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埼玉県

鹿沼は栃木県の宇都宮市と世界の日光の間にある小さな、でも面積は大
きなまちです。東京からちょうど100km。車でも電車でも都内から十分日

東京都

千葉県

帰り可能です。
日光東照宮修営の技術を今に伝えながらも日光とは色彩を異にし、宇都
宮という栃木県の大都会にも追随せず、いさぎよく本格田舎を誇る「鹿沼」
。

神奈川県

敢えて鹿沼を目指すコアなファンたちは、いったい何に魅了されたので
しょうか。みなさんも、鹿沼のEXPLORER（探検家）となり、ここにし
かない情景を感じてください。
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絶景でリフレッシュ♪
鹿沼市の自然を満喫

ら

古峰ヶ原高原

横根高原・井戸湿原

鹿沼市西北部は山岳地帯になっていて、雄大な自然、景観が
楽しめます。豊かな森林、そして山々を源とする幾筋もの清
流を眺めれば、きっと心もリフレッシュされるはず。

日光開山の祖・勝道上人修行の地。
「深山巴の
宿」
「三枚石」
、大石が散乱する「天狗の庭」など、
神話にまつわるスポットも多数点在しています。

春から夏にかけて新緑や多くの高原植物が楽し
め、例年5月下旬頃にはツツジの群生が見頃に。
関東平野や富士山を望める展望台もあります。

五感で感じる自然 ! 日光連山を独り占め !

前日光県立自然公園

MAP

A-1

自然を身近に楽しめる見どころ満載の自然公園

沼市西北部の山間地域

一帯を指す︑自然豊か

鹿
な﹁前日光県立自然公

園﹂
︒薬師岳・夕日岳・地蔵岳な

どの山々と︑緑の高原が広がるこ

の公園は︑眺望を楽しめる登山や

ハイキングコースが縦横に整備さ

れ︑遺跡や神社も点在︒見どころ

満載のエリアとして︑ハイカーに

公園内の標高１３００メートル

人気のスポットとなっています︒

に 位 置す る 横 根 高 原に は︑別 名

も︒ そ こ は︑ さ ま ざ ま な 動 物や

﹁小尾瀬﹂とも呼ばれる井戸湿原

４００種以上もの植物が自生する︑

まさに〝自然の宝庫〟
︒そのほか︑

高原一帯が鮮やかなツツジの花で

染まる﹁古峰ヶ原高原﹂や日光連

山が一望できる﹁石裂山﹂や﹁前

日光あわの山荘﹂
﹁前日光ハイラ

ンドロッジ﹂などの観光施設もあ

り︑大自然を存分に満喫できます︒

Super

b view

横根山一帯にある広大な自然公園。
四季折々の豊かな自然に彩られる
このエリアには、1500ｍ級の山
岳と高原や湿原が。さまざまな植
生物も生息しています。

立ち寄りスポット
加蘇山神社

前日光つつじの湯交流館

石裂山に鎮座し、神護景
雲元年（767年）に勝道上
人が開山したといわれてい
る由緒ある古社。磐炸命、
根裂命、武甕槌男命の三柱
の神を祀り、五穀守護武勇
の神として知られています。
市指定天然記念物の杉も。

県内では珍しいアルカリ
性単純硫黄泉の天然温泉で、
美肌の湯として知られてい
ます。内風呂と眺望を楽し
める露天風呂があり、館内
では自慢の手打ちそばを味
わえます。お土産も充実。

鹿沼市入栗野 994-2
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MAP

0289-86-1126

A-2

鹿沼市上久我石裂山

MAP

0289-63-2188（鹿沼市経済部観光交流課）

B-2

季節の自然風景を楽しめるハイキングコースには、
遺跡や神社も。前日光牧場内にある前日光ハイラン
ドロッジでは、バーベキューや食事、休憩、宿泊も
可能です。視界の澄み切った夜空に瞬く星々は、こ
こでしか見られない圧巻の美しさ。壮大な大自然の
魅力を存分に体感できます。
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鹿沼の自然を満喫

立ち寄りスポット
ふ る み ね

こ

古峯神社

ほ

う

MAP

A-1
え

ん

古峯園
古峯神社の庭園として大
芦川の清流を引き、広大な
自然の地形をいかして造ら
れた、約25000坪という広さ
の廻遊式日本庭園。風雅な
建物や季節ごとに咲き誇る
花々が、趣ある日本の美し
い風景を生み出しています。

日本武尊(ヤマトタケル
ノミコト)を祀る、1300年
の歴史をもつ古社。霊験あ
らたかなパワースポットと
して、全国から多くの崇敬
者が訪れます。通称「天狗
の杜」とも呼ばれ、天狗付
きの御朱印も人気です。
鹿沼市草久 3027

0289-74-2111
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鹿沼市草久 3027

0289-74-2111

豊かな自然の姿をそのままに残しながら、地域の生活資源として大切にされてきた大芦川。大小20ほどの
滝があり、上流の大滝は見応え抜群。白井平橋付近は、美しい紅葉を望めるおすすめのスポットです。

目指せ ! 鹿沼自慢のパワースポット

大芦川

MAP

A-1
B-1
B-2
C-2

川遊びに釣りに紅葉も！感動の透明度を誇る清流

峰ヶ原高原方面を源と

する西沢と日光側を流

れる東沢が︑字穴橋で

合流し︑古峰ヶ原街道沿いに流れ

下りてくる︑関東一の清流﹁大芦

川﹂
︒抜群の透明度を誇るエメラ

ルドグリーンのこの川は︑夏はリ

バーシュノーケリングなどの水遊

び︑秋は美しい紅葉︑春は新緑と

一年を通じ︑思い思いの楽しみ方

また︑純血種のニッコウイワナ

ができます︒

の生息地としても名が知られ︑下

流は渓流魚と鮎が共生する恰好の

釣りスポットとして︑フライフィ

ッシングを楽しむ釣り人たちの姿

も見られます︒源流にある﹁古峯

神社﹂は︑おすすめの立ち寄りス

青く晴れ渡る大空の下︑緑に囲

ポットです︒

まれたこの清流で︑心も身体も開

放的に︑思いきり自然遊びを楽し

んでみてはいかがでしょう︒
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鹿沼の自然を満喫

鹿沼市花木センター

テントやテーブル、バ
ーベキューコンロなど
アウトドア用品もレン
タル可能。食材も揃え
られるので、手軽で便
利に利用できます。

自然豊かな里山キャンプで最高の思い出を

出会いの森総合公園
オートキャンプ場

立ち寄りスポット
城山公園
粟野城跡に造られ多くの
人に親しまれている公園。
例年4月下旬〜5月上旬にか
けて、約2万株のツツジが
見頃を迎え、お祭りも開催
します。全長115mの滑り
台「城山スカイローラー」
は、子どもたちに大人気。

