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奈良県・洞川温泉
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洞川温泉
コラボ企画

奈良県・大峯山の麓、
標高800ｍにある洞川温泉郷。
古くから修験者や旅人の足休め
のために開放してきた宿の縁側に、
今年も
「天の川カフェ」
がオープン！昔懐かしいおも
ちゃで自由に遊べる昼も、
“星降る里”
を満喫できる夜も楽しめる癒しの縁側へようこそ。
構成／川﨑梨加
（編集部） 取材・文／滝澤えつこ 撮影／酒井修平 デザイン／マエハマノリコ モデル／木島さやか
（じゃらに～ず）

天の川カフェって？
温泉街に並ぶ11軒の宿が開放する縁側に、
期
間限定で登場するナイトカフェ。
それぞれの宿
が趣向を凝らした特製スイーツや自家製ドリ
ンクなど、
この時期ここでしか味わえない美味
＆レトロな雰囲気を楽しめる。

お得な縁側プランに
宿泊しよう
期間中は、
じゃらんオリジナル
の
「天の川カフェ・縁側プラン」
を用意。縁側カフェや協賛29
店舗で使える500円分の金券、
地元の人しか知らない情報満
載の手描きマップ、
選べる色浴
衣(大人の女性のみ)など多彩
な特典付き。

金券

＋

洞川温泉までの
アクセス
【電車】近鉄大阪阿部野橋駅
より特急で下市口駅まで1時
間（1390円）
。そこより洞川
温泉行の奈良交通バスで終
点まで1時間20分（1280円）
【車】近畿道吹田ICより南阪
奈道路終点の橿原まで40分
（1650円）そこよりR169・
R309経由で1時間20分
MAP P279 D-2

map

＋

色浴衣

スタンプラリーで
無料宿泊券が当たる！
「天の川カフェ・縁側プラン」
では、
宿や協賛店、
観光スポットでスタンプを5コ集めると、
来年
(6～9月)使えるペア
無料宿泊券が当たる
スタンプラリーを実
施。公開抽選会は期
間最終日のイベント
で開催！

MAP P279 D-2

はP278〜の
「おでかけワクワクMAP」
をチェック!
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自然に囲まれ神秘に満ちた
温泉街を散策。
古くから修験道の登山基地として
栄え、大峯山や渓流などの自然に抱
かれる洞川温泉街。まずは山上川の
せせらぎを聞きながら、ノスタルジ
ックな町並みを散歩しよう。

雄大な山間に栄えた歴史ある洞川温
泉街での一日をゆっくり＆たっぷり楽
しむために、
じゃらんおすすめの過ご
し方をご紹介！

由緒ある名湯で癒し＆
リフレッシュ！
修験者が疲労回復に利用し
た歴史ある温泉でまったり。
ピーリング効果もあるアルカ
リ性のお湯だから、
肌も生ま
れ変わりそう。湯上りには、
お
宿自慢の料理が待っている♪

寛ぎのときを過ごすお宿へ。
◀スイーツもドリンク
も、その宿ならでは
の手作りが多い

お待ちかねの
「天の川カフェ」
へ♪
浴衣姿で情緒あふれる温泉街を散策。そ
れぞれに趣向を凝らした縁側を梯子して、ス
イーツやドリンクを堪能。星空を眺めながら
お酒を片手に、
大人の時間を過ごすのも素敵！

▶ジャムは保存料無添加。 ご
主人が丁寧に手作りしている

Aジャム工房 洞川温泉ましこ
地元吉野や五條などの果樹園から届
く旬の果物で手作りするジャムと、大峯
の天然はちみつが並ぶお店。自分使い
にもお土産にもぴったり！
☎0747・64・0026 a吉野郡天川村洞川
184 M9時～20時 O不定 eジャム各
種110g 450円、150g 600円

▶自家製チャイやオーガニック
コーヒーのファンも多い

くう

B茶房＆雑貨 空
時間がゆっくり流れる癒しのカフェ♥
寛ぎムード満点の和室や緑潤う庭では、
オーガニック食材を使う自家製スイーツ
やドリンクが味わえる。
☎0747・64・0280 a吉野郡天川村洞川
340-3 M9時～21時 O不定 e豆乳
ショコラケーキセット800円

洞川温泉街に軒を連ねる宿は、どこも温
かなもてなしが自慢。
帳場では
「天の川カフェ」
や金券、スタンプラリーの説明を受けて。色
浴衣を選べるのは、女性だけの楽しみ！

朱塗りの橋が印象的な日
本庭園と露天風呂が楽しめ
る居心地の良い旅館。お
香の香る帳場や部屋からも
庭を眺められる。ライトア
ップされた庭を見渡せる夜
の縁側は、まさに特等席！
☎0747・64・0306
自家製梅ジュース
300円

▶女将さんとおしゃべりの花を咲かせて

▼○○○◎○○○○●○○
○◎○○○○●

山上川沿いで数寄屋風
のしっとりとした佇まいを見
せる宿。かりがね橋を望む
新館の客室と洞川温泉イチ
大きな浴場が自慢！ソファ
のある縁側で昭和レトロな
世界にどっぷり浸かれる。
☎0747・64・0339

