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※縮尺はイメージです。

検 索詳しくはコチラをチェック！ 本物の出会い 栃木パスポート

パスポートを
見せて
“おもてなし”を
受けよう！

スタンプラリーに
参加して
抽選で素敵な
賞品をGET！

ステージアップで
賞品がもっと
豪華に！

栃木県公式観光アプリ
「とち旅」を
ダウンロード！

1st
ステージ

2nd
ステージ

3rd
ステージ

当パンフレット内の
このマークが
付いた施設で
特典を受けられます。

STEP.1 STEP.4STEP.2 STEP.3

DLは
こちらから！

アクセスマップ

有効期限：令和5（2023）年3月31日まで

電子版

栃木県内の観光施設や宿泊施設、飲食店など
約1,000ヶ所の“おもてなし施設”で使える「栃木パスポート」。

各種割引やプレゼントなど、さまざまな“おもてなし”が
栃木の旅をさらに盛り上げてくれます。

パスポート アプリ

※当ガイドブックに掲載されている情報は2021年10月1日現在のものです。内容の変更や臨時休業などでご利用できない場合があります。予めご利用の際にご確認ください。※写真やイラストは全てイメージです。実物とは異なる場合があります。また、掲載されている地図の位置や縮尺、所要
時間などはおおよその目安となるものです。※掲載の各観光施設や体験、イベントなどの開催日時、花の開花時期、季節商品の販売時期等は変更になる場合があります。予め出発前にご確認ください。※掲載の電話番号は、各施設の問合せ用のため、現地の番号と異なる場合があります。
カーナビ等での位置検索で実際とは異なる場所を示す場合があります。※当ガイドブックで掲載された内容により生じたトラブルや損害等については、補償いたしかねますので、予めご了承願います。

「本物の出会い 栃木」観光プロモーション協議会
「本物の出会い 栃木」観光プロモーション協議会事務局（栃木県観光交流課内）

8:30～17:15（土日祝日を除く） https://www.tochigiji.or.jp/
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本物の
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冬の
サービスエリア・パーキングエリアへ Let's Go!

この冬は、高速道路を使って栃木県内の

上河内SA(下り) フー
ドコート

佐野SA(下り) フー
ドコート

上河内SA(下り) 九
尾レストラン

佐野SA(上り) フー
ドコート

上河内(上り) フードコ
ート

上河内(上り) フードコ
ート

那須高原(上り) テラ
スレストラン

那須高原SA(上り) テ
ラスレストラン

那須高原(下り) フードコート・芽
吹きコーナー

豚きっきスープ餃子定食
880円（税込）

宇都宮餃子の豚きっきをスープ仕立てにした
定食です。餃子１０個、白髪葱、糸とうがらし
、焦がし葱を具材に塩スープでお召し上がりく
ださい。また、自家製ラー油付きですので是非
味変してみてください。スタッフお奨めです。

三元豚のロースカツ定食
1,200円（税込）

三元豚ロース肉に、粗めなパン粉を
付けサクっと揚げました。ロースカツは
200ｇとボリューム満点で、ソースは
ブレンドし少し甘めの自家製ソース、
揚げ立てをご提供しております。

那須の三元豚と野菜の
カレーうどん 980円（税込）

那須の三元豚のお肉を野菜と一緒に体温まるカレーのスープでお楽しみ下さい。

スープは那須高原のジャージー牛乳と味噌
をブレンドしたオリジナルで、麺との相性も
抜群な牛乳味噌ラーメンです。

ジャージー牛乳の
那須ラーメン 1,100円（税込）

那須御養卵の月見カレー
うどん・そば　　750円（税込）

オリジナルの麺つゆとオリジナルカレーソース
に、甘みが強く味が濃い那須御養卵が加わり
極上のハーモニーを奏でる、寒い日に嬉しい
あったかメニューです。

カニと白菜のクリーム
あんかけ炒飯　980円（税込）

栃木県産牛乳と国産紅ずわい蟹を使用した
贅沢なメニューです。
あつあつあんかけが冬にぴったりです！

那須のチーズカレー
そば・うどん　  750円（税込）

那須のチーズ工房から直送されるとろけるチーズ
とオリジナルカレールーが絶妙な味わいを醸
し出し、心までホッと温まる麺メニューです。

那須三元豚の
豚汁定食 750円（税込）

那須三元豚を使用したあったか豚汁と黒毛和牛のコロッケ、寿司職人
直伝の厚焼き玉子がセットになったコスパ最強定食です。

那須豚のパーコー麺
1,100円（税込）

カラッと揚げた那須豚の竜田揚げを、麺の上に
1枚どーんと載せています。あっさり醤油スープ
とのバランスが絶妙で箸が進みます。

九尾鍋焼きうどん膳 1,406円（税込）

鶏せせり、干瓢、しみコンニャク、黒豆入り
のみぞれ風鍋焼きうどんです。生姜ご飯に蒸
し餃子、季節の小鉢付きです。

上河内SA(上り) 
フードコート

朝日森天満宮
（佐野市）

湯西川温泉かまくら祭
（日光市）

真岡のいちご
（真岡市）

那須高原りんどう湖
ファミリー牧場（那須町）

鷲子山上神社
（那珂川町）

2 0 2 2

1 . 1 - 3 . 3 1
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身体の芯から温まる温泉、
きらめくイルミネーション、
雪や花の大自然、
真っ赤ないちご。
暖かく、甘くつつまれる
冬の栃木旅に出かけよう。

あしかがフラワーパーク／県南エリア・足利市
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MAP

このマークのある店舗は
お持ち帰りができる
メニューがあります。

状況によりイベントなどが中止･延期す
る場合がございます。店舗･施設は臨時
休業する場合がございます。詳しくは各
主催者･施設等にお問い合わせください。

イベント中止や
施設休業について

栃木県には
観光いちご園がいっぱい！

いちご狩り1回又は2,000円以上購入で1スタンプ、
3スタンプ集め応募いただいた方から抽選で75名様
に来シーズンのペア入園無料券をプレゼントします。
※スタンプ台紙は、マップに掲載、HPからの印刷　
使用もできます。

2021年12月～2022年5月15日（日）期 間

2022年1月24日（月）～30日（日）期 間

2022年１月24日から7日間、日光市を舞台に冬季
大会が開催されます。全競技の観戦は国体チャン
ネルで。詳しくは公式ホームページをチェック！

「いちご一会とちぎ国体
冬季大会」開催

公式ホームページは
コチラ！

いちご生産量日本一の栃木県は、いちご狩りを
楽しめる観光農園が県内各所に点在。
とちぎの観光いちご園は、お客様が安心・安全に
利用できるよう感染症対策もバッチリ！
旅先が決まったら観光いちご園をチェック♪

TOPICS

INDEX

アプリ！

※当パンフレット内のこのマークが付いた
　施設で特典を受けられます。

栃木県内の観光施設や宿泊施設、飲食店など約1,000ヶ所の“おも
てなし施設”で使える「栃木パスポート」。各種割引やプレゼントなど、
さまざまな“おもてなし”が栃木の旅をさらに盛り上げてくれます。

【電子版】令和5（2023）年3月31日まで有効期限

「とち旅」
アプリで

パスポートGET！

スタンプラリー
に参加して
素敵な賞品を
GET！

ステージアップ
で賞品が
もっと豪華に！

パスポートを
見せて

“おもてなし”を
受けよう！

鬼怒川温泉
ライトアップ＆イルミネーション
in 東武ワールドスクウェア
ZEN RESORT NIKKO
mekke 日光郷土センター
［日光彫体験］
日光の地酒
Nikko Craft Shop 87
雲竜渓谷氷瀑トレッキングツアー
日光ストロベリーパーク
星降る夜の日光
瀧尾神社
日光サウナリゾート
奥鬼怒温泉
第29回湯西川温泉かまくら祭
第18回わたらせ渓谷鐵道
各駅イルミネーション
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日光 エリア
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とて焼
矢板武記念館
［シダレザクラライトアップ］
WASHIN BOOK CAFÉ
天鷹酒造
Nenn NASUKOUGEN
板室温泉
八方ヶ原ナイトスノーシューツアー
塩原温泉街･光のイベント
那須高原りんどう湖ファミリー牧場
大雄寺 ［坐禅体験･写仏体験］
塩谷のトマト鍋
とうがらしラーメン
那須岳スノーサイクリングツアー
星ふる学校 くまの木
［ほしぞらタイム］