鹿沼市花である「さつ
き」を中心に草花、庭木、
ガーデニンググッズを取り
扱う一大流通センター。い
ちご狩りやバーベキューが
できる施設もあり、一日中
楽しめます。
「鹿沼さつき
祭り」などの大きなイベン
トも開催。
MAP

鹿沼市茂呂 2086-1

0289-76-2310

D-3

MAP

鹿沼市口粟野 1631-2

C-3

0289-63-2303

MAP

C-3

芦川﹂と﹁荒井川﹂の

合流地点にある﹁出会

いの森総合公園オート

キャンプ場﹂
︒のどかな田園風景

と丘陵に囲まれたこのキャンプ場

は︑ＢＢＱ広場やフリーテントサ

イト︑オートキャンプサイトが設

けられ︑日帰りから泊まりまで自

由なスタイルで利用が可能︒初心

者でも安心してアウトドアを満喫

できる︑レジャースポットです︒

山や川に囲まれた絶好のロケー

ションのなか︑川遊びやフィッシ

ング︑ハイキングだけでなく︑レ

ンタサイクルも楽しめます︒キャ

ンプ場の近くには温泉施設や︑Ｂ

ＢＱにかかせない新鮮な地場野菜

が並ぶ直売所もあり︑買い出しに

家族や友人と豊かな自然にふれ

も便利です︒

あいながら︑癒しと憩いの時間を

のんびりゆっくり︑お過ごしくだ

さい︒

﹁大

初心者も上級者も大満足 ! 手軽に楽しむアウトドア

Let's G

o C ampi

ng

自然と
遊ぼう

大芦川 F ＆ C フィールドビレッジ

川沿いにオートサイトを配置（完全
予約制）
。きれいに区画されてい
るので、家族や友人と気兼ねなく
快適にアウトドアを満喫できます。

ルアー、フライ管理釣り場とキャンプ場を兼ね揃えた充実のアウトドア施設。日光の山々を水源と
する大芦川の伏流水を組み上げているため、水温が安定し、水質も年間を通して良好です。大会も行
われ、多くの釣りファンが楽しく参加。初心者も大歓迎です。／鹿沼市下沢1037
0289-63-5678

8

出会いの森総合公園 MAP
C-3
オートキャンプ場
MAP

C-2

鹿沼市酒野谷 1335-3
0289-60-3321
月曜正午〜火曜 PM1:00、
年末年始
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街ナカめぐり

歴史、文化、そしてグルメ…市内中心部をはじめ、路地裏までさまざまな楽しみが
眠っています。街の息吹を感じながら、街ナカ散策を楽しみませんか。
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鹿沼駅
5

工︑花︑屋台と魅力満
饗茶庵本店﹂ができたのを機に︑

お店が街中に誕生していきました︒

載の街・鹿沼︒街には︑ この路地裏から次々とさまざまな

全国でも〝路地〟が︑人気のスポ

木
昔と変わらない趣のま

ットとして︑注目されるのは珍し

鹿沼市下横町1304-4
0289-62-6232
AM10:30〜PM6:00
日曜、第1・3月曜

ま市民に親しまれてきた文化施設

「木炭焙煎珈琲」や、店長セレクトの陶器
や雑貨を扱います。浅煎りから深煎りまで、
香り高いコーヒー豆は量り売り（100ｇ〜）
。
日替わりの試飲サービスも魅力。

⑤川上澄生美術館

から︑新たな息吹として街ににぎ

④千手山公園

く﹁こんなところに︑こんなお店

③まちの駅 新・鹿沼宿

が！﹂という驚きや発見が︑街歩

香り豊かな珈琲豆と陶器のお店

わいをもたらす︑数々の個性豊か

鹿沼店

なお店が点在しています︒

①木炭焙煎 大和屋

歴史文化に︑おいしいものや素

新鹿沼駅

きの醍醐味となっているようです︒

鹿沼市末広町1916
0289-63-6008
AM11:00〜PM6:30
水曜、第1・3火曜

鹿沼市役所からほど近い場所に

地場産や国産を中心に、厳選した安心な材
料を使用。定番から季節のものまで、一つひ
とつていねいに作り上げる焼き菓子。毎日で
も食べたい おやつ ばかりです。

朝日橋

ある﹁根古屋︵ねこや︶路地﹂周

路地裏長屋にひっそり佇む、素敵なおやつ屋さん

線
日光
東武

②ちいさなちいさなおやつ屋さん kirara

セブンイレブン

1

辺は︑
﹁ネコヤド﹂と名付けられ︑ 敵なもの︒鹿沼のとっておきの魅

黒川

3

力を見つけに︑さあ出発してみま

鹿沼郵便局

しょう︒

JR

古民家を改装した飲食店が軒を連

府中橋

ねる︑懐かしい雰囲気のある場所

2

線
光
日

御殿山病院
市役所

で す︒ １ ９ ９ ９ 年に﹁ 日 光 珈 琲

ネコヤド

「見る・知る・食べる」
いざ、鹿沼の街の宝探し

5台

【入館料】
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一般
高校生・大学生
小学生・中学生

鹿沼のたくさんの魅力が一堂に！
集いと出会いのキー・ステーション

地元住民に長年愛され続けてきた
みんなの「花のおやまの遊園地」

木版画家の
魅力に迫る

地元の名産品が並ぶ物産館や名物「にらそ
ば」を提供する食事処、芝生広場があり、誰も
が気軽に利用できる憩いの場。街のおすすめス
ポットを紹介する観光案内所もあります。

