
◀店舗で商品を購入して
　スタンプを集めましょう。
　２つ集めて�「高森町観光
　交流センター」で終了印を
　押してもらうと、素敵な景
　品がもらえます。

いたずら好きの雪うさぎたちが、
柵の外に逃げだしてしまいました。
町なかに逃げた雪うさぎたちを、
捕まえてきていただけませんか？

詳しくは
特典ページを
ご覧ください

さけかす
さんぽ
８

～冬は高森でさけかす巡り～

さけかすさんぽ
スタンプラリー特典

さけかすさんぽ
オリジナル手ぬぐい

さけかすさんぽ
オリジナルお猪口

※月廻り温泉の入浴料が
200 円引きになる割引き券付き！

※特典は数に限りがございます。

※２つの特典が上限に達した場合、

　ニャンロクゴ手形とステッカーを差し上げます。

2020.1/15～3/14

「さけかすさんぽ」の楽しみかた

～冬は、高森でさけかす巡り～

阿蘇・高森町の地酒「れいざん」のしぼりたての酒粕を使って、高森町の１４の

店舗がイベントのためにオリジナル酒粕商品を開発し、販売します。

裏面のマップを見ながら、ヘルシーな酒粕のあらたな魅力に出会いましょう！

期間中は“素敵なプレゼント”が当たるスタンプラリーを開催します。

お好きな店舗の商品を買ってスタンプを集めたら、高森町観光交流センターにお

越しください。

酒粕 (さけかす )って？？

高森町の銘酒「れいざん」
宝暦 12 年 (1762 年 ) 創業。現存する熊本県内の酒蔵の中で一番古い歴史を持つ山村

酒造。カルデラ内に唯一の酒蔵で、南阿蘇外輪山系の清冽な伏流水と極寒の冬という

極上の環境の中、阿蘇の水・米・人にこだわって「阿蘇の酒れいざん」を、250 年に

わたり醸し育み続けています。

日本酒を作る過程で出る、搾りカスのこと。採れたての酒粕には、酵母に

含まれていた豊富な栄養分（タンパク質・食物繊維・ビタミン Bなど）が

多く残り、糖尿病、高血圧予防に効果があると見られています。また、ス

キンケアにも効果があり、美白作用や抗酸化作用があると言われています。

山村酒造

営業時間 9:00～17:00

定休日　不定休

Tel:0967-62-0001

表面 裏面

選べる２つの特典！！
２つの特典は

早い者勝ち！

さけかすさんぽ



パン家こはるび

酒かすパン各種 酒粕だご汁定食

徳丸漬物

酒かすだご汁 阿蘇産チーズの粕漬

TEL 0967-62-0944
営業時間　11:00～18:00
定休日　火・水曜日

TEL 0967-62-0096
営業時間　9:00～17:30
定休日 火曜日 (祝祭日は営業 )

TEL 0967-62-3366( 乗馬 ,宿泊 )
    0967-62-2050( レストラン )
営業時間　11:00～15:00　17:30～22:00(OS 21:00)
　　　　　　日曜日は 21:00 まで (OS 20:00)
定休日　木曜日

高森田楽村

TEL 0967-62-1327
営業時間　10:00～18:00
定休日　不定休

四季見茶家

TEL 0967-62-3360
営業時間　11:00～18:00
定休日　第 1・3水曜日 (祝日営業 )
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日本人に生まれて良かったと思える
漬物を作っています。

卵と乳製品を使わないパンとお菓子
の店です。

阿蘇の湧水で作られる豆腐出来たて
の美味しさをご提供しています。

阿蘇五岳の１つ根子岳の麓、雄大な
景色を眺めながらの食事は最高です !