那須 エリア
井頭温泉チャットパレス グランピング
益子焼陶芸体験
井頭観光いちご園 いちご狩り
妖精の森 ミツマタ群生地（焼森山）
ツインリンクもてぎ 
［森と星空のキャンプヴィレッジ］
HagaFarm＆Glamping
観音山梅の里 梅園『梅まつり』
道の駅はが アイスクリーム工房
「はがジェラート」
芳賀いちご園
大畑武者絵資料館
益子ポタリング
和風カフェレストラン 益子の茶屋
botanical candle Luz
道の駅もてぎ
［たっぷりフルーツの米粉パンケーキサンド］
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県東 エリア県南 エリア
あしかがフラワーパーク ［光の花の庭］
朝日森天満宮
スローライフリゾートいちごの里［いちご狩り］
足利市制100周年記念特別展
戦国武将 足利長尾の武と美
―その命脈は永遠に―
Café＆Dining KONOKA
みぶストロベリーファーム
しもつけ彩風菓 松屋 ［いちご大福］
和食処ふみ ［れんが窯めし］
御城印「祇園城」「鷲城」「中久喜城」
天平の丘公園
万葉自然公園かたくりの里
嘉右衛門町伝統的建造物群
保存地区拠点施設｢ガイダンスセンター｣
Gelato&Caffe いざわ苺園
TOWN-NOGIイルミネーション2021
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県央 エリア
烏山和紙会館
若竹の杜 若山農場
［Bamboo Winter Lights 2021］
道の駅たかねざわ 元気あっぷむら
白鷺神社 ［わんわん御朱印］
第十九回氏家雛めぐり
SlowFood SlowCafe ブルージュ
鷲子山上神社
BELL TERRACHE OYA
島崎酒造 どうくつ酒蔵
とちおとめカクテル
808 GLASS
節分祭
那珂川 光のイベント
上永野 蝋梅の里
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疲れた心身を優しく癒やす「温泉」、知的好奇心をく
すぐる「歴史・文化」、とっておきの「花」や「自然」、幸福
感に満たされる魅惑の「食」のオアシス。栃木県には
春夏秋冬の季節を変えて、何度も楽しめる魅力的な
コンテンツがたくさん！「本物の出会い 栃木」YouTube
チャンネルでは、そんな栃木県の魅力を発信する動画
を配信しています。

「本物の出会い 栃木」
YouTubeチャンネル2004年、TBSドラマ「美少女戦士セー

ラームーン」セーラールナ役でデビュー
し、数々のドラマで活躍。現在、YouTube
チャンネル「となりのこいけ」配信中。
2020年度の防衛省「予備自衛官制度」
の広報ポスター・動画のイメージモデル
を務め、また、とちぎ未来大使として
栃木県の魅力を県内外に発信してい
ます。

MODEL byMODEL byMODEL by

小池里奈

詳しくは
こちら！

栃木県の
観光いちご園情報は

コチラ！
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NIKKONIKKO

・日光市
  にっこう  し

KEN-TOU

NIKKO

KEN-NAN

KEN-OU

NASU

宇都宮

●所日光市中宮祠2482-1-27●交電車：JR日
光駅または東武日光駅からバス約45分＋
徒歩約５分／車：清滝ICから約30分
☎0288-25-7070

中禅寺湖のほとりにオープンしたリゾート施
設のカフェダイニング。地元食材をたっぷり
使用した「農家さんのペペロンチーノ」や
「頂鱒のアヒージョ」などがいただけます。

ZEN RESORT NIKKO
      ぜん　              りぞーと　　　　  　にっこう

03

●所日光市御幸町591●交電車：JR日光駅また
は東武日光駅から徒歩約15分／車：日光IC
から約5分☎0288-25-5715

手鏡、ネームプレート、写真立ての中から
選び、好きな柄を彫る日光彫体験が気軽
に楽しめます。施設内ではコワーキング
スペースの利用や折り畳み電動アシスト
自転車等のレンタルも可能。

mekke 日光郷土センター 
［日光彫体験］

　　  めっけ  　　 にっ こうきょう ど　

 　  にっ こう  ぼり たい  けん
04

●期開催中～3/27（日）※開催日時はHPを
ご確認ください。●所日光市鬼怒川温泉大原
209-1●交電車：東武ワールドスクウェア駅か
ら徒歩すぐ／車：今市ICから約20分
☎0288-77-1055

1/25の縮尺で再現された世界の有名
建築物を幻想的にライトアップ。「台湾ラ
ンタン」の作品や2021年4月に新登場し
た「首里城」にも注目です。

ライトアップ&
イルミネーション 
in 東武ワールドスクウェア

　　　　　　　　　　　　　

いん  とう   ぶ

02

※一部
    施設

01

●所日光市鬼怒川温泉●交電車：東武鬼怒川温
泉駅から徒歩約5～30分／車：今市ICから約
25分☎0288-22-1525（日光市観光協会）

江戸時代に発見され当時は日光詣の僧
侶や大名だけが入ることを許された由
緒正しい温泉。お肌に優しいアルカリ性
の単純温泉でゆっくり温まろう。

●期開催中～5/下旬●所日光市芹沼3581●交電車：JR今市
駅または東武下今市駅からタクシー約10分／車：今市IC
から約10分☎0288-22-0615

日光エリアでは珍しい観光農園で
30分食べ放題のいちご狩り！とち
おとめやスカイベリーに加え、最新
品種とちあいかも収穫できるので
要チェックです。

●期１/下旬～２/中旬●所［集合］日光市所野1550-73●交電車：
JR日光駅または東武日光駅からバス約５分＋徒歩すぐ／
車：日光ICから約10分☎0288-53-3379（OnePlay-it）

女峰山、赤薙山を仰ぎながら稲荷
川沿いをトレッキング！たどり着いた
先には、結氷した落差約120ｍの氷
瀑や幅約100ｍにも及ぶ氷柱群、
氷壁などが現れる絶景ツアーです。

●所日光市今市531●交電車：東武上今市駅から徒歩約
3分／車：今市ICから約3分☎0288-21-0765

日光市今市の総鎮守であり日光男体山を開山し
た勝道上人の開基と伝わる古社。季節の花やイ
ベント等、月替わりのカラフルなデザインの御朱
印が人気です。

●期開催中～３/31（木）（予定）●所湯元温泉周辺、中禅寺湖
周辺、日光山内周辺、霧降周辺、足尾周辺●交場所により
異なる☎0288-22-1525（ライトアップ誘客実行委員会
〈日光市観光協会内〉）

日光の冬の澄んだ美しい星空を
楽しむイベント。おすすめの星空
観賞スポットの紹介と、5か所で
星カードの配布を行います。

●所日光市御幸町611-1●交電車：JR日光駅または東武日光
駅から徒歩約10分／車：日光ICから約５分
☎090-4665-7714

同じ敷地内のお花屋さんがオー
ナーの「日光のかわいいもの」を
集めたお土産雑貨屋さん。手ぬ
ぐいや益子焼など花をモチーフ
にした作品が並びます。
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●所日光市瀬尾3351●交電車：JR日光駅また
は東武日光駅からタクシー約20分／車：今
市ICまたは日光ICから約20分
☎0288-25-5209

日光の大自然に囲まれたサウナ施設。貸
し切りの樽型バレルサウナで温まったあ
とは地下水が湧き出る泉で冷水浴、大自
然の中で外気浴すれば極上の「ととのう」
体験が！テントサウナのレンタルも可能。