50円で観覧車などの遊具が楽しめる、家族連
れに人気の公園。映画「恋空」のロケ地でもあ
り、300本もの桜が咲き誇るお花見スポットや
ツツジの名所としても有名です。

大正から昭和にかけて活躍した、木版画家・
川上澄生氏の作品を展示。企画展や数々のイベ
ントも行われ、木版画文化にふれあえる美術館
として親しまれています。

鹿沼市仲町1604-1
0289-60-2507
AM9:00〜PM7:00
※施設や店舗によって異なる
無休

鹿沼市千手山町2610
0289-65-0778
AM10:00〜PM4:00（12〜2月／〜PM3:30）
月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始
入園料無料

鹿沼市睦町287-14
0289-62-8272
AM9:00〜PM5:00（入館はPM4:30まで）
月曜（祝日の場合は翌日)、祝日の翌日、
年末年始、不定休
https://kawakamisumio-bijutsukan.jp

300円
200円
100円

※毎週土曜日は小学生・中学生は無料
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⑦ ha nadocoro en
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⑥

日光

饗茶庵本店

（キョウチャアン ）

花のある豊かな暮らしを提案する
多くのファンをもつ人気の花屋

鹿沼を代表する路地裏の隠れ家的名喫茶
鹿沼市上材木町1737
0289-60-1610
AM11:00〜PM7:00
月曜、第1・3火曜
（祝日の場合は翌日）

鹿沼のカフェ文化の先駆け的存在の名店。
オーナーの自宅を改装した店舗は、どこか懐
かしくあたたかな空気が流れます。自家焙煎
コーヒーやスイーツ、オムライスも絶品。

9

周辺
ド
ヤ
ネコ
御殿山

ネコヤ
ド

鹿沼市天神町1852-5
0289-74-5281
AM10:30〜PM6:30
無休

6

⑧みらいの食を守りたい Matsu 松

教会

自然の恵みに感謝の思いを
身体喜ぶ自然食レストラン

天神町

病院

7

市役所

10

8

11

今宮町

オリジナルアレンジメントや
花束、リースはもちろん、花を
使った雑貨小物など花のある暮
らしを提案する、人気のフラワ
ーショップ。初心者から学べる
レッスンも開催しています。

ねこ
マッやど
プ

今宮神社

上田町

地元で採れた安心安全な野菜をメイ
ンに、無添加食材を使用した自然食レ
ストラン。素材の味をいかして手作り
される料理は、味わい豊かで身体に優
しく、心までも満たしてくれます。
鹿沼市上田町1904
070-2262-7133
AM11:30〜PM3:00
土〜火曜

⑩ Eau-De-Vie

（オードヴィ）

「フレンチ」×「薬膳」
元気をもたらす街のデリ

⑪ ROBACICA
鹿沼の味を気軽に楽しめる
昔懐かしい炉端料理店

ショーケースに並ぶのはフレンチと
薬膳を組み合わせた、ヘルシーで栄養
価の高いデリ。気分や体調によって料
理を選べるのも、同店の魅力です。自
家製パンやジャムも販売しています。
鹿沼市天神町1852-7
0289-63-0402
AM11:00〜PM6:00
土・日曜

⑨ AN-RIZ-L'EAU

（アンリロ）

とっておきの空間で味わうマクロビプレート
根古屋路地の奥に佇む古民家を改装したフ
レンチベジタリアン。マクロビオティックを
ベースに、地元の新鮮な野菜をふんだんに使
った一皿を、おしゃれな空間で味わえます。

鹿沼市上材木町1684
0289-62-0772
AM11:30〜PM4:00
日曜

ゲストハウス「CICACU」に併設され
た炉端焼きのお店。地元食材を使った
季節の一品料理をはじめ、店主おすす
めの地酒も楽しめます。家庭的な雰囲
気で、一人でも気軽に立ち寄れます。
鹿沼市天神町1704
070-2169-4069
PM6:00〜AM0:00
火曜
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は
一度 い
見た
ユネスコ無形文化遺産・
国指定重要無形民俗文化財

今宮神社
市中心部に位置する
街のシンボル
延暦元年(782)創立の日光二荒山
神社分祀。彫刻屋台が繰出される
屋台行事は国指定重要無形民俗文
化財。ユネスコ無形文化遺産にも
登録されました。建造物の彫刻も
見事。
鹿沼市今宮町1692
0289-62-2679

14

江 戸 時 代から
受 け 継いだ
優美な彫刻屋台

鹿沼市今宮町1619
0289-62-2660
AM9:00〜PM6:00
月曜（祝日の場合翌日） P7台 http://kishu-ya.com/

屋台のまち中央公園

今宮神社の例大祭として、江戸時代の粋を受けつい
だ見事な彫刻を配した屋台をひき回す鹿沼の名物。

鹿沼市のお祭りの主役「彫刻屋台」
迫力の姿は一見の価値あり！
世界的遺産である彫刻屋台
を3台展示する「彫刻屋台展
示館」
、鹿沼の三名園の一つ
を復元した「掬翠園」
、観光
紹介と販売もする「観光物産
館」からなる施設です。

鹿沼市銀座1-1870-1
0289-60-6070
AM9:00〜AM5:00
（彫刻屋台展示館の入館はPM4:30まで）
月曜定休（祝日を除く）
、祝日の翌日、
年末年始
入園無料（施設利用は有料）

間近で見られて大満足

彫刻屋台

MAP
市内

中心部

C ult ure

お土
ぴっ 産に
たり

松月

紀州屋

明治32年創業。口当たりやさしく風味豊かな『彫刻屋台の街（1
個160円）
』や、こだわりの材料と製法で作る『焼きんとん（1個
100円）
』など銘菓がそろいます。

