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VILLA SUITE
MANOR HOUSE

A、B
2021年秋
開業予定

CLASSIC

Entrance
11

VILLA SUITE

雪国伝統の雁木（がんぎ）の廊下の先にある
離れの客室です。ゆったり使える露天風呂、
雪をイメージした家具や心地よい間接照明
など雪国ならではの滞在をお楽しみください。

“豪農のスイートルーム。
　何もしないことに贅沢を感じる空間”

CLASSIC

雪国ならではの歴史ある梁や柱などは
そのままにしながら、お客様が快適に
お過ごしいただけるようリニューアルいたし
ました。それぞれの部屋の歴史と個性を
活かしながら、和室や和洋室など６つの
タイプをご用意しました。

“「龍言」から代々受け継がれた
  伝統的家屋の記憶を残すしつらえ”

MANOR HOUSE

ryugonの隣に建てられた庭がついた邸宅
です。キッチンも完備しており、長期の滞在に
適した客室です。こちらの客室ではペット
同伴でご利用いただけます。 
212㎡（和室２部屋＋リビング＋キッチン）

“暮らすように旅をする。
  雪国の邸宅で過ごすここだけの時間”

宿泊スペース

坂戸山に抱かれた緑の庭園に面する「VILLA SUITE」、古き良き

龍言の佇まいを残す宿泊棟「CLASSIC」 、そして宿泊されるどなた

さまもがご利用可能なコモンスペースがあります。

ryugonは、地元六日町の豪農の館や武家屋敷を移築して建てられた

温泉旅館「龍言」をベースに、平成31年冬から令和元年初夏にかけて

リノベーションをして生まれ変わりました。総敷地面積約１万6000坪

の広大な敷地に建つ建物は、大きく２つのエリアに分かれています。

雪国を感じる古民家ホテルryugonへ、ようこそ。

ご要望・お問い合わせ先：内線 9番

レセプション1 Reception
荘厳な和の空間は、文政年代の古い
建物「中門造」の茶の間そのままを残
しており、国の重要文化財に指定さ
れています。書は、開基1200年とさ
れる曹洞宗の名刹、金城庵雲洞庵四
十世新井石龍禅師によるものです。

“雪がもたらす恵みや文化を食で体感する、ガストロノミー”
17：30 ～ 22：00 ／ 7：30 ～ 10：30

5 Main Dining ダイニング

ご夕食は雪国ガストロノミーでのコース料理をご用意しています。この季節にこ
の地でしか味わえない料理を、飲み物と一緒にお楽しみください。夕食の開始時
間は17時30分～、19時30分～の２部制です。朝
食にも、ゆっくり食事をとっていただける料理をご用
意しています。朝食は7時30分から、10時までの
間、都合のいいタイミングでお越しいただけます。
※夕食、朝食ともに事前要予約
　（受付時間 夕食～16時、朝食～前日22時）。

四方の壁を土や漆喰で塗った木造平
家建「土蔵造」をそのままに生かした
内湯と、庭園が眺められる露天風呂を
男女それぞれご用意しています。フェ
イスタオルは備えのものをご使用い
ただけます。

“温泉に何度でも浸かってひといき、リラックス”

15：00 ～ 25：00／5：00 ～ 11：00

10 Public ONSEN 温泉

11別邸 安穏亭
180年前の庄屋をそのまま移築した
建造物です。一棟すべて貸切でご利用
いただけますので、ご宴会や会議など
ryugonならではの個性ある会を開催
いただけます。

12坂戸山テラス
屋外にあるテラスでは山からの心地
よい風や森が奏でる音色に包まれて、
アクティビティを体験することがで
きます。時間帯によって異なる過ごし
方をお楽しみください。
ご利用は、事前予約制。

6 土 間
玄関前にある古民家の１F部分は、食を中心とし
た“雪国の暮らし”を体感していただけるスペー
スです。ランチタイムには土間クッキングワー
クショップを開催。３日前までの事前予約制（２
名様以上で開催）。

ryugon入口の門を入ってすぐ左手にある土間
スペース隣接のカフェ。周辺散策をした後の、ス
イーツを楽しむティータイムにおすすめです。

11：00～16：30（L.O. 16：00）
不定休

7 ryugon cafe カフェ

豊かな田園風景が広がるryugon周辺の環境で楽
しんでいただく為の自転車やデイキャンプ用品な
どの貸出しを行っています。

8アクティビティ
センター

3 Bar バー 15：00 ～ 24：00
地域をよく知るryugonスタッフと、旅
の話を語らいながら新潟の日本酒、ク
ラフトビール、ワインなどを楽しんでい
ただけます。土蔵で長期熟成させた果
実酒や野草酒など、この場所でしか味
わえない飲み物もご用意しています。