▲庭園の池ではめずらし
いニジマスが泳ぐ
▶ 夜 は 古い温 泉 街の ▶すっきり味の番茶
雰囲気たっぷりの装い ミルクティー

◀爽やかな酸味を楽しめ
る梅ジュースをご賞味あれ

露天風呂付きの客室を
備え、創業350年を誇る宿。
奥に火鉢のある和室が広
がる縁側は通りより少し高
い場所にあるので、風情あ
ふれる温泉街の雰囲気をの
んびり味わえる。

▲川のせせらぎが聞こえる部
屋で寛ごう ◀若女将が手作
りした葛餅はぷるっぷる！

葛餅と抹茶 350円

☎0747・64・0336

木の温もりを感じる純和
風旅館は、全室に次の間
が付くゆったり感が魅力。
広い縁側に腰をかけると、
宿の横で湧き出る名水の涼
やかな水音が耳をくすぐり、
身も心も癒されそう。

今年で５回目を迎えた
「洞川温
泉・天の川カフェ」が、いよいよ
OPEN！11軒の宿の縁側をめぐ
り、
ノスタルジックな温泉街の夜
を満喫しよう♪

暖炉のあるお洒落なロビ
ーと縁側が人気の宿には、
窓から渓流のせせらぎや山
並みを楽しめる寛ぎの客室
が用意されている。シック
モダンな縁側で、小粋にワ
イングラスを傾けて。
☎0747・64・0045

☎0747・64・0018
◀女将さん手作りのスイーツには
豆乳の甘みと旨みが凝縮

◀昼はレトロなおもちゃで自由に遊べる

番茶ミルクティー、葛
湯、かき氷 各400円

▲提灯が灯る夜の縁
側は、色浴衣が映え
る場所！

豆乳のおとうふ コンフ
ィチュール添え 200
円

ワインハー
ン 350円
ボ
グラスワイ 00円 日本酒2合
15
フボトル 円 かきもち1枚40円
00
10
トル

▲玄関か
ら
側は居心 続く開放的で広い
地満点
縁

創業300年を誇る老舗旅
館。庭に面した露天風呂は
貸切りもＯＫ。夏は縁側と
繋がる和室のふすまが開け
放たれることもあるので、
奥に広がる日本庭園＆通り
のダブル眺望も！
☎0747・64・0309

▲夏でも涼しい風を感じられる縁
側は気持ちいい～ ◀ジンジャ
ー紅茶はオリジナルブレンド

▲懐かしい雰囲気を醸し出す宿
▶料理も名物のかきもちも絶品

ジンジ
リーム＆
アイスク 350円
茶
ャー紅

▶ハイボールで心まで酔っちゃいそう
▼館内は快適な空間に改装されている

▶温泉街でもひと際目を引く素敵な外観
▼温和で優しいご主人との会話も楽しい

山上川に架かる朱塗りの
橋から眺められる宿は、ア
ニメに登場する湯屋のよう
な佇まいを見せる。赤じゅ
うたんを敷いたレトロな縁
側に座れば、映画の中の主
人公気分を味わえそう。

創業500年！17代目のご
主人が守る洞川温泉最古
の旅館。温泉風呂付の部
屋など全8室、庭を眺める
半露天風呂もある。提灯の
アンバーな灯りが縁側に座
る人を江戸時代へと誘う。
☎0120・134・878

☎0747・64・0013
ハイボール 500円

◀吉野の柿を葛餅で
くるんで凍らせた逸品

柿こーり（柿入り葛）＆
お茶 300円

名物のだらにすけ羊羹を堪能

行者宿の風情が今も残
る、どっしりとした木造建
築の旅館。裏山の山菜や
野菜、川魚など、名水仕込
みの料理が自慢！歴史を感
じる縁側で、お手玉などの
昔遊びに夢中になって。
☎0747・64・0033
▶昔懐かしいおもちゃが揃う
だらにすけ羊
羹と
300円、ラムネ お茶
200円、
名水焼酎 40
0円

▶木の温もり漂う空間ともて
なしが自慢 ▼女将から女
将へ代々伝わる梅酒

話上手なご主人と明るい
女将さんが、きめ細やかな
もてなしをしてくれる旅館。
新食感の「おぼろ豆腐」や
香り豊かな「朴葉焼」は絶
品！縁側では3～4年モノの
梅酒を味わって。

重厚感ある木造建築の
宿の自慢は、大和牛や大和
肉鶏を使うこだわりの会席
＆鍋料理。お土産コーナー
がある縁側に置かれた丸太
椅子に腰掛け、ゆっくり星
空を眺めるのもオツなもの。

☎0747・64・0311

☎0747・64・0316

▲どんな味か、興味津津のスイーツが2種 ▶思わず座りた
くなっちゃう！縁側には赤い座布団の丸太椅子が並ぶ

➡縁側プラン付きの宿泊情報はP234〜をチェック♪

ほうじ茶フロマージュ
300円

自家製梅酒 500円
葛しるこ 200円
▶１５０年以上の歴史
を持つ和風旅館

◀久しぶりに
知恵の輪遊び
はいかが？