台以上も街を練り歩

立ち寄りスポット

20

絢爛豪華な彫刻屋台が

く︑この街の秋の風物

詩﹁鹿沼秋まつり﹂
︒その歴史は

古く︑４００年以上前の江戸時代

から現代に受け継がれてきました︒

中心とするこの祭りの見どころは︑

﹁鹿沼今宮神社祭の屋台行事﹂を

何といっても複数の彫刻屋台が交

差点で披露する﹁ぶっつけ﹂と呼

ばれる︑お囃子の競演です︒日が

暮れると堤灯に灯が入り︑街は一

気に幻想的なムードに︒街中に響

き渡る勇壮なお囃子の音色と威勢

のいい若い衆たちの熱気が︑大勢

国指定重要無形民俗文化財︑さ

の観客を魅了します︒

らにユネスコ無形文化遺産にも登

録︒名工たちの手によって生み出

された〝動く陽明門〟とも言われ

る︑見事な彫刻屋台は一見の価値

ありです︒

絢

鹿沼秋まつり

絢爛豪華な彫刻屋台をモチーフにした『元祖屋台最中』が人気。
「小倉」と「ゆず」2種類の餡があり、大（330円）
・中（180円）
・
小（90円）の3サイズを用意しています。
鹿沼市麻苧町1550
AM9:00〜PM6:00

0289-64-2558
木曜
6台
13

K AN

U M A P I C K U P S P OT

いちごのまちを満喫！

～鹿沼で楽しむ甘いひと時～

い

ベリーズファン

やさしい自然の甘さに包まれる
はちみつのテーマパーク！

わたなべいちご園

業１００年の﹁黒田養

蜂園﹂は今も変わらず

創
手作業ではちみつを採

集し︑熱処理や脱色などの加工を

加えない〝純粋なはちみつ〟を創

り続けています︒敷地内には直営

ショップのほか︑はちみつを知り

尽くした養蜂一家ならではのはち

みつ料理が楽しめるカフェやスイ

ーツ店が隣接︒人気のパンケーキ

やジェラートをはじめ︑ピッツァ

やパスタなどの食事メニューでも

はちみつの魅力を堪能できます︒

の
至福 ーキ
ケ
パン

いちご王国栃木は、各地でいちご狩りが楽しめます。
「いちご市」
として知られる鹿沼にもおすすめのいちご狩りスポットがあります。

市
ちご

老舗養蜂園ではちみつを満喫

市内いちご狩りスポット

11 品種のいちごが全部食べ放題
高級品種として有名な「スカイ
ベリー」をはじめ、
「とちひめ」
「やよいひめ」
「紅ほっぺ」
「恋み
のり」
「おいCベリー」など、減農
薬栽培による栃木生まれの11品種
が食べ放題。それぞれ食べ比べを
楽しもう。

Recommend
いちおし

大人料金

香り豊かな「女峰」を頬張ろう

鹿沼市亀和田町1109-1
050-3702-6421
20台
http://www.berryzfun.jp/
12月下旬〜5月上旬
AM10:00〜正午、
PM1:00〜PM3:00
不定休

1,900〜2,100円

3歳以上

900〜1,100円

小学生料金 1,400〜1,600円

2歳以下

無料

MAP

D-4
【時間】

30分

自然豊かな環境をいかし、昔な
がらの土壌栽培で育てられた「女
峰」
。栄養豊富で味も抜群。しっ
かりとした甘みと酸味が味わえま
す。直売所もあり、こちらでは幻
のいちごとも言われている「とち
ひめ」も販売。

大人料金

鹿沼市見野1102
0289-63-4809
20台
http://www.ichigoen.com/
1月上旬〜5月上旬
AM10:00〜PM3:00
木曜（祝日の場合営業）

1,000〜1,400円

3歳以上

500〜700円

小学生料金 1,000〜1,400円

2歳以下

無料

MAP

C-2
【時間】

30分

※入園から30分以上滞在し、延長された場合は追加料金あり。

ハニーパンケーキ
920円／ホイップバターと２
種類のはちみつで楽しむふわ
ふわ生地のパンケーキ。豊か
な風味が口中に広がります。

はちみついちごパフェ

はちみつジェラート

1,300円／同園のミツバチ達
が受粉した完熟とちおとめを
使った絶品パフェ。季節のは
ちみつパフェが随時登場。

350円～／素材や製法にこだ
わった濃厚リッチなフレーバ
ーが楽しめます。ちょい足し
はちみつの追加もおすすめ。

黒田養蜂園
鹿沼市村井町291-5

直営はちみつギフトショップ

C afe
はちみつ Cafe

観光いちご園ベリーちゃんハウス

（ハニーいいみつばち）

0120-82-1138

カフェハニービー直通
0289-77-5252
ドルチェミエーレ直通
0289-77-7388
火曜（祝日の場合は翌日） 50台
www.kuroda-honey.com/

買って食べて園内ぐるっとはちみつめぐり♪

Shop

出会いの森いちご園

Sweets
HoneyB

栃木県内各地で採集したはちみつをはじめ、 料理の味を引き立てる風味豊かなはちみつを
全メニューに使用。地場野菜も満載です。
様々なオリジナル商品が購入できます。
AM9:00〜PM7:00
AM11:00〜PM7:00（L.O.／PM6:00）

はちみつスイーツ専門店

至
福
イ の
ー
ツ

ス

安心していちご狩りを楽しもう
可動式ベンチ栽培によるバリア
フリーハウス、トイレを完備した
いちご園で、どなたでも安心して
いちご狩りができます。食べ放題
では自慢の「とちおとめ」を楽し
め、
「とちひめ」や「スカイベ
リー」の販売もあります。