4 Garden Lounge
ガーデン・ラウンジ

宿の敷地よりなだらかにつながる坂戸山の稜
線や、豊かな水に満たされた庭園を眺めなが
ら過ごしていただけます。天気の良い日には、
ぜひ屋外のテラスでおくつろぎください。

2 IRORI Lounge 囲炉裏ラウンジ

レセプション奥にある白い囲炉裏は、ryugonのランドマークです。秋から
春までは、囲炉裏のあたたかなゆらぎを眺めながら過ごしていただけます。
焼き菓子やスナック、ドリンク類を用意して
います。ぜひ、囲炉裏の周辺に腰掛けてお
くつろぎください。壁際のブックシェルフに
は、ryugonがセレクトした書籍を置いてい
ます。幅広いジャンルから雪国文化にちな
んだ本を集めました。ぜひご覧ください。

地元、新潟県の手仕事や食品などつく
る人の背景が見える商品を中心に、季
節毎に旬のものをセレクトしています。
この地域の食材を使ったご飯の供や
地酒、ジュースなども取り揃えていま
す。宅急便の受付は、こちらへどうぞ。

“雪国の珠玉の手仕事を、旅の記憶に”
9：00 ～ 18：00

9 SHOP 売店・セレクトショップ

〒949-6611  新潟県南魚沼市坂戸 1－6
TEL 025-772-3470  FAX 025-772-2124

・・・・・・・・・・・・・・・ 15：15－15：45
● 越後湯沢（HATAGO井仙）発 → ryugon行

・・・・・・・・・・・・・・・ 11：00－11：30
● ryugon発 → 越後湯沢（HATAGO井仙）行

シャトルバス運行時間 予約制

越後湯沢エリア・南魚沼エリアのご紹介

昔ながらの旅籠を現代風にリノ
ベーションした温泉旅館。越後
湯沢駅前に位置し、旅の玄関口
でもあります。ryugonの送迎バ
スの発着地点です。

旅と旅の間に、HATAGO

■ 越後湯澤
　 HATAGO井仙

■ 魚沼キュイジーヌ料理
　 むらんごっつぉ
HATAGO井仙の２Fに位置するレス
トラン。お料理を通して雪国の食文
化や旅を表現する雪国ガストロノ
ミーをご提供しています。
【営業時間】
ラ ン チ▶11：30～14：30（L.O.14：00）
ディナー▶17：30～または19：30～の予約制
＊水曜日定休　＊ランチ、ディナーともにコース料理のみ

契約農家直送の魚沼産コシヒカ
リをはじめ、地元メーカーと共
同で開発をした味噌や醤油、オ
リジナルの日本酒などを取り
扱っているセレクトショップで
す。併設のカフェには名物「湯澤
るうろ」や「温泉珈琲」などがご
ざいます。
【営業時間】
9：00～18：00　＊無休

■ 越後湯澤 んまや ■ ちゃわんめし たっぽ家
道の駅南魚沼にある食堂です。お
米は毎日釜戸で炊きたてをご用
意。季節ごとに変わる定食メ
ニューから、定番のどんぶり、そ
して手軽にコシヒカリを味わえ
るちゃわんめしまでお米のさま
ざまな食べ方を提案しています。
【営業時間】
10：00～18：00（冬季は17：00）
＊不定休

ryugonの過ごし方

■ 土間クッキング
開催時間 11：30～13：00 参 加 費 3,850円（税込）
ランチを召し上がりながら雪国の郷
土料理を地元で暮らすおばあちゃん
と一緒に作る土間クッキングクラ
ス。料理と人に触れながら雪国の食
文化や知恵を感じていただけます。
＊3日前までの予約制（2名様以上で開催）

■ 煎餅焼き体験
開催時間 13：00～20：00 ご 料 金 880円（税込）
田舎らしさを感じる囲炉裏で煎餅焼
き体験はいかがですか。普段の生活
では感じることのない、ほっと落ち
着く空間があります。