   
   幸
せに
つつ  まれる冬旅へ

日  光
NIKKO AREA

エ
リ
ア

日光市

日光市

日光市
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日光市

日光サウナリゾート
にっ こう

11

10

日光市

08 07

日光市

日光市

［渡邊佐平商店］●所日光市今市450●交電車：
東武下今市駅またはJR今市駅から徒歩約
10分／車：今市ICから約3分
［片山酒造］●所日光市瀬川146-2●交電車：東
武下今市駅から徒歩約10分またはJR今市
駅から徒歩約15分／車：今市ICから約3分
☎0288-22-1525（日光市観光協会）

日光連山から流れ出る良質な水を使用し
てこだわりの日本酒をつくる渡邊佐平商
店と片山酒造。仕込みが最盛期に入る
冬の酒蔵見学がおすすめです。

日光の地酒
 にっ こう　 　　じ　ざけ

05

日光市

●所日光市川俣●交電車：東武鬼怒川温泉駅か
らバス約95分＋徒歩約90分／車：今市IC
から約100分＋徒歩約90分※一部宿泊施
設から宿泊者向け送迎バスあり
☎0288-22-1525（日光市観光協会）

一般車両が通行できない秘境にある奥鬼
怒温泉。白いにごり湯や冬の時期ならでは
の雪見風呂など、非日常的な景色を目指し
て「関東最後の秘湯」に足を運んでみては？

奥鬼怒温泉
おく   き      ぬ    おん せん
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●期12/5（日）～2/28（月）●所日光市足尾町ほ
か●交電車：JR日光駅または東武日光駅からバ
ス約35分、間藤駅から列車に乗って鑑賞
☎0277-73-2110（わたらせ渓谷鐵道）

各駅で趣向を凝らしたイルミネーションが点
灯。色鮮やかな駅のホームに列車が入ってく
るのを見る、列車に乗って幻想的な旅を堪能
する、といった様 な々楽しみ方があります。

第 18回 わたらせ渓谷鐵道
各駅イルミネーション

だい　　　　かい   　　　　　  　　　  けい こく てつ  どう

かく えき
14

●期1/29（土）～2/28（月）の金土日月曜日
●所湯西川温泉街●交電車：野岩鉄道湯西川温
泉駅からバス約35分／車：今市ICから約70
分☎0288-22-1525（日光市観光協会）

沢口河川敷や温泉街で、ミニかまくらに
ロウソクのあかりが灯される、「日本夜景
遺産」にも認定されているイベント。

第 29 回 
湯西川温泉かまくら祭

だい 　　　　かい

  ゆ    にし  がわ おん せん　　　　　　　　　まつり
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ど
の
温
泉
に
行
こ
う
か
な
。

心
も
身
体
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Relax Time

澄んだ
冬の星空

ブルーの
アイテムが
かわいい

試飲で

好きな味を

見つけて！

あたたま recommendつつま recommend

鬼怒川温泉
   き     ぬ    がわ  おん せん

Nikko Craft Shop 87
　  にっこう　  　くらふと　 　しょっぷ　 　はな

雲竜渓谷氷瀑トレッキングツアー
うんりゅうけいこくひょうばく

日光ストロベリーパーク
 にっ こう

瀧尾神社
たきのお   じん じゃ

星降る夜の日光
 ほし   ふ　　　 よる　　   にっ こう

日光市

日光市

日光市

日光市

日光市

日光市

Tasty!

※一部
    施設

※一部メニュー

05 04※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。



NASUNASU

●所矢板市山田1080●交電車：JR野崎駅から
タクシー約10分／車：矢板ICから約20分
☎0287-47-7314
※営業日はＨＰなどをご確認ください。

古民家をリノベーションし、大谷石に囲ま
れたブックカフェ。薬膳カレーや矢板市
産のアップルパイを食べながら、ハンド
ドリップのコーヒーを片手に心落ち着く
ひと時を過ごせます。

WASHIN BOOK CAFÉ
わしん　　　　　  ぶっく　　　 　かふぇ
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●所大田原市蛭畑2166●交電車：JR西那須野
駅からバス約30分＋徒歩すぐ／車：矢板IC
から約30分☎0120-41-3959（蔵見学受
付番号）※要事前予約

有機日本酒造りのために、設備や道具に
こだわり抜いた酒蔵を醸造担当者のガイ
ド付きで見学できます。見学のあとはすっ
きりとコクがある辛口の日本酒を試飲♪

天鷹酒造
 てん たか  しゅ ぞう
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●期３/下旬～４/上旬（予定）●所矢板市本町15-
３●交電車：JR矢板駅から徒歩約1５分／車：矢
板ICから約10分☎0287-43-6218（矢板
市生涯学習課）

樹齢約190年のシダレザクラの開花時期
にあわせライトアップを実施。夕闇に浮か
び上がる幻想的なシダレザクラで一足早
いお花見気分を味わえます。

矢板武記念館
［シダレザクラライトアップ］

   や   いたたけしき    ねん  かん

02

※一部
    施設
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●所塩原温泉郷各所●交電車：JR西那須野駅から
バス約45分／車：西那須野塩原ICから約25
分☎0287-32-4000（塩原温泉観光協会）

那須塩原市産の牛乳と卵を使用した生地
に、とちおとめや地鶏のつくね等各お店で
個性的な具をつつんだ塩原温泉郷のご
当地フード。昔とて馬車に使われていた
ラッパ型のクラクションがモチーフです。

●期開催中～3/31（木）●所塩原温泉街（門前・古町地区など）
●交電車：JR西那須野駅からバス約45分／車：西那須野塩原
ICから約25分☎0287-32-4000（塩原温泉観光協会）

塩原温泉街のライトアップは紅
の吊橋・塩原もの語り館、門前
温泉街、湯っ歩の里の３つのエ
リアに分け竹灯籠やイルミネー
ションをメインに開催します。

●期2/上旬（予定）●所［集合］矢板市下伊佐野991-3（山の駅
たかはら駐車場）●交電車：JR矢板駅からタクシー約35分／
車：矢板ICから約40分☎0287-47-4267（Omuche）

冬の星空を見ながらスノーシューハイキング！地元の
方にもあまり知られていないような八方ヶ原の穴場
スポットを、ガイドさんと一緒に散策します。

●所大田原市黒羽田町450●交電車：JR那須塩原駅からバ
ス約45分＋徒歩約10分／車：矢板ICから約40分
☎0287-54-0332※要事前予約

600年以上の歴史を持ち、境内の
７つの茅葺きの伽藍は、国の重要
文化財に指定されています。坐禅
や写経、写仏体験は、初心者でも
丁寧にやり方を教えてもらえます。

●所那須町高久丙414-2●交電車：JR黒磯駅からタクシー約
20分／車：那須ICから約10分☎ 0287-76-3111
※休園日はHPなどをご確認ください。

りんどう湖を中心とした大自然に
囲まれたレジャー施設で、牧場や
アトラクションなどを体験！2021
年夏に登場した新しい観覧車か
らは那須高原を見渡せます。

●所那須塩原市板室●交電車：JR那須塩原駅からバス約50
分／車：黒磯板室ICから約25分☎0287-62-7155（黒
磯観光協会）

那珂川の上流にあり、温泉の効能
が高いことから「下野の薬湯」と呼
ばれています。綱につかまり、深めの
浴槽に浸かる「綱の湯」など古くから
伝わる入浴方法を体験できます。

06

●期2/13（日）（予定）●所塩谷町船生3733-1
（道の駅湧水の郷しおや）●交電車：JR矢板駅
からタクシー約30分／車：矢板ICから約20分
☎0287-45-2211（塩谷町産業振興課）

塩谷町産のトマトを使用し、1000人鍋で豪
快に、繊細な味のトマト鍋をつくり販売。トマ
トのほかに地元産の野菜やチーズなども
入った、寒い冬にぽかぽか温まるお鍋です。

   
   幸
せに
つつ  まれる冬旅へ

矢板市
矢板市

09

那須町

11

10
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矢板市

大田原市

大田原市

大田原市

●所那須町高久甲5461-1●交電車：JR黒磯駅
からバス約20分＋徒歩約3分／車：那須IC
から約10分☎0287-63-0325

2021年5月新オープンの、天井の高い
ドームテントのグランピング施設。全テン
トエアコン・床暖房完備、旅館のような温
泉、焚火のイベントも行われ、冬でも暖
かく過ごすことができます。

