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［開館時間］午前9 :00〜午後5 :00
［休 館 日］年末年始

Sugidama

〒390-0811 長野県松本市中央2丁目9番15号

TEL・FAX （0263）
36-3053
U R L http://www.mcci.or.jp/www/kurassic/
E-mail kurassic@po.mcci.or.jp

2-9-15 Chuo, Matsumoto, Nagano 390-0811

E

ver since the Edo period, Nakamachi, the town in which this
building is located, has prospered as the backbone of the
castle town of Matsumoto. It used to feature many large stores as it
formed a part of the Zenkoji Kaido (an old road connecting
Nagano’s Zenkoji Temple to Matsumoto).
Though most of Nakamachi was destroyed in the big fire of 1888,
many highly fire-resistant kura-styled (earthen walled) buildings
were built in response. As a result, the town developed its own
unique atmosphere with its black and white “namako-kabe” walls,
(a white mortar grid pattern on black tiles) and with its
concentration of merchants, machiya (traditional townhouses) and
people, Nakamachi Street developed.
As the Kura Town, Nakamachi maximizes the remaining scenery of
its characteristic townscape, while also working to renew it with its
many folk art and craft shops.

Hours : 9:00−17:00
Closed : December 29− January 3
On foot : 10 min from Matsumoto Station
By bus : Take Town Sneaker Eastern Route
get oﬀ at Kurassic-kan bus stop

昔懐かしい「手漕ぎ式」ポンプ井戸は、
中町一の人気者。地下 25m からくみ
上げる水は、年間を通して15℃
Nostalgic well with a “Hand pump"
The temperature of pumped up water
from 25m under the ground is a constant
15°C through the year.

信州・松本

中町

You might notice a spherical object
hanging under the eaves of the main
building. It is a sugidama, a ball made from
cedar boughs that traditionally indicated
that sake has been recently brewed. The
sugidama here is on display year-round.

Matsumoto, nagano

蔵シック館

・

NAKAMACHI KURASSIC-KAN

松本中町蔵の会館

江

戸時代より繁栄した松本城下町は、善光寺街道とそこ
から分岐する野麦、千国の両街道に沿って形づくられま

した。当館の位置する中町は、その骨格となる善光寺街道筋の
街として本町、東町とともに「親町三町」の一つに数えられ、大
店が軒を連ねていました。
中町は明治 21年の大火によって町屋の大半を焼失しましたが、
その教訓から耐火性の高い土蔵造りの建物が相次いで建てら
れました。その結果、白黒の「なまこ壁」が独特の雰囲気を醸
し出す街が生まれ、商家や町屋が密集して人通りの多い中町通
りを形成していきました。今なお残る往時の景観を「蔵のある
まち」として活用し、民芸や工芸の店が軒を連ねる新しい街づく
りが進められています。

こ

の建物は、中町に隣
接する町にあった造

一歩 中 に 入 る と ︑そこは

﹁別 空間 ﹂

り酒屋の母屋・土蔵・離れの
三棟を移築し平成８年に開館
しました。
母屋・土蔵は明治２１年に建
てられたといわれ、離れは大
正12年に増築されました。そ
の当時松本の城下町は、豊
富な湧き水を生かした酒産業
が盛んでした。
母屋の間取りは間口から見る
と左より土間・板の間・座敷
の三つに分けられます。移築

にあたり一部の間取りや材料等を変えて、貸し館として文化と憩い
の場となり、現代に甦りました。土間の上部の吹き抜けの豪快な梁
組や座敷などは昔のままに復元されています。
移築再生された建物は、公募によって「中町・蔵シック館」と愛称
がつけられ、松本城下町の観光スポット「中町」のシンボルとなって
います。

C

onsisting of three
buildings, the main
house, a storehouse, and another
separate building, this complex
was a sake brewery that was
located in the town next to
Nakamachi, from which it has
been shifted.
The main house and the storehouse are said to have been built in 1888
(Meiji period), while the separate building was added in 1923 (Taisho
period). At that time, the sake brewing industry was thriving in
Matsumoto, making good use of its abundant spring water.
Facing the main house, its layout can be seen as being divided into three
sections; the doma (an earthen floored area), the itanoma (a wooden
floored area), and the zashiki (a tatami mat floored area). The layout was
partially altered when the building was shifted, and the building now
functions as a rentable space with a cultured and relaxed atmosphere.
The inspiring beam structure of the double height ceiling above the doma
area, along with the zashiki and other area have been restored as they
originally were.
This relocated and refurbished building was given the nick name
“Nakamachi Kurassic-kan” which is a word coined from; Kura (earthen
walled storehouse) and Classic (-kan means Hall). It’ s a landmark of
“Nakamachi” , and a tourist spot of the castle town of Matsumoto.
Please feel free to look around inside the building. Admission is free.

２階建ての土蔵は、茶房として生まれ変わりま
した。蔵造りの建物に松本民芸家具がマッチ
し、重厚で落ち着いた空間を創りだしています。
季節で移りゆく中庭の風景を眺めながら、くつ
ろぎのひと時をお過ごし下さい。
［ T E L ］ 0263-87-7723
［営業時間］ 10：00 17：00（4月〜10月）
10：30 16：00（11月〜3月）
［定 休 日］ なし（12/29〜１/３お休みします）
［席
数］ 38席（1階24席 2階14席 全席禁煙）
［駐 車 場］ 提携駐車場サービスあり
▼ ▼

日 常 を 忘 れ る

蔵シック館
中町・

奥まった静けさに

（100m東「中町蔵のある街駐車場」）

Hours : 10:00 −17:00 (April - October)
10:30 −16:00 (November - March)
Closed : December 29 −January 3
Capacity : 38 (All seats are non-smoking)

緑茶と和菓子
Green tea and Japanese confectionery

