
79 July 2017

100年後もKURAの町
〜変わりゆく蔵の町 須坂を巡る〜

江戸時代は須坂藩の城下町として栄え、大笹街道と谷街道が交差する分岐点として物流の中継地に、
そして明治から昭和初期にかけては製糸業で隆盛を極めた。

市街地に現存する蔵は明治から昭和にかけて建築されたものが多く、
その建物は今も変わらぬ景観を保ち、商店や美術館、博物館などへと生まれ変わった。

100年後も当時の面影を残す〝KURAの町〟古き教えを守りながら新しいエッセンスを取り入れた須坂をめぐってみよう。
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麹、油、蚕糸、呉服商などを営む豪商として、幕末まで町年寄や須坂藩の御用
達を務めた小田切家。30年ほど空き家になっていた住宅を創建期に近い形で
修復し、製糸業で栄えた頃の須坂の歴史や建築様式、暮らしぶりを伝える場所
として昨年7月に開館。製糸業が盛んだった当時を偲ぶ建物には部屋ごとに趣
があり、須坂における器械製糸の発祥の地といえる水車小屋には水車が再現
された。座敷の一部を開放したカフェスペースでお茶とともにゆったりとした
ひとときを過ごすのもいい。

小田切家ゆかりの品々
の展示や企画展などが
行われる三号土蔵。床
には青い陶板が敷き詰
められモダンな雰囲気

1_ぼたもち石を土台とした石橋の
ある豪壮な門構え。長屋門と石橋
がともに現存するのは須坂市で唯
一。現存する建物のほとんどは、須
坂騒動で打ちこわしにあい、明治
時代に小田切辰之助が再建した　
2_塗り屋造りの主屋は、茶の間、
座敷、奥座敷をはじめとした約100
畳の開放的な空間。各種講座、体
験イベントなどが行われる　3_茶
の間や縁側など座敷の一部を開放
した空間でひとやすみ。抹茶と和
菓子（500円）。ほかにドリンク＋お
菓子セット（200円）もあり

3須坂市春木町423-1　Z026-246-2220
09 ～17時（1～ 2月は9時30分～16時30分）　1木曜（祝日の場合は開館）
w300円、中学生以下無料　qあり（市営駐車場、旧越家住宅駐車場）　p不可

旧小田切家住宅
きゅうおたぎりけじゅうたく

製糸業で栄えた往時の暮らしが甦る

1

墨坂神社のお膝元、明治15年（1882）年創業
の老舗割烹料亭。「銀を鉛にしない」をモットー
に、料理の伝承など伝統的な技法をふまえなが
らも新しい感覚に磨きをかけ、須坂の歴史とと
もに歩む「割烹 能登忠」。高級旅館のような佇ま
いは敷居の高さを感じてしまうが、懐石料理に
親しんでほしいと、旬の素材を生かし丹念に作
られた料理を昼は華篭のランチ3000円～（消
費税別）、昼・夜の会席は6000円～（奉仕料・消
費税別）と良心的な価格でいただける。

1_数寄屋造りの佇まいは夜
になるとさらにしっとりとし
た雰囲気に　2_風情ある店
内は個室のみで、時間を気に
することなく料理を堪能でき
る。格式ばらず気軽に日本料
理が楽しめる　3_一歩門を
入った瞬間から、静寂な空間
が流れ、歴史を感じさせる　
4_ゆっくりくつろげる5室あ
る部屋は、2名から30名ま
で利用可能

写真は夜の会席メニューの一部。ダシや食
材にこだわる至極の料理が並ぶ。遠藤酒造
場や楠わいなりーといった地酒とともに

3須坂市横町304　Z026-245-0053
011～ 21時　1不定　q15台　p可

割烹 能登忠
かっぽう のとちゅう

須坂の歴史とともに歩む
目にも美しい懐石料理
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昼はランチ、夜は充実したイタリアンのおつまみとお
酒。居心地のよさと気さくなスタッフの対応についつい
長居してしまう

1_ランチは1300 ～ 1400円（サラダ
バー・ドリンクバー付き）。写真は釜揚
げしらすとレモンのピザ、タコミンチの
トマトソース　2_「店先に花があると
いいな」というリクエストで植えられた
花々。すべて男性スタッフの手によっ
て育てられている

須坂駅から徒歩5分。406号線を歩いていると一際目をひくサーモンピンクの外観。昼は旬の食
材を使ったピッツァやパスタのランチで、夜は本格洋風料理とお酒が楽しめるバルで賑わう。ラ
ンチにはサラダバーとドリンクバーがついており女性に大人気。カウンター &テーブル席の奥に
は座敷の個室があり子連れでも周りに気兼ねなく食事が楽しめる。

3須坂市南横町1637　Z026-246-6650
011時30分～14時LO、17時30分～ 22時30分LO　1不定　q8台　p不可

Kitchen & Bar SABO。
キッチンアンドバー サボ

見て可愛い食べて美味しい新たな須坂のランドマーク
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須坂藩の献上酒「養老正宗」を醸す蔵として、江戸時
代末期・元治元年（1864）年創業の蔵元。北信濃の小
さな蔵から醸された、代表銘柄〝渓流〟〝朝しぼり〟は
モンドセレクションで常に賞を獲るなど、あくなき品
質の追求に努める。須坂藩第13代藩主、堀直虎公の
名を冠した純米吟醸生原酒「直虎」は、味づくりに4
年の歳月をかけた逸品。華やかな香りと穏やかな酸
味とさらりとした口当たりが魅力。