Nenn NASUKOUGEN
　　 ねん　　　   　　　　なすこうげん
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那須町

●所大田原市内各所☎0287-22-2273（大田
原とうがらしの郷づくり推進協議会〈大田原
商工会議所内〉）

とうがらし生産量全国1位の「とうがらしの郷」
大田原市が誇る栃木三鷹を使ったご当地グ
ルメ。「辛くてうまい」とうがらしのパワーで身
も心も温まります。

とうがらし
ラーメン 12

●所塩谷町熊ノ木802●交電車：JR矢板駅から
タクシー約20分／車：矢板ICから約30分
☎0287-45-0061※要予約

季節の代表的な星空の紹介と、望遠鏡
や双眼鏡を使って星を見る宿泊者限定
の体験プログラムです。那須エリアの澄
んだ星空を見にいきませんか。

星ふる学校 くまの木
［ほしぞらタイム］

ほし　　　　　がっ  こう　　　　　　　 　き

14

●期1/上旬～3/下旬●所［集合］那須町大島（マウ
ントジーンズ那須）●交電車：JR那須塩原駅から
無料シャトルバス約65分（要予約）／車：那須
ICから約30分☎0287-74-5585（ライドエク
スペリエンス）※要予約

雪の上でも安定感抜群のファットバイク
をレンタルして、ブナの木が並ぶ林道を
サイクリング！標高約1,400ｍの山頂か
らの眺望は必見です。

那須岳スノー
サイクリングツアー

  な      す    だけ
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Happy Sweets大阪から来た
観覧車

 美味しい
安心

楽しいお酒

オシャレな

グランピングで

リラックス

つつま recommend

とて焼
やき

八方ヶ原ナイトスノーシューツアー
 はっ ぽう  が  はら

塩原温泉街・光のイベント
しお  ばら  おん  せん がい　　 ひかり

大雄寺 ［坐禅体験・写仏体験］
だい  おう    じ　    　  ざ    ぜん  たい けん　　  しゃ  ぶつ  たい けん

那須高原りんどう湖
ファミリー牧場

  な      す    こう  げん　  　　　　　　　 こ

  　　　　　　　　      ぼくじょう

那須塩原市

那須塩原市

那須町

塩谷町

那  須
NASU AREA

エ
リ
ア

・大田原市・矢板市

・那須塩原市・塩谷町・那須町

おお た  わら し           や  いた し

 な　す しおばらし         しお や まち          な    す まち

KEN-TOU

NIKKO

KEN-NAN

NASU

KEN-OU
宇都宮

※一部
    施設

※一部
    施設板室温泉

いた むろ  おん せん

塩谷のトマト鍋
しお    や　　　　　　　　　 　なべ

那須塩原市

塩谷町

あたたま recommend
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KEN-OUKEN-OU

●所高根沢町上柏崎588-1●交電車：JR宝積
寺駅からタクシー約15分／車：宇都宮ICか
ら約30分☎028-676-1126

自然に囲まれたトレーラーハウスで地元
食材を使ったアメリカンスタイルのバー
ベキューとグランピング体験！エリア内
には他にも温泉等魅力的な施設がいっ
ぱいです。

道の駅たかねざわ
元気あっぷむら

 みち　　  えき

 げん   き
03

●所上三川町しらさぎ1-41-6●交電車：JR石橋
駅からタクシー約10分／車：宇都宮上三川
ICから約10分☎0285-56-4553

巨大な平和の剣で名高い白鷺神社で毎
月10、11、12日の3日間に授与されるわ
んわん御朱印。犬の形をしていてとって
もキュート！

白鷺神社［わんわん御朱印］
しら  さぎ じん  じゃ　　　　　　　　　　　ご    しゅ  いん
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●期開催中～2/27（日）の金土日曜日・祝日
●所宇都宮市宝木本町2018●交電車：JR宇都
宮駅からバス約30分+徒歩約10分／車：宇
都宮ICから約10分☎028-665-1417

広大な竹林を散策できる話題のスポッ
ト。夜にはライトアップされ、他では体験
できないフォトジェニックで幻想的な世
界が広がります。

若竹の杜 若山農場
［Bamboo Winter 
Lights 2021］

 わか たけ　 　  もり     わか やま  のうじょう

　　　　ばんぶー　　 　　　うぃんたー

　　らいつ
02

01

●所那須烏山市中央2-6-8●交電車：JR烏山駅
から徒歩約１０分／車：宇都宮上三川ICから
約５０分☎0287-82-2100
※紙漉き体験は要予約

市近代化遺産にも指定されたレトロな建
物には、和紙を通した優しい光が魅力の
ランプシェードなど、伝統の烏山和紙を使
用した和モダンな雑貨がいっぱいです。

●所宇都宮市大谷町1263-2●交電車：JR宇都宮駅からバス
約30分+徒歩すぐ／車：鹿沼ICから約20分
☎028-652-3500

2021年9月にオープンした広い
テラスが魅力の施設。食べる・買
う・体験するの3つのテーマで、
大谷石体験館や地元グルメな
ど楽しさいっぱい！

●所那珂川町矢又1948●交電車：JR烏山駅からタクシー約
20分／車：矢板ICから約60分☎0287-92-2571

運気上昇・金運福徳のパワース
ポット・大フクロウ像のある神社と
しても有名。茨城県との境界に位
置する珍しい神社は、この時期初
詣や冬の花 な々ど見どころ満載。

●所店舗による●交店舗により異なる
☎028-632-2445（宇都宮観光コンベンション協会）

栃木のいちごの代表格「とちおと
め」のかわいいカクテルはいかが♪
市内の協賛各店でいちごの果実
をふんだんに使った季節限定カク
テルを楽しむことができます。

●所那須烏山市神長地内●交電車：JR滝駅から徒歩約15分
／車：宇都宮上三川ICから約50分
☎0287-83-1221※要事前予約

1849年創業の老舗酒造。酒蔵見学では約10万本の
お酒を保管する洞窟を見学することができます。熟
成されたお酒は深みのある味わいになるそう。

●所上三川町しらさぎ2-22-2●交電車：JR石橋駅からタク
シー約10分／車：宇都宮上三川ICから約10分
☎0285-56-0204

上三川町のいちごスイーツなら
ここ！店内販売のほか移動販売
車「ブルージュスイーツ号」にて
県内の道の駅や直売所等でも
購入できます♪
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●所鹿沼市御成橋町1-2263-6●交電車：JR鹿
沼駅または東武新鹿沼駅からタクシー約10
分／車：鹿沼ICから約20分
☎0289-74-5100※要事前予約

鹿沼市にあるガラス工房で吹きガラス
体験。プロの職人のアシストの元、自分
だけのグラスやボール、一輪挿しを作っ
てみよう！
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宇都宮市

宇都宮市

宇都宮市

高根沢町
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那須烏山市

808GLASS
や   ま   や　　 ぐらす
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那珂川町

上三川町

上三川町

●期2/5(土)～3/6(日)●所JR氏家駅周辺及び
さくら市役所周辺●交会場により異なる
☎028-681-5757（氏家雛めぐり実行委
員会事務局〈さくら市氏家観光協会内〉）

かつて奥州街道の宿場町として栄えた
氏家地区では、約50箇所のお飾り処で
様々な雛人形やつるし飾り、お細工物を
見ることができます。

第十九回氏家雛めぐり
 だいじゅうきゅうかい    うじ     いえ    ひな
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さくら市

●期2/3（木）●所［安住神社］高根沢町上高根
沢2313●交電車：JR宝積寺駅からタクシー
約15分／車：宇都宮上三川ICから約35分
☎028-675-0357