Dolce Miele

ケーキから焼菓子まではちみつスイーツが勢
ぞろい。カマンベールのタルトも人気です。
AM10:00〜PM6:00

大人料金
MAP

D-3

小学生料金

1,100〜1,700円
800〜1,400円

花や緑に囲まれた観光いちご農園

鹿沼市酒野谷929-1
0289-60-0175
30台
http://www.kanuma.or.jp/ichigo
予約優先（3日前に予約）
1月上旬〜5月中旬
AM10:00〜PM4:30
期間中は無休

３歳以上
2歳以下

800〜900円
無料

MAP

C-3
【時間】

30分

「鹿沼市花木センター」内にあ
るいちごハウスで、人気品種の
「とちおとめ」と「とちひめ」を
思う存分楽しめます。高設栽培な
ので、ベビーカーや車椅子での入
場も可能。カフェもあり、1日中
のんびりと過ごせます。
大人料金
小学生料金

鹿沼市茂呂2086-1 鹿沼市花木センター
0289-76-1000
1,000台
http://www.kaboku.or.jp/
予約制(3日前までに予約)
1月上旬〜5月上旬
MAP
AM10:00〜PM3:00
D-3
木曜

1,000〜1,800円

3歳以上

700〜1,000円

900〜1,600円

2歳以下

無料

【時間】

30分
15

鹿沼市には、伝統工芸はもちろん、さまざまなクラフト体験ができるスポット
があります。温もりあふれる手作りの品を旅の思い出にしませんか。

や し ゅ う ま し

野州麻紙工房

旅の思い出は手作りで。

MAP

花農場あわの

B-4

鹿沼市下永野600-1
0289-84-8511
cafe ギャラリー納屋
土・日・祝日のAM11:00～PM5:00営業
体験教室は7日前までに要予約
（HPのお問い合わせフォームから予約可能）
https://yashuasa.com

体験スポット

MAP

B-3

鹿沼市中粕尾423
0289-83-7787
4～11月／AM9:00～PM5:00、
12～3月／AM9:30～PM4:00
12～3月／火曜日、4～11月／無休
カフェギャラリー
納屋では麻製造用
の農具なども展示。

体験メニュー
500～3,000円

所要時間40分程度、
1名から可

クラフトの町、鹿沼のガラス工房

リース作り体験教室（通年）

ラベンダースティック作り体験（期間限定 6～7月）
1,500円

所要時間60分程度、
1名から可

寄せ植え体験（期間限定5～10月）
2,500円

タペストリー作り 2,000円

木のふるさと
伝統工芸館

MAP
市内

中心部

鹿沼市麻苧町1556-1
0289-64-6131
AM9:00～PM5:00
火曜休館（※祝日の場合は翌日）
、
年末年始
入館料無料

およそ200種類の花々が咲く広大なガーデン
で知られる花農場あわの。フレッシュハーブや
ドライフラワーのリース作りのほか、寄せ植え
作りなど、ハーブの香りに癒される体験メニュ
ーが人気だ。併設するレストランではパスタや
パエリアのほか、ハーブティーや自家果樹園の
ブルーベリーなどを使ったスイーツも楽しめる。

木工の町、鹿沼にあるガラス工房＆ショップ。
店内にはシンプルで品の良い器や一輪挿し、ラ
ンプシェードがセンスよくディスプレイされ、
光とガラスの色模様を眺めていると時のたつの
を忘れそう。ショップ奥にある工房では吹きガ
ラスの体験ができる。サンプルから好きなアイ
テムや色を選んでみよう。ギフトにもおすすめ。
ヤ マ ヤグラス

808 GLASS
鹿沼市御成橋町1-2263-6
0289-74-5100
AM9:00～PM6:00
火、水、木曜

MAP

D-2

体験ではさまざまな形のグ
ラスを作ることができる。

体験メニュー
鹿沼の伝統工芸に触れてその
魅力を体感できるスポット。

体験メニュー

鹿沼組子のコースターづくり体験
営業時間内ならいつでも可能。料金は1,500円。
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ハーブの香りに心癒されるひと時

「彫刻屋台」
「鹿沼箒」
「鹿沼組子書院障子」
など、市が誇る伝統工芸品を展示。なかでも美
しい菊彫りの「石橋町彫刻屋台」は圧巻。地元
自治会の方が、祭りや工芸の歴史文化を親切に
案内してくれます。木工品の販売コーナーもあ
り、代表的な麻とごま柄を組み合わせた「鹿沼
組子」のコースターをつくる体験もできます。

手作りを楽しめる農村レストラン

希少な国産の麻作りを継承

紙漉き体験で麻の魅力を実感！

野州麻紙工房はここで400年前から麻を栽培し
てきた農家が主宰する工房＆ショップ。希少な国
産の麻を種から栽培し、精麻したものを麻紙やし
め縄などに加工・販売する他、麻紙漉きや、麻草
履作りなどの体験もできる。隣接するカフェギャ
ラリー納屋では、麻を使った照明器具や壁紙など
が空間を彩り、麻の魅力を体感できる。

クラフトの町、鹿沼のガラス工房

1,000円

工房ショップで吹きガラス体験

麻紙漉き体験

（どちらも乾燥し後日郵送となるため、送料が別途かかります。）

組子のコースターづくりを気軽に

平日AM9:00～PM4:00、
土・日曜AM9:00～PM12:00
※事前にお問い合わせください。

鹿沼が誇る素晴らしき伝統工芸品

体験メニュー

所要時間60分程度、
1名から可

吹きガラス体験（グラス、ボウル、一輪挿しなど）
鹿沼工房は12～3月末／AM11:00～PM6:00開催
※GW～11月末は奥日光の808 GLASS NIKKOにて開催
【料金】1名3,500円
（税別）
要予約
（前日までに電話にて予約）
【所要時間】20～30分程度 ※お渡しは1週間後以降
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そば処鹿沼の名物そばを堪能