■  e-bikeツアー

午前（9：00～12：00）/午後（13：00～16：00）/
1 日（9：00～16：00）

半 日

１ 日

宿泊者

1,100円（税込）
1,650円（税込）

ryugon周辺は自然豊かな山々や田園風景が
広がっております。季節によってかわる風景や
風の匂いなど、体を動かしながら感じてみては
いかがでしょうか。セルフガイドアプリもつけて
出かければ主要スポットでガイドも楽しめます。

一　般

1,650円（税込）
2,750円（税込）

ryugon館内の雪国をテーマにしたアート
作品の紹介やryugon周辺のガイドコンテ
ンツなど、アプリを使って音声ガイドが楽
しめます。
＊ご宿泊のお客様には無料で貸出

1時間

4時間

ご 料 金 一　般

550円（税込）
1,100円（税込）

宿泊者

無 料
無 料

■ セルフガイドツアー

ご 料 金
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室町時代に建立されたと言われる
由緒ある曹洞宗のお寺。本堂の奥に
座禅堂や二階から庭を眺められる
スペースもあります。時間を忘れて
ゆっくりと過ごしたい場所です。
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きれいに見えます   

5合目
ベンチがあります
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坂戸山山頂

銭淵公園
緑に囲まれた池の周りを
散策。茶室のベンチに
座ってボーッとするのも
贅沢な時間。桜の季節は
ライトアップして夜桜も
楽しめます。

view

山頂まで
急な階段

登山口の
案内板

7合目

ryugonが見えます

view
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坂戸山
住民に親しまれる坂戸山。
標高634mの山頂まで1時間
前後で登れます。山頂付近
の尾根からはryugonや魚沼
のまちなみを見渡せます。

ryugon

魚野川

泉
田
橋

八坂神社

八幡神社

鹿小屋

セブンイレブン
南魚沼早川店

㈱竹治郎

291

17

六
日
町
大
橋

坂
戸
橋

美
佐
島
橋

六日町駅
六日町駅

至 六日町IC・長岡

至 湯沢町・東京

JR上越線

雪国のアーケード

雪に強い形をしたかまくら倉庫。雪国
ではよく見る建物ですが、ここの
かまくら倉庫は白くてサイズも小さく、
かわいい。

かまくら倉庫

この地域の雪は、水分を多く含んだ粘り
気があるくっつきやすい雪です。雪の
性質に合わせた建物を探してみるのも
楽しい。

雪国の建物

歩道に突き出している屋根を「雁木」と呼び
ます。雁木は、この地域の人々の思いやりが
形となったもの。皆が暮らしやすいように
という想いがこもっています。

日常の何気ない風景にも「雪国ならでは」
が隠れています。縦型の信号機もその
一つ。縦型の信号機の秘密を考えながら
街歩きをしてみてください。

縦型の信号機

「こうりんぼう」は、南魚沼の舟運を担って
いた船の名前です。実際の船も展示されて
います。足湯もあるので街歩きの休憩処に
いかがでしょう。

こうりんぼうの館

魚野川は南魚沼を流れる信濃川の支流
です。夏場には、鮎や岩魚などの川魚を
釣る人が多く訪れる場所です。

魚野川

六日町商店街の中心エリアで、
多くのお店が集まった場所です。
酒屋さんや漬物店、スーパーなど
もあります。

六日町商店街

田んぼ風景、昔ながらの
集落が広がるエリア
です。春夏秋冬を通じて
様々な風景を楽しめる
場所です。

雲洞集落自然や歴史散策にオススメのエリア
です。ryugonから坂戸山登山口まで
は１kmの平坦な道です。

坂戸山
５km（２時間30分）

４km（50分）

８km（１時間30分）

POPGuideは多言語に対応したナビ
ゲーション&音声セルフガイドソフト。
ryugon周辺の観光スポットやお勧め
ルートをナビゲートしてくれます。

POPGuideをもって
散策に出かけよう！

ポ ッ プ ガ イ ド

現在位置

観光スポットとお店

お勧めルート

周辺観光&
お勧めルートの説明

魚野川ウォーキングルート
３km

魚野川ランニングルート
５km

雲洞集落ランニングルート
10km

…ビュー・撮影スポット

ランニングはいかがですか？
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表紙の裏側