豆をまいて邪気を払い、福を招き無病健
康を願う節分祭。境内で行われる「福ま
き行事」では細かく砕かれた八俵の大鏡
餅が、「福餅」として配布されます。

節分祭
せつ ぶん  さい

12

●期［見頃］1/中旬～2/上旬●所鹿沼市上永野
273●交電車：JR栃木駅または東武栃木駅から
タクシー約30分／車：栃木ICから約20分また
は鹿沼ICから約40分☎090-1124-2281
（上永野 蝋梅の里 大貫）

優しい香りと可愛らしい小さな黄色の花を
つける冬の花・ロウバイ。4種約5,000本の
ロウバイが咲く広大な敷地を散策しよう。

上永野 蝋梅の里
かみ なが    の  　ろう  ばい　       さと

14

●期1/9(日)～2/6(日)●所那珂川町馬頭360●交
電車：JR氏家駅からバス約45分+徒歩約5
分／車：矢板ICから約50分
☎0287-82-7551（なかがわ光のイベント
実行委員会〈有形文化財ホテル飯塚邸内〉）

ランタンや提灯、和傘を活用した和の雰
囲気満点のイルミネーションイベント。約
４００mのストリートを彩る光の装飾と幻
想的なランタンの打ち上げは必見。

那珂川 光のイベント
  な     か    がわ  ひかり

13

お
買
い
物
の
あ
と
は

紙
漉
き
体
験
も
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Warm Lights

どうくつで
熟成♪

レアな
御朱印を
ｇｅｔ！

町めぐりが

楽しい！

Glamping!

烏山和紙会館
からすやま   わ      し    かい  かん

SlowFood SlowCafe ブルージュ
　　 すろーふーど　　　　すろーかふぇ

鷲子山上神社
とりのこ   さんしょうじん じゃ

BELL TERRACHE OYA
　   べる　  　　　　　てらしぇ　　　　　　おおや

とちおとめカクテル 島崎酒造 どうくつ酒蔵
しま  ざき しゅ  ぞう　　　　　　　　　　  さか ぐら

那須烏山市

鹿沼市

高根沢町鹿沼市

・宇都宮市・鹿沼市・さくら市

・那須烏山市・上三川町

・高根沢町・那珂川町

  う  つの みや し　　   か  ぬま し         　　　　　し

  な   すからすやまし       かみ の かわまち

たか ね  ざわまち        な    か がわまち

KEN-TOU

NIKKO

KEN-OU

NASU

KEN-NAN

宇都宮

県  央
KEN-OU AREA

エ
リ
ア

※一部
    施設

※一部
    施設

那珂川町

つつま recommend あたたま recommend

09 08※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。



KEN-NANKEN-NAN

●期いちご狩り：12/下旬～5/上旬●所小山市大
川島408●交電車：JR小山駅からバス約25分
+徒歩すぐ／車：佐野藤岡ICから約20分
☎0285-33-1070（いちごの里）※要予約

大粒のプレミアムいちごスカイベリーや
栃木県最新品種とちあいかなどの甘い
いちごを摘み取り食べ放題！

スローライフリゾート
いちごの里 [いちご狩り]
　　　　　　　　  さと　　　　　　　 　が

03

[足利市立美術館]●期2/11（金・祝）～3/27
（日）●所足利市通2-14-7●交電車：JR足利駅
または東武足利市駅から徒歩約7分／車：足
利ICから約15分☎0284-43-3131
※入館は要予約

歴代足利長尾氏が育み、愛し、今に引き
継ぐ多彩な芸術文化、そして先人たち
の努力により今にいたるまで脈 と々足利
学校へ受け継がれる学びの文化を紹
介します。

足利市制100周年記念特別展
戦国武将 足利長尾の武と美
―その命脈は永遠に―

あし  かが   し    せい　　          しゅうねん   き    ねん  とく  べつ てん

せん  ごく    ぶ   しょうあし  かが  なが    お　            ぶ　            び

                                 めいみゃく　       と       わ
04

●期 [見頃]梅：2/下旬●所佐野市天神町807
●交電車：JR佐野駅または東武佐野駅から
徒歩約15分／車：佐野田沼ICから約10
分または佐野藤岡ICから約15分
☎0283-22-0434

前年にあった凶事などを嘘（鷽）とし、吉
となるよう祈念する「鷽替神事」。可愛い
張子の鷽に願いを込めて奉納します。梅
の参道を通ってお参りに行きませんか。

朝日森天満宮
 あさ    ひ   もり てん  まん ぐう

02

01

●期開催中～2/14（月）●所足利市迫間町607
●交電車：JRあしかがフラワーパーク駅から
徒歩約3分／車：足利ICから約15分
☎0284-91-4939

20周年を迎えたイルミネーション「光の花
の庭」は日本三大イルミネーションに選ば
れています。驚きと感動に満ちた光の世
界へでかけてみてはいかがでしょうか？

●所野木町丸林383-13●交電車：JR野木駅から徒歩約5分
／車：佐野藤岡ICから約25分☎0280-56-0727

野木町産の野菜とひまわりの種を使用し、野木町煉
瓦窯に見立てた釜飯は野木ブランド認定品。見た目
も味も野木町を感じられるこだわり満載の釜飯です。

●期1/上旬～5/中旬●所壬生町安塚2284-1●交電車：東武
安塚駅から徒歩約20分／車：壬生ICから約10分
☎0282-86-0051

栃木の新鮮なとちおとめを自慢
のあんと一緒にお餅でそっと包
んでいます。ぴょこっと飛び出し
ているいちごが可愛らしく華や
かないちご大福です。

●期 [見頃]桜：3/下旬～5/上旬●所下野市国分寺993-1
●交電車：JR小金井駅からタクシー約10分／車：栃木IC
から約20分☎0285-39-6900（下野市観光協会）

広大な敷地に美しい自然林と貴
重な史跡が残る桜の名所。次々
と見頃を迎える淡墨桜や八重桜
を愛でながらのテイクアウトラ
ンチやスイーツも楽しみ。

[小山市観光協会]●所小山市中央町3-7-1ロブレ1階 お
やま本場結城紬クラフト館内●交電車：JR小山駅から徒歩
すぐ／車：佐野藤岡ICから約30分☎0285-30-4772

城主の家紋やゆかりのあるモ
チーフが人気の御城印。小山一
族が残した3つの城跡の国史跡
30年を記念し、色鮮やかな御城
印が完成しました。

●期12/下旬～5/上旬●所壬生町国谷1870-2●交電車：東武
おもちゃのまち駅から徒歩約20分／車：壬生ICから約5
分☎0282-28-6915

甘くてジューシーなとちおとめ、
大粒のスカイベリー、栃木で誕
生した新品種のとちあいか。種
類によって異なる美味しさのい
ちご狩りが楽しめます。

06

●期[見頃]カタクリ：3/中旬～下旬●所佐野市町谷
町112-1●交電車：JR佐野駅からタクシー約20
分／車：佐野藤岡ICから約10分
☎0283-27-3011（佐野市観光立市推進
課）、0283-21-5111（佐野市観光協会）

万葉集にも詠まれた三毳山の中腹に約
150万株のカタクリが群生しています。
春の気配を感じる頃、紅紫の可憐な花
が一斉に咲き揃います。

   
   幸
せに
つつ  まれる冬旅へ

佐野市
小山市

壬生町

09

小山市

万葉自然公園かたくりの里
まん よう   し  ぜん こうえん　　　　　　　　　　　さと

11

10

下野市

08 07

壬生町

足利市

●所栃木市泉川町669-3●交電車：JR栃木駅ま
たは東武栃木駅からタクシー約10分／車：
栃木ICから約10分☎0282-28-8731

木のフロアに大きな窓のリラックスできる
カフェで前菜＆スープ付きのランチをどう
ぞ。フルーツサンドや自慢のコーヒー、濃
厚ソフトクリームをテイクアウトしても◎。

Café & Dining 
KONOKA

　かふぇ　　　　だいにんぐ　　　　　

　　　  このか
05

栃木市

●所栃木市嘉右衛門町2-11●交電車：東武新栃
木駅から徒歩約12分／車：栃木ICから約10
分☎0282-51-3313

江戸末期に建てられた町家を修理し新たに
ガイダンスセンターとして甦らせた、伝建地
区散策の拠点が嘉右衛門町伝建地区に
オープン。地区内には、見世蔵をリノベー
ションしたカフェや雑貨店など写真を撮りた
くなる素敵な店舗が点在。