地元民御用達！ 鹿沼ディープグルメ4選
地元の人から熱烈に支持されているちょっとディープでツウなお店をご紹介します。

安喜亭本店

MAP
市内

中心部

鹿沼市下材木町1361
0289-62-2267
AM11:00～PM7:00
月曜定休（祝日の場合営業、翌日休み）

手打ちそば

一庵

MAP

B-1

鹿沼市草久132-3
0289-74-2227
AM11:00～PM2:30
木曜（他イベント休業有）
、
1～3月は金曜も休業

開業から40年以上の老舗。当初は食堂だったことを物
語るのが、定食や中華などのメニューの豊富さだ。家族
連れにも人気で、地元民だけでなく県外から訪れる人も
多いという。もちろん、なんと言っても人気は自家製粉
のそば。挽きたて、打ち立て、茹でたての美味さを楽し
める。10～3月に提供するけんちん汁も大人気。

久我の里 そば処

なゆた庵

MAP

B-2

鹿沼市上久我860-2
0289-65-8563
AM11:30～PM3:00（L.O.／PM2:30）
月曜（祝日の場合は翌日）
、
（臨時休業有）

お お こ え じ

峠の味処

大越路

他のメニューも豊富！

店に入ると、大きなケヤキの一枚板のテーブルが出迎
えてくれる。木の温もりに満ちた空間で味わえるのは非
日常の時間。日頃の喧騒を忘れてゆったりと過ごしたい。
人気はにらそばと冷やし舞茸そば。セットメニューも多
く、写真のヘルシー御膳は女性に好評。今後はスイーツ
や一品料理も登場予定。

峠の食堂がそばで知られるように

古峯神社へと向かう街道沿いに小さな庵が一軒。古来
から講中の人々が往来し、今でも参拝客やツーリングで
訪れる人々を虜にする同店のそばは、噛むほどに香りを
感じる粗挽きのそば粉で打つ。人気の品はにらそばと、
とろける食感のトロこんにゃく。特に冬はすべての食材
が旬の時期だ。良質の水もそばを美味しく締めている。

香りたつそばをかみしめる

東武線新鹿沼駅前にある同店。地元の人をはじめ、ゴ
ルフ客など県外からの常連も多く、鹿沼産のそば粉を石
臼で自家製粉した打ち立て、茹でたてのそばが評判。特
に鹿沼産の新鮮なにらをサッと茹でて盛ったにらそば、
鹿沼こんにゃくみそおでん、そば餅、野菜天がセットに
なった『芭蕉御膳（1,550円）
』は女性にも大人気。

古峰ケ原街道沿いに佇む庵で

鹿沼市中粕尾457-2
0289-83-0308
AM11:30～PM2:00、PM5:00～PM7:30
月曜定休

ゆったりとそばを味わうひと時

鹿沼市天神町1706
0289-62-5353
AM11:00～PM2:00、PM5:00～PM7:00
毎月1・11・21日定休

MAP

B-3

木の温もりあふれる優しい空間で

中心部

幸飯店

手打ちそばと地場食材を堪能！

MAP
市内

鹿沼玄そばを石臼挽き自家製粉で

山々に囲まれた自然豊かな場所にある中華料
理店。パラパラに炒めたあっさり味の卵チャー
ハンに、たっぷりのしいたけが入った青椒肉絲
風炒めが絶妙にマッチ。

老舗の中華料理店

鹿沼市役所前に佇む、古き良き街の食堂。デ
ミグラスソースのハンバーグやエビフライ、ナ
ポリタンなど定番の洋食をワンプレートで楽し
める、ランチセットが人気。

のどかな場所にある

◉しいたけチャーハン 700円

リーズナブルに楽しむなら

なつかしの洋食を

街の愛され食堂で

◉Aランチ 720円

喜楽食堂
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1,020円

新鮮な魚介料理が評判の食事処。肉厚の刺身
用アジをていねいに下ごしらえし、カラッと揚
げた『真あじフライ』はまさに絶品。手作りの
味もボリュームも大満足。

い お り

MAP

D-3

鹿沼市鳥居跡町1416-11
0289-62-1195
AM11:30～PM2:00、PM4:00～PM7:00
月曜、月一回火曜日

鹿沼市深程472-1
0289-85-2537
AM11:30～PM2:00（夜は予約のみ）
月曜・第3火曜定休（不定休有り）

◉真あじフライ定食

大正14年創業の老舗店。豚肉と旬の野菜のあ
んを、自慢のしょうゆラーメンにかけた『豚そ
ば』が名物。麺はもちろん、やさしい味わいの
『しゅうまい』も自家製。

みっちゃん蕎麦

MAP

C-4

新鮮な魚介類を使った定食を

鹿沼市の名物ラーメン

アツアツのあんがからむ

◉豚そば 680円

近江屋

そば処として知られている鹿沼市。名物にらそばをはじめ、さまざまな味が楽しめます。

MAP

B-4

鹿沼市下永野1541
0289-84-0951
AM11:30～PM7:00
木曜（祝日の場合営業）
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旅の楽しみのひとつといえばランチ選び♪鹿沼市で広く親しまれている
選りすぐりのおすすめランチスポットをご紹介します。

鹿沼市に訪れたら足を運びたい
「とちぎ和牛」
「かぬま和牛」に舌鼓！

上質な肉をリーズナブルに堪能

ゆっくりとした時間が流れる

カジュアルリゾート空間で楽しむ、

季節ごとの創作ダイニング

カスケードプレートは、季節ごとの食
材を使った創作料理が味わえる大満足の
一皿。たっぷりの野菜やスープとともに、
シェフのアイデア料理が楽しめる。道路
向かいにはゴルフ練習場あり。隣接する
鹿沼市民ゴルフ場ショートコースプレイ
券付のお得なランチセットもオススメ。

ランチスポット

「とちぎ和牛」をはじめ、鹿沼のブラ
ンド牛「かぬま和牛」が味わえる、牛肉
問屋直営の炭火焼肉店。掘りのあるテー
ブル席でゆっくり食事が楽しめます。ラ
ンチメニュー（968円～）も多彩。うま
みと甘みのある焼肉はもちろん、安心・
安全な地元産の食材を使った料理を提供
します。