広がる酒粕の風味。濃厚なチーズ
のコク。よーく冷やした新酒と。

郷土料理のだご汁に酒粕を加え
コクのある味に仕上げました。

酒粕を使った菓子パンです。
やさしい味に仕上がりました。
ぜひお楽しみください。

豆腐で練った団子と酒粕の
まろやかさが加わった体温まる
だご汁です！

高森町
観光協会

高森駅

高森湧水トンネル公園

ガソリン
スタンド

コン
ビニ

高森町役場

旨乃蔵＆山荘ブルーグラス

猫柱石

月廻り公園阿蘇五岳の涅槃像
を下から眺めることが
できます。 また、 根子岳
がででーんと雄大。

猫柱石

阿蘇フォーク
スクール

ニャン地蔵

先の大雨で猫嶽から流れ出た、 霊験あらたかなニャン石。 それを

使って掘り出された猫王の弟子たちを、 ニャン地蔵としています。

彼らの神通力を四字熟語で表しています。

猫柱石 ( にゃんちゅうせき )

猫嶽に住む猫王と私たちを繋ぐ猫王の手。

触るとちょっぴり元気がもらえるかも。

結縁玉
阿蘇に住まう神様や妖精、 ご自身が感じる心地良い場所など、

阿蘇の事物と縁を結び、 あなた、 またはその玉を持つ方と共にある

ようにしてくれる物が、 結縁玉です。 この玉は阿蘇の粘土で出来

ています。 阿蘇の事物は阿蘇の土に宿ります。

縁を結ぶ方法は様々です。 祠や神社 ・ 仏閣は手首に身に付け、 お

参りする。 また手に触れることのできない自然的な場所は、玉を握っ

て、 その場所を感じる。 ニャン地蔵や巨石 ・ 巨樹など触れることの

できるものは、 結縁玉を挟み手で触れるなど、 あなたの思いで事物

と対話してください。

結縁玉は猫嶽山麓町衆などにて販売しております。

これら事物とのつながりは、 お守りと同じく一年です。 一年を経て

つながりをなくした結縁玉は、 また新たに縁を結ぶことができます。

新たな事物と縁を結びに、 再び阿蘇においでください。

鍋の平キャンプ場
こだまを楽しめます。

一本の電柱もなく
猫嶽が見れます。

造園屋さんが植樹して
いる樹々が、 季節を
感じさせてくれます。

猫嶽に向かって
歩けます。

草履園天満宮
健磐龍命が草履
を履き替えた所。
旅の安全を祈願。

上色見
郵便局

至 阿蘇市

上色見熊野座神社 ( 穿戸神社 )
健磐龍命から追われた鬼八法師が
蹴破った風穴があります。 足腰が
強くなりそう。

上洗川神社
霊験あらたかな御神水。

高森温泉館

高森温泉館から見る
猫嶽は力強い。

休暇村南阿蘇 昔から猫嶽を眺める
定番スポット。

ビジターセンター 野草園
阿蘇の大自然を凝縮した場所。

祖母神社
異常に長い注連縄のかかった鳥居
を通ると、 賛同の両脇には、 杉の
巨木が幾本も並び立ち、 幽玄。
鳥居の上に石を置けたら、 願い事
が叶うかも。

高森殿の杉
幹周り 10m を超える巨木の
夫婦杉。 2 本しかないのに
まるで森のようで、 風貌に
圧倒されます。
樹の力を感じてください。

：カメラスポット：駐車場

猫神社
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Ｑ会員協定施設 (地図の

2,3,4,7,8,9,13, け )