嘉右衛門町伝統的建造物群
保存地区拠点施設
「ガイダンスセンター」

  か　 う　 え  もんちょうでんとう てき  けん ぞう ぶつ ぐん

   ほ  ぞん   ち      く  きょ  てん   し   せつ

12

●期開催中～1/下旬●所JR野木駅東西ロータ
リー●交電車：JR野木駅から徒歩すぐ／車：佐
野藤岡ICから約30分☎0280-57-4153
（野木町観光協会）

野木町の冬の風物詩として駅前東西
ロータリーを華やかに彩ります。エンジェ
ル、ペガサス、ペンギンなど光のオブ
ジェが輝きを添えます。

TOWN-NOGI
イルミネーション 2021

　　 たうん　　　　　　のぎ

14

●所下野市薬師寺3720-1（道の駅しもつけ
内）●交電車：JR自治医大駅からタクシー約
10分／車：宇都宮上三川ICから約15分
☎0285-38-7188

自家農園の完熟苺を濃厚でナチュラルな
甘さのジェラートに。自家製コンフィチュー
ルとフルーツをくるんと丸めたクレープに
のせる贅沢スイーツは見逃せない♪

Gelato&Caffe
いざわ苺園

  じぇらーと　              かふぇ

　                     いちごえん
13

思
い
出
に
残
る

夜
の
ひ
と
時
。

Shining Nightはやるかも !?
御城印

約 100点の
作品を展示！

大きな窓の

明るい店内

あしかが
フラワーパーク
［光の花の庭］
ひかり　   はな　　  にわ

みぶストロベリーファームしもつけ彩風菓 松屋
［いちご大福］

　　　　　　　　さい ふう   か      まつ    や

　　　　　　　 だい  ふく
和食処 ふみ
［れんが窯めし］

   わ しょくどころ

　　　　　　　    かま

天平の丘公園
てんぴょう　　  おか こう えん 御城印

「祇園城」「鷲城」「中久喜城」

  ご  じょういん　

        ぎ   おんじょう　　　  わしじょう　　　なか    く       き じょう

足利市

野木町

佐野市

栃木市

下野市

野木町

・足利市・栃木市・佐野市

・小山市・下野市・壬生町

・野木町

 あしかが し　　   とち  ぎ    し             さ    の    し

   お  やま  し           しもつけ し    　     み    ぶ  まち

  の    ぎ  まち

県  南
KEN-NAN AREA

エ
リ
ア

KEN-TOU

NIKKO

KEN-NAN

NASU

KEN-OU
宇都宮

※一部
メニュー

※一部
メニュー

※一部
メニュー

つつま recommend あたたま recommend

11 10※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。



KEN-TOUKEN-TOU

●期1/上旬～5/上旬●所真岡市上大田和3006
●交電車：真岡鐵道真岡駅からタクシー約10分
／車：真岡ICから約5分☎0285-81-1141

いちごの生産量・生産額ともに日本一の
真岡市。栃木県を代表する、糖度が高く
てほどよい酸味が人気のとちおとめを時
間無制限・食べ放題で楽しめます。

井頭観光いちご園
いちご狩り

   い がしらかん  こう　　　　　　　 えん

　　　　　　　   が
03

●期 [見頃]ミツマタ：3/中旬～4/中旬●所茂木町飯地区(焼森山ミツ
マタ群生地)●交電車：真岡鐵道茂木駅からタクシー約25分／車：真
岡ICから約40分☎0285-65-1187（もてぎツーリスト）

焼森山のミツマタ群生地では、やわらかな色合いとポップ
コーンのような形が特徴のミツマタの花が、森に妖精が現
れたように優しく咲き誇ります。

妖精の森ミツマタ群生地（焼森山）
 よう せい　   　もり　　　　　　　　    　ぐん  せい   ち　　      やけ  もり やま

04

●所益子町内各所●交店舗による
☎0285-70-1120（益子町観光協会）

陶芸のまち益子の窯元では絵付けや手
びねり、電動ろくろなど、手軽にできる陶
芸教室が盛んです。スタッフが丁寧に教
えてくれるので、初めてでも安心です。

益子焼陶芸体験
 まし   こ    やき  とう  げい たい  けん

02

01

●所真岡市下籠谷41●交電車：真岡鐵道真岡駅
からタクシー約10分／車：真岡ICから約5
分☎0285-80-3311※要予約

ドームテントの中はいちごのアクセントカ
ラーが目をひく贅沢な空間。焚火やBBQ
でアウトドア気分を満喫、夜のいちご狩
りや温泉でリラックスもはずせない！

●所芳賀町祖母井842-1●交電車：JR宇都宮駅からバス約50
分＋徒歩すぐ／車：真岡ICから約25分☎028-677-6000

栃木県産の牛乳と芳賀町産のとちおとめを使用した
季節限定のとちおとめジェラートは甘酸っぱいいちご
と濃厚なミルクの甘さがたまらない美味しさです。 ●期[見頃]梅：3/中旬●所市貝町市塙3501●交電車：真岡鐵道

市塙駅から徒歩約30分またはJR宇都宮駅からバス約50
分＋徒歩約10分／車：宇都宮上三川ICまたは真岡ICから
約40分☎0285-68-1118（市貝町企画振興課）

桜川を望む緩やかな丘陵に約3,000本の梅が見事
な花を咲かせます。ほのかに漂う梅の香りに包まれ、
早春を満喫できる散策スポットです。

●所市貝町田野辺723●交電車：真岡鐵道市塙駅からタク
シー約10分／車：真岡ICまたは宇都宮上三川ICから約
50分☎0285-68-0108 （武者絵の里大畑）

築300年ほどの民家を改装し、江
戸時代から現在までの躍動感あふ
れる武者絵のぼりや屏風などを展
示しています。存在感たっぷりの武
者絵を使ったバッグが話題です。

●期12/上旬～5/上旬●所芳賀町祖母井856-1●交電車：JR宇
都宮駅からバス約40分＋徒歩約2分／車：真岡ICから約
25分☎028-677-0715※要予約

道の駅はがに隣接し、大粒のス
カイベリーが30分間食べ放題。
完熟いちごをたっぷり食べられ
ます。

●所芳賀町給部313●交電車：JR宝積寺駅から送迎バス約
20分／車：宇都宮上三川ICから約30分または矢板ICか
ら約30分☎028-612-4053※要予約

国内初のサラブレッド牧場とグラ
ンピングの融合施設。ゴルフや乗
馬と組み合わせてアクティブに
も、隠れ家みたいなドーム型キャ
ビンでゆったり過ごす休日にも。

06

[道の駅ましこ]●所益子町長堤2271●交電車：
真岡鐵道益子駅からタクシー約5分／車：桜
川筑西ICから約15分または真岡ICから約
20分☎0285-72-5530

益子めぐりは提携スポットで乗り捨て可
能なレンタサイクルが便利。「ましこポタ
リングマップ」を見ながらお気に入りの
益子焼のお店やカフェを見つけにGO！

   
   幸
せに
つつ  まれる冬旅へ

益子町
真岡市

芳賀町

09

芳賀町

益子ポタリング
まし   こ

11

10

市貝町

08

07

市貝町

茂木町

●所茂木町桧山120-1●交電車：真岡鐵道茂木駅
からバス約20分＋徒歩すぐ（特定日のみ運行）
／車：真岡ICから約50分☎0285-64-0489
（予約センター）※定休日、臨時休業日はHPを
ご確認ください。

