設楽原パーキングエリア下り武将気分になれる記念撮影スポットもオススメ！

新東名・立ち寄りスポット