では、Ｑカードを提示する

と、ちょっぴり素敵な

サービスが受けられます。

にゃお　るさん~

猫王之道

広域農道

猫の王様さがしと

ニャン地蔵お参りマップ

【さけかすさんぽ ver.】

さけかす

でっかいワニが見えます。

至 

南
阿
蘇
村

至 
高
千
穂
町

ゲストハウス コットンクラブ コテージ

Morning Hike ( 甘酒付 ) さけかすランチ

キャメリオ

なめらか酒粕プリン

TEL 050-5532-9932
check-in 16:00～,check-out ～10:00
定休日　不定休

TEL 0967-62-1898
営業時間　10:00～15:00( 喫茶利用は要確認 )
定休日　不定休

休暇村南阿蘇

TEL 0967-62-2111
営業時間 11:30～13:30
定休日　無休

5 6 7

南阿蘇は高森に建つ、おいしい料理
が自慢の宿です。

根子岳の麓、芝と木々に囲まれた自然
を感じるゲストハウスです。

阿蘇五岳を望む絶景ロケーション。
温泉もあります。 

酒粕のやさしい香りと少し残った
お米の食感が楽しめるプリンです。 
※宿泊の方はデザートにお出ししています。

<宿泊の方限定 > 近隣の上色見熊野
座神社をオーナーが朝ガイドしま
す。Hike 後は温かい甘酒で乾杯！

酒粕を使った、香り豊かな「具
沢山汁」と、甘い「さけかすプ
リン」が美味しいランチです。

王来軒

酒粕ミソラーメン

甘酒

山村酒造

酒粕ローストチキン

れいざん

TEL 0967-62-0095
営業時間　11:00～21:00
定休日　日曜日定休

TEL 0967-62-0001
営業時間　9:00～17:00
定休日　不定休

グリルド加藤

TEL 0967-62-1020
営業時間　11:30 ～ 15:00(OS 14:30)
　　　　　18:00 ～ 23:00(OS 22:30)
定休日　不定休

高森町観光協会

TEL 0967-62-2233
営業時間　8:30～17:30
定休日　年末年始

1210

13 さ

阿蘇の水・米・人にこだわって「阿蘇
の酒れいざん」を醸し育み続けています。

いつ来ても懐かしい味と自慢の餃子
でおもてなし。

高森町の観光案内所。
スタンプラリーの景品交換はこちらへ。

阿蘇高森の食材をふんだんに使った
地産地消のレストランです。

250 年に渡り阿蘇の米、阿蘇の水、
阿蘇の人によって醸され、育まれ
てきた文字通りの「阿蘇の酒」です。

酒粕でマリネすることにより、旨
味たっぷりのチキンに仕上げまし
た！！

ミソと酒粕のコラボで新しい味を
発見！優しい味ができました。今
だけの一杯をお楽しみください。

ポカポカの甘酒 (有料 )をご用意
してお待ちしています。
小休憩にお立ち寄りください。

酒粕食パン

はなしのぶベーカリー

TEL 0967-62-3555
営業時間　10:00 ～ 18:00
定休日　第 2水曜日

11

奥阿蘇の湧水を使用した、防腐剤無
添加の手作りパン屋さんです。

酒粕の風味を生かしたしっとりし
た食感が特徴。まずはそのまま何
もつけずに食べてみてください。

さけかすハンバーグ定食

月廻り温泉

月廻り温泉館

旨乃蔵 (ブルーグラス )

け

9

あか牛も馬肉も食べれる阿蘇を満喫
できるお店。

寒さの厳しい高森町、冷えた体に
温かい温泉はいかがですか？

さけかすさんぽの特製手ぬぐい
を入手すると 300 円で入浴でき
る割引券(1枚)がついてきます。

ほっこり柔らかジューシーなハ
ンバーグになりました。

田楽

高森田楽の里

TEL 0967-62-1899
営業時間　12 月～3月中旬
　　　　　平日 10:00～17:00(O.S)
　　　　　土日祝 10:00～18:30(O.S)
定休日　無休

8

炭火に炙られた味噌が甘い香りを
醸し出しています。

ゆず、さんしょうと季節の味噌。
酒粕を加えることで、さらに深
くまろやかな味を創出しました。

TEL 0967-62-0141( 温泉 )
営業時間　12:00～19:00
定休日　火曜日 ※入場は 18 時まで

(※スタンプなし )

( ショッピングセ
ンターアスカ内 )