新規就農でぶどう栽培をはじめ、8年後に念願の「楠わ
いなりー」を設立した楠茂幸さん。2013年には初の自家
醸造ワイン3点が、長野県原産地呼称管理制度認定のワ
インとなり品質のよさが証明された。2016年軽井沢で開
催されたG7交通大臣会議の歓迎レセプションのワイン
として「シャルドネ2014」が採用、2017年4月には、国
際ワインコンクールで「吉祥ブラン・ド・ブラン」が銀賞を
受賞したりと品質の高さが証明された注目のワイナリー。

3須坂市大字須坂29　Z026-245-0117
08時30分～17時　1元日　q5台　p可

3須坂市亀倉123-1　Z026-214-8568
010 ～16時　1木曜　qあり　p可

遠藤酒造場
えんどうしゅぞうぞう

楠わいなりー
くすのきわいなりー

伝統を重んじ進化する
須坂の日本酒

品質良き須坂ブランド 須坂を代表する蔵元・ワイナリーへ

北信州の土地と気候が育む
高品質ワイン

1_人気の「直虎」は720ml・1410円、1800ml・2648
円。数量限定で販売されている　2_好みのお酒は常
時約30種類の日本酒が無料試飲で選べるのが嬉し
い　3_IWC（インターナショナルワインチャレンジ）
2017「SAKE部門」にて、Great Value Sake賞に
輝いた「渓流 蔵囲い」（1800ml・1615円）　4_現
在の店舗は須坂藩の奥付門であったと伝えられ、
陣屋の名残をとどめる貴重なもの

なつかしい学校の椅子や机
が置かれた店内。ほかに座敷
席もある

たっぷりの九条ネギに豚バラを巻
いて炭火焼きにした「ネギ泥棒」

（600円）は人気メニュー

やわらかな明かりが灯る夜の枠屋。続々と来店客が訪れる

炭火で香ばしく焼かれる様子を見ながら、ひとり飲み
もできるカウンター席

うだつ造りの残る町家をリノベーショ
ンした枠屋

まちめぐりMAP

シャルドネ2014
熟成樽（4320円）

G7交通大臣会議の
歓迎レセプションに
採用。トロピカルフ
ルーツの甘い香りに
複雑で濃厚な風味

吉祥ブラン・ド・ブラン
（4320円）

ワインの女性プロのみ
850人が審査員の国
際ワインコンクール「第
11回フェミナリーズ 世
界ワインコンクール」
で銀賞を受賞した

ピノ・ノワール
（3456円）

ワイン専門誌「ワイ
ナート」の日本のピ
ノ・ノワール特集で
1位に選ばれた注目
の1本

フルーツ発泡酒の製造工程。湯の温度を調整しながら麦
芽を糖化させる作業が念入りに続けられる

この夏、須坂産果汁を使ったフルーツ発泡酒が誕生する。5
月に発泡酒製造免許の許可が下り商品の製造を始めた。製
造過程での温度管理や衛生管理に細やかに対応しながら商
品化に向けて奮闘中。当面は須坂市内の飲食店や温泉施設
などで樽で卸して販売する予定。まずは須坂市産りんご・ふじ
から始める。フルーティな味わいの発泡酒の発売に期待大！

〝須坂発〟フルーツ発泡酒が今夏誕生
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1_ショップではテイスティ
ングしながら好みの1本が
探せる。説明を聞きながら
飲むワインはより味わい深
い　2_住宅地の小高い丘
に建つワイン色の看板が
目印の建物。芝や木々の緑
と青い空が可愛らしい建物
を際立たせている12
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旧小田切家住宅旧小田切家住宅

Kitchen & Bar
SABO。
Kitchen & Bar
SABO。

能登忠能登忠

遠藤酒造場遠藤酒造場

楠わいなりー楠わいなりー

妻壁が母屋の棟より高い「うだつ造り」の貴重な建物。製糸業
が盛んな時代に生糸を巻く糸枠を作っていたことから、地元で
長年「枠屋」の名で親しまれていた町屋をオーナーの阿部洋さ
んが「わざわざ店等開設支援事業」を利用しリノベーション。炭
火焼きのダイニングへと生まれ変わった。小学校の机や椅子、
ブラウン管のテレビが店内のレトロな雰囲気を演出。目の前で
焼かれる炭火焼き料理と温もりある雰囲気が人気の枠屋の夜
は、楽しげな笑い声にあふれている。

3須坂市新町614-2　Z026-247-8020
017 ～ 23時　1日曜、祝日　q10台　p不可

枠屋
わくや

生糸を巻く枠屋が大人気
炭火焼きダイニングに

枠屋さんも利用した「わざわざ店等開設支援事業」は、空き店舗
の活用と、にぎわいの創出、地域活性化のため創業者を応援す
る事業のこと。店舗開設のための改修費の補助や家賃補助など
須坂市が新規出店に向けて支援してくれる制度。これから須坂
市にお店を出したい！と考えている方は一度相談してみては。

わざわざ店等開設支援事業とは

x須坂市産業振興部 商業観光課 商業・新サービス産業係
Z026-248-9005

今回は須坂市産業振興部 
商業観光課の全面協力のも
と取材が行われた。写真は
商業観光課の皆さん。創業
を検討中の方のお助けマン
撮影協力：須坂市産業振興
部 商業観光課
ヘアメイク協力：Hair Make 
Powder（須坂市）

3

製造元（株）クルークダイニング　
3須坂市大字豊丘670-5　Z026-214-6225