とんがり頭の玉ねぎみたいなロータステン
トでグランピング♪広々キャンプサイトで星
空観察やらくらくBBQ。想い出に残る体験
をしよう。

ツインリンクもてぎ
［森と星空のキャンプヴィレッジ］
　 もり    　ほしぞら

05

茂木町

●所益子町益子3527-7●交電車：真岡鐵道益
子駅からタクシー約6分／車：真岡ICまたは
桜川筑西ICから約25分☎0285-72-9210

窯元よこやま直営のカフェレストラン。益
子焼の大皿で楽しむ彩り豊かなランチ
や、季節のスイーツなどが人気です。

和風カフェレストラン 
益子の茶屋

  わ   ふう

まし   こ　        ちゃ    や
12

※一部
    施設

※一部
    施設

●所茂木町茂木1090-1●交電車：真岡鐵道茂
木駅から徒歩約15分／車：真岡ICから約
40分☎0285-63-5671

開駅25周年を記念して、茂木町産コシヒカ
リ100％の自家製生米粉を使った生地に、
甘さ控えめの自家製生クリーム、季節のフ
ルーツを包み込んだ絶品スイーツが誕生！

道の駅もてぎ
［たっぷりフルーツの
米粉パンケーキサンド］

みち　　えき

こめ   こ

14

●所真岡市下高間木1-9-1●交電車：真岡鐵道
真岡駅からタクシー約5分／車：真岡ICから
約5分※詳細はInstagramからお問い合わ
せください。

天然の植物を贅沢にあしらった華やかな
ボタニカルキャンドルやサシェ。いちごの
キャンドルは可愛さ抜群！体験教室でお気
に入りのキャンドルを作ってみませんか。

botanical candle Luz
　　　ぼたにかる　　　　きゃんどる　  　るーす

13

ド
ー
ム
テ
ン
ト
に

つ
つ
ま
れ
る
。

Enjoy! GLAMPINGつやっつやの
甘いいちご！

みんなで楽しめる

ロータステント

Sw�t Strawbe�y

井頭温泉チャットパレス
グランピング

   い がしらおん せん

HagaFarm & Glamping
はがふぁーむ　     　　　  　      ぐらんぴんぐ

観音山梅の里 梅園『梅まつり』
 かん のん  やま うめ　    　さと　ばい  えん        うめ道の駅はが アイスクリーム工房

「はがジェラート」

 みち   　  えき   　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こう ぼう

大畑武者絵資料館
 おお  はた   む    しゃ    え　  し りょうかん

芳賀いちご園
   は      が　　　　　　　   えん

真岡市

芳賀町

益子町

益子町

真岡市

茂木町

・真岡市・益子町・茂木町

・市貝町・芳賀町

  も  おか  し　 　  まし こ まち         もて ぎ  まち

 いちかいまち          は    が  まち

KEN-TOU

NIKKO NASU

KEN-OU
宇都宮

KEN-NAN

県  東
KEN-TOU AREA

エ
リ
ア

※一部
    施設

※一部
    施設

※一部
メニュー

※一部
メニュー

※一部
メニュー

日の光が
差し込んで
幻想的

つつま recommend あたたま recommend

13 12※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。
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1

※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。

※写真・イラストは全てイメージです。

敷地内のホテルに宿泊しながら収穫体験など、自然
の恵みに触れられる体験型リゾート。いちごが最
盛期を迎える冬は自分が収穫したいちごを使った
メニューをお召し上がりいただけます。

な     す さと

●期  ［いちご狩り］12/中旬～5/下旬●所 那須町高久丙
1179-2※●交 電車：JR黒磯駅からタクシー約30分／
車：那須ICから約15分☎0287-73-5571
※カーナビをご利用の方は那須町高久丙1185-2
　をご入力ください。

那須町

もり かぜ

1
那須みやびの里
フルーツパーク森の風

自社農園のいちごを使用したお菓子など、豊富な
お土産が勢ぞろい！銘菓の製造過程の見学ができ
るほか、「那須高原農園いちごの森」では那須岳の
おいしい水で育った、スカイベリーやとちおとめ、とち
あいかのいちご狩りも楽しめます。

か     し しろ な     す

●期  ［いちご狩り］12/上旬～5/下旬●所 那須町高久甲
4588-10●交 電車：JR黒磯駅からバス約10分＋徒歩すぐ
／車：那須ICから約5分☎0287-62-1800

那須町2
お菓子の城 那須ハートランド

※一部
メニュー

宝石のようにキラキラと輝く「TENTO」シリーズ
や、いちごのチョコレート「朧（おぼろ）」など、和
のテイストを取り入れたチョコレート専門店。
自分へのご褒美にいかが？

●所 日光市上鉢石町1038-1●交 電車：JR日光駅また
は東武日光駅から徒歩約20分／車：日光ICから
約5分☎0288-53-0534

日光市

て　ん　と ち ょ こ れ ー と

4
TENTO chocolate

土づくりにこだわり、とちおとめ、スカイベリー、
とちひめなど、10種類のいちごを丁寧に育てて
います。食べ比べで美味しさの違いを楽しんで
ください。

●期 12/上旬～5/中旬●所 益子町塙520●交 電車：真岡
鐵道北山駅から徒歩約5分／車：真岡ICまたは桜川
筑西ICから約20分
☎0285-72-8189または080-1183-2886

益子町

よし が

7
むら のう えん

吉村農園 いちご狩り

旬の果物をふんだんに使用したパフェやサンドが大人気
の老舗レストランでいちごスイーツを味わおう！断面も
かわいいフルーツサンドがおすすめ！

●所 宇都宮市下戸祭2-18-1●交 電車：JR宇都宮駅からバス
約20分＋徒歩約10分／車：宇都宮ICから約20分
☎028-621-8020

宇都宮市

フルーツ パレット しもとまつり てんダイニング

5
fruit dining 8010 （下戸祭店）

※一部
メニュー

益子町

との いけ しゅ ぞう

9
外池酒造
創業80年以上の酒蔵。蔵を改装した展示室や
無料の試飲、カフェも併設しています。苺のお酒は、
益子産のとちおとめを使用し苺ジャムのような天然
の香りが魅力です。

●所 益子町塙333-1●交 電車：真岡鐵道益子駅から徒歩
約15分／車：真岡ICまたは桜川筑西ICから約20分
☎0285-72-0001※見学は要予約

※一部
メニュー

いちご狩り農園をはじめ、いちごを使った
スイーツが揃うカフェが人気。ふわふわパン
ケーキに自社農園で採れたいちごをふんだん
にのせた至福のパンケーキがおすすめ！

●期 ［いちご狩り］12/下旬～5/上旬●所 小山市大
川島408●交 電車：JR小山駅からバス約25分
+徒歩すぐ／車：佐野藤岡ICから約20分
☎0285-33-1070（いちごの里）

小山市

さと

6
スローライフリゾート
いちごの里

小山市 ※一部
メニュー

益子町

北関東最大規模約100棟のハウスが並ぶいちご団地
です。その時に一番美味しい完熟いちごがあるハウス
へご案内。直売所も併設しています。

●期 団体：12/18（土）～5/8（日）、個人：1/2（日）～5/8（日）
●所 益子町塙527-6●交 電車：真岡鐵道北山駅から徒歩約5分
／車：真岡ICまたは桜川筑西ICから約20分
☎0285-72-8768 （JAはが野益子フレッシュ直売所）

が

8
じぇいえー の ましこ かんこう だん ち

JAはが野益子観光いちご団地
いちご狩り

Cu
te!

●期 ［いちご狩り］12/下旬～5/下旬●所 日光市小佐
越坂の下800●交 電車：東武鬼怒川温泉駅からバス
約15分+徒歩すぐ／車：今市ICから約20分
☎0288-77-0866

日光市

にっこう はな

3
日光花いちもんめ
頭上一面に広がる赤、黄、ピンクのベゴニアが
見ごろを迎えます。お花だけでなく冬には30分
食べ放題のいちご狩りも楽しめて大満足！

いちごづくしな
栃木の旅

冬は栃木県のいちごが最もおいしくなる季節。
フレッシュないちごを楽しむいちご狩り、絶品スイーツ…

楽しみ方は無限大。
栃木県が誇るいちごスポットをご紹介！

Juicy!