Cafe&Dining

Cascade Garden

炭火焼肉

（カスケード ガーデン）

カスケードプレート 1,080円〜

〈 こちらもオススメ 〉

ランチメニュー
パーティープラン

980円〜
6品コース 2,000円〜

鹿沼市栃窪1219
0289-64-5145
AM11:30～PM3:00
（L.O.／PM2:20）
、
ディナー 金・土・日曜／
PM5:30～PM9:00
（L.O.／PM8:30）
月曜日
（祝日の場合翌日）
、
第3火曜日、
他臨時休業有り
MAP
有り
D-2
www.cascade-garden.net/
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5,280円

蔵八

鹿沼店

鹿沼市栄町3-40-2
0289-63-1188
AM11:00～PM3:00（L.O.／PM2:45）
、
PM5:30～PM9:00（L.O.／PM8:45）
月曜
30台

中国懐石（北京ダック）
コース
（要予約）
8,100円～

〈 こちらもオススメ 〉

おまかせランチコース
（要予約）

2,750円～

中国懐石コース
（要予約）

4,400円～

D-3

シンプルな美味さに魅了される一杯

MAP

D-2

とちぎ和牛ステーキランチ

もちっツルッのコシある麺が自慢

恵泉

0289-78-4212
鹿沼市府中町102-93
AM11:30～PM2:30（L.O.／PM1:15）
、
PM6:00～PM9:30（L.O.／PM8:00）
日・月曜（6月より月曜、土・日曜は
夜のみ予約営業）
6台
sites.google.com/site/chinesekeisen/home

〈 こちらもオススメ 〉

1,012円

手もみ中太ちぢれ麺に、さっぱり系の
澄んだスープ。自慢の麺は、3種類の北
海道産小麦粉をオリジナルブレンドし、
自家製麺している。鶏・豚・魚介・野菜
からとったダシにしょう油ダレのスープ
は、シンプルにして奥深い味わいで、老
若男女問わず人気。一から手作りの餃子
もご一緒に。

け い せ ん

中国懐石 Chinese

カルビ＆ロースランチ 1,375円

968円

ハンバーグランチ

鹿沼市西茂呂3-52-12
0289-60-7530
AM11:00～PM3:00（L.O.／PM2:30）
※ランチメニュー（L.O.／PM2:00）
、
PM5:00～PM10:30（L.O.／PM10:00）
木曜（最終木曜、祝日の場合営業）
50台
www.yakiniku-ootuka.com/
MAP

旬の味わいを活かした

彩もあざやかな独創「中国懐石」

都内一流店で広東の腕を磨いた後、京
都で懐石料理店に師事したシェフが、四
季の味わい、和食の美意識を取り入れた
「中国懐石」を提供する店。地元の農家
から買い付ける野菜や、漁港直送の魚介
類、銘柄肉など、素材の鮮度も抜群。本
場香港の点心師の直伝の点心も人気だ。

カルビラーメンランチ

おおつか 鹿沼店

MAP

D-3

らーめん 700円

〈 こちらもオススメ 〉

チャーシューめん

980円

ネギらーめん

830円

ぎょうざ
（5個）

400円

21

鹿沼市に訪れたら足を運びたい

ランチスポット
活うなぎのおいしさを、

心からのおもてなしで

はちみつがおいしさの秘蜜！食事メニューも

スイーツメニューも充実のカフェ

老舗養蜂園が営むカフェ。はちみつを
使った奥深い味わいの料理が楽しめます。
サラダ＆日替わり前菜3種盛り合わせと
ドリンクが付くAセットのほか、本日の
デザート付きのセットも人気。どちらも
グランドメニューにプラスでき、営業時
間内いつでも提供しています。遅めのラ
ンチにもおすすめです。

日本有数の産地として名高い、愛知県
西尾市一色町の養殖うなぎを使用。
“活
きた”うなぎのおいしさを存分に味わ
ってもらえるようにと、注文を受けてか
ら活うなぎを割いて調理します。昼時は
リーズナブルな価格で自慢のうな丼を提
供。秘伝のタレを使ったソフトクリーム
もぜひご賞味を。

Cafe&Gelateria

土用亭

鹿沼市村井町291-5
0289-77-5252
AM11:00～PM7:00（L.O.／PM6:00）
火曜（祝日の場合営業）
50台
www.kuroda-honey.com/

鹿沼市上石川1775-11
0289-76-3535
AM11:30 ～ PM2:00（L.O. ／ PM1:45）
、
PM5:00～PM9:00（L.O.／PM8:30）
、
日曜／～PM8:30（L.O.／PM8:00）
月曜（祝日の場合は翌日）
有り

HoneyB

パスタ 1,100円〜
（Aセット ＋460円）

パンケーキ
〈 こちらもオススメ 〉

920円〜

ピッツァ

1,200円〜

ハンバーグ

1,300円〜

MAP

D-3

1,408円

刺身サイコロステーキＷランチ
（スープバー付） 1,500円

〈 こちらもオススメ 〉

MAP

D-3

ガッツリお肉と新鮮刺身の欲張りセット

3,630円

ヒレカツランチ

アツアツの鉄板でいただくステーキや
ハンバーグのほか、刺身や丼物など和食
も楽しめるという、幅広いメニューで老
若男女問わず人気の店。ランチはコーン
スープと豚汁が飲み放題のスープバー付
きで、ご飯のおかわり自由。また、ラン
チメニューの中から１つを日替わりで
1,000円で提供。

みはし

道楽かぬま／
ブルートステーキ

鹿沼市東町2-3-5
0289-63-2744
AM11:00～PM2:00、
PM5:30～PM9:30(L.O.／PM9:00)
水曜
7台
twitter.com/mihashi_ramen
MAP

D-2
24

1,320円

土用亭ランチ

家族みんなが大満足のレストラン

中華そば

お刺身ランチ
〈 こちらもオススメ 〉

ラーメン通も大満足！

鶏のうまさを極めた一杯

元焼鳥職人の店主。鶏を知り尽くして
いるからこそ生まれた完成度の高い“鶏
そば”は、新店ながらも通をもうなら
せる至極の一杯として人気を呼んでいま
す。鶏ガラベースの端麗スープに合う特
注の低加水ストレート麺に、こだわりの
トッピングで味の変化を楽しめるのも同
店の魅力です。