JR宇都宮駅にも
Palletパセオ店が

あります！

特 集JRで行く！

朧（おぼろ）

TENTO

苺のお酒

那須
DORACAKE

御用邸の月
完熟とちおとめ

1415



※２ いちごの里では、2022年1月頃よりとちおとめ＆ミルキーベリー狩りの開催を予定しております。生育状況により、開催内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。*撮影時以外は、マスクを着用し、感染症対策を行った上で取材をしています。 *掲載の体験には、一部事前予約制の体験があります。また、状況により各施設の営業時間や体験メニュー等が変更となる可能性がありますので、ご旅行前に各施設ホームページ等でご確認ください。*写真・イラストは全てイメージです。

※

1 

今
回
は
取
材
で
特
別
に
お
邪
魔
し
ま
し
た
！

※1

※2



2エリアをまわる！1泊2日のモデルコースをご紹介

私のよくばり冬旅

大谷のいちごを使ったかわいい
ジェラートやスイーツのお店。
店名の由来は栃木の方言でお
腹いっぱいという意味の「はらく
ちい」＋「いちご」から。

徒歩 タクシー電車 バス

HALA-CUCCIGO

●所宇都宮市大谷町1263-2●交JR宇都宮駅からバス約30分＋徒歩すぐ／車：鹿沼IC
から約20分☎070-2484-2398

●所日光市今市754●交JR今市駅または東武下今市駅から徒歩約10分／車：今市IC
から約3分☎0288-87-4346

はらくちいご

Pick up以外のスポットはP04-05、P08-09をチェック！

宇都宮市

レトロでおしゃれな佇まいのお店
には、生花やドライフラワーが所
狭しと並びます。ボディケア商品や
アクセサリーなどのセレクト雑貨も
あり、時間が経つのを忘れそう！

enn hanatokurashi
 えん　　　 はなとくらし

日光市

30分

30分

10 分 10分

10：50
JR今市駅

11：00
enn hanatokurashi

11：45
本陣カフェ

14：00
瀧尾神社

16：30
東武ワールドスクウェア

20：00
鬼怒川温泉宿泊

9：00
鬼怒川温泉宿泊

10：20
HALA-CUCCIGO

16：30
若竹の杜 若山農場

14：00
鹿沼市花木センター観光いちご園（ベリーちゃんハウス）

19：30
JR宇都宮駅

50 分 15分＋ ＋

10 分 10分

5分

5 分 5分

80 分 40分＋ ＋

30分＋

20 分 20分

30 分 30分

40 分 10分

10分

●所［販売］とちびより、どまんなかマルシェ、道の駅
しもつけ、道の駅きつれがわ、道の駅にのみや、
道の駅ましこなど
☎0120-115-205（静風）

フリーズドライとちおとめのチョコレートがけを
ホットチョコスプーンにのせました。ホットミルクに
入れてくるくる溶かす時間も楽しい♪

いちごにキスするチョコスプーン
Baciami! （ホワイト／キャラメル／ビター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

    ばーちゃみ
※一部
施設

宇都宮市 さくら市 下野市 小山市 真岡市 益子町

●期開催中～1/31（月）17:00～22:00
●所 藤岡市中1131-8
●交電車：JR群馬藤岡駅からバス約20分
／車：藤岡ICから約１分
☎0274-24-8220（藤岡クロスパーク）

道の駅ららん藤岡を、20万球の光がロマン
チックに彩ります。円形の広場を放射線状
に光が広がるタワーや、遊べる体験型の
仕掛けなど、大人から子どもまでお楽しみ
いただけます。

道の駅ららん藤岡 イルミネーション 2021

IBARAKI & GUNMA INFORMATION

みち えき ふじ おか

●所日立市幸町1-1-1
●交電車：JR日立駅下車すぐ
☎0294-24-7978（日立市観光物産協会）

太平洋を一望することができるガラス張
りの駅舎は、鉄道関連では唯一となる国
際デザインコンペティション「ブルネル
賞」を受賞。お土産処やカフェも併設され
ています。

日立駅舎
ひ   たち  えき  しゃ

茨城県群馬県

●所さくら市氏家399-8●交電車：JR氏家駅から
徒歩約20分／車：宇都宮ICから約30分
☎028-682-2270

いちごの時期限定の大福です。国産もち米
で作った柔らかな生地にさっぱり白あんと
粒よりの新鮮ないちごをやさしく包みました。

栃木産京月のいちご大福
（御菓子処 京月）

とち   ぎ    さんきょうげつ　　　　　　　　　  だい  ふく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

     お     か    し どころきょうげつ

さくら市

●所那須町高久乙1-3●交電車：JR黒磯駅から
バス約10分＋徒歩すぐ／車：那須ICから約5分
☎0287-73-8828

いちごのコンフィチュール、ジェラートにフレッシュな
いちごが入った、この時期ならではのいちごパフェ。
何層にも重なった華やかな見た目もかわいい！

いちごパフェ
（にほんかし雲 IZU）

　　　　　　　　　  くも　  いづ ※一部
メニュー

那須町

●所日光市今市719-1●交電車：JR今市駅または
東武下今市駅から徒歩約5分／車：今市ICから
約3分☎0288-25-5557（道の駅日光 日光街
道ニコニコ本陣 ニコニコマルシェ内）

栃木県産のとちおとめと生クリームを贅沢
に挟んだサンドウィッチ。注文を受けてから
豆を挽きドリップしてくれるコーヒーととも
に、くつろぎの時間を過ごせます。

とちおとめサンド
（本陣カフェ）

ほんじん

日光市

全 部 楽 しむ全 部 楽 しむ

D
a
y
1

D
a
y
2

すぐ すぐ

日光ストロベリーパーク やいた里山いちご園

いわふねフルーツパーク 駅からいちご狩り

鹿沼市花木センター
観光いちご園（ベリーちゃんハウス）●期開催中～5/下旬●所日光市芹沼

3581●交電車：JR今市駅または東武下
今市駅からタクシー約10分／車：今市
ICから約10分☎0288-22-0615

●期開催中～5/下旬●所矢板市境林5319
●交電車：JR矢板駅からタクシー約10分／
車：矢板ICから約5分
☎080-1018-0415

●期開催中～5/初旬●所栃木市岩舟
町下津原1585●交電車：JR岩舟駅
からタクシー約10分／車：佐野藤
岡ICから約10分
☎0282-55-5008

●期［JAはが野益子観光いちご団地］団体：12/18（土）～
5/8（日）、個人：1/2（日）～5/8（日）［吉村農園］12/上
旬～5/中旬●所［JAはが野益子観光いちご団地］益子町塙
527-6［吉村農園］益子町塙520【交】電車：真岡鐵道
北山駅から徒歩約5分／車：真岡ICまたは桜川筑西IC
から約20分 ☎0285-70-1120（益子町観光協会）

●期［いちご狩り］開催中～5/下旬
（気候等により中旬）●所鹿沼市茂呂
2086-1●交電車：JR鹿沼駅または
東武新鹿沼駅からタクシー約10分
／車：鹿沼ICから約5分
☎0289-76-1000※要予約

日光市 矢板市 鹿沼市

栃木市 益子町

※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。※状況によりイベントなどは中止・延期する場合がございます。店舗・施設は臨時休業となる場合がございます。詳しくは各主催者、施設等へお問い合わせください。

※スイーツは時期により異なります。詳細はお問い合わせください。素材の入荷状況によりスイーツの内容が変更になる場合がございます。※スイーツは時期により異なります。詳細はお問い合わせください。素材の入荷状況によりスイーツの内容が変更になる場合がございます。

※一部
メニュー

●所小山市喜沢647-23
●交電車：JR小山駅からタクシー約15分／車：佐野藤岡ICから約35分
☎0285-35-1561

いちご農家直営のスイーツショップ。いちごチョコと練乳を合わせた
ガナッシュをサンドしたマカロンは、赤いいちごと白いミルキーベリーみ
たいでキュート♡ほかにも魅力的ないちごスイーツがたくさん！

いちごのマカロン・ミルキーベリーのマカロン
（Chez Fraise）

小山市

しぇふれ

1819