うな丼ランチ 2,310円

有精卵の味玉しょうがそば 935円

〈 こちらもオススメ 〉

平日限定ランチセット

957円

辛味ねぎそば

880円

ドデカ唐揚げ
（2個）

308円

鹿沼市上殿町203-1
0289-64-3819
AM11:30～PM3:00（L.O.／PM2:20）
、
PM5:00～PM11:00（L.O.／PM10:20）
不定休
MAP
有り

D-2

カットブル＆ロースランチ

1,600円

ハンバーグ＆カットブルランチ

1,200円

海鮮丼

1,400円
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市内イベント

年間イベント
6月

1月
【第１土・日曜日】

【下旬～7月上旬】

鹿沼市木工団地祭り

あじさい祭り

青空市

（鹿沼木工団地内多目的広場）
工芸品・木製品の展示販売やワ
ークショップなど盛りだくさん
の木工まつりです。

【3日】

発光路の強飯式

（磯山神社）

（発光路公民館）
祭り当番の受け渡し儀式として、
氏子に高盛飯を強います。国指
定重要無形民俗文化財。

28種2500株のあじさいが参道・
社殿に咲き揃います。

花市
（末広通り周辺）
縁起物をはじめ、約400もの露
天商が集まる関東有数の花市と
してにぎわいます。

2月

木工のまち・鹿沼市を代表する伝統工芸品。
細かく割った木材を、釘を使わずにすべて手
作業で組み合わせ、複雑な模様に編んでいき
ます。木工職人の伝統技術がなせる逸品です。
鹿沼建具商工組合／ 0289-62-8151

◉焼きんとん

【上〜中旬】

いちごのもり

泣き相撲（生子神社）

（鹿沼市花木センター）

子どもの健やかな成長を祈願す
る奇習行事。幼児の泣き声を競
います。

いちごのスイーツや雑貨など、
食べて遊べるいちごづくしのマ
ルシェです。

10月

◉はとむぎ製品

3月
【上旬】

減農法・減化学肥料で栽培した、鹿沼産100
％のはとむぎを使用し、お茶屋お菓子に。漢
方では「ヨクイニン」と呼ばれ、美肌、健康
づくりに効果を期待できます。
（有）農業生産法人かぬま／ 0289-64-9417

【第1土・日曜日】

鹿沼秋まつり

板荷のアンバ様

（今宮神社周辺）

（板荷大杉神社、
板荷地区一帯）

20台以上の絢爛豪華な彫刻屋台
が街を練り歩きます。ユネスコ
無形文化遺産認定。

10

神輿が地域内を練り歩き、大天
狗・小天狗が家々を訪れ悪魔払
いを行います。

選

4月

【下旬】

【上～中旬】

鹿沼園芸フェア

さくら祭り

（末広通り周辺）
さつきの銘品や盆栽の展示、ワ
ークショップ等、秋の園芸もり
だくさんのイベント。

（千手山公園）
ソメイヨシノなど約300本の桜
が楽しめます。ライトアップさ
れた夜桜も。

11月

◉いちご

古くから親しまれ続けている鹿沼銘菓。北海
道産小豆をていねいに炊き上げたきんとん餡
を求肥で包み、表面を軽く焼き上げています。
もちっとした食感と上品な餡が絶品。
（有）紀州屋／ 0289-62-2660

お土産にぴったり！

【19日以降の
最初の日曜日】

◉鹿沼組子

「かぬまブランド」認定品

9月

【第4土曜日】
栃木県は、いちご生産量が全国一の「いちご
王国」
。その中でも鹿沼市は、生産の歴史は
古く、その品質は「日本一」との市場評価を
得ています。JAかみつが いちご部／
0289-75-3311（JAかみつが 奈佐原直売所）

◉かぬま和牛
肉質が良く霜降りの多い、極上の黒毛和牛。
毎月29日は「かぬま29の日和牛の日」として、
かぬま和牛振興会加盟店にて特別価格で提供
中です。かぬま和牛振興会／ 0289-63-2192

【中旬～5月上旬】

城山つつじまつり
（城山公園）
2万株のつつじが公園内に咲き
誇ります。様々な催しも開催。

5月

◉はとむぎサブレー

◉鹿沼こんにゃく

鹿沼産はとむぎを生地に練りこみ、アーモン
ド粉やゴマなどを加え、焼き上げました。香
ばしく、上品な味わいのサブレーは、ちょっ
とした手土産におすすめの一品です。
松栄堂本店／ 0289-62-2761

鹿沼市は良質のこんにゃく芋の産地。在来種
のため3年の歳月をかけて育てた芋を、江戸
時代から変わらない製法で、アクがなく食感
のいいこんにゃくを手作りしています。
鹿沼蒟蒻商組合／ 0289-62-2343

【下旬～12月上旬】

そば天国
（鹿沼市花木センター）
栃木でもトップクラスのそば処・
鹿沼そばの食べ比べや、ご当地
グルメが楽しめます。

鹿沼市の
最新情報は
こちら
26

【下旬～6月初旬】 【さつき祭り初日】

鹿沼さつき祭り
（鹿沼市花木センターほか）
約300点のさつきが展示される
日本最大級のイベントです。
鹿沼市観光協会

鹿沼市

鹿沼さつき祭り協賛

花火大会（黒川河川敷）
全国的にも珍しい5月の花火大
会です。緑地に並ぶ露店も魅力。

◉鹿沼娘シリーズ
鹿沼産コシヒカリを原料に、古峯神社の御神
水を仕込み水に使用した「小林酒店」オリジ
ナルブランド酒。世界的な品評会でタイトル
に輝くなど、高い評価を得ています。
（株）
小林酒店／ 0289-62-7550

◉かぬま里山わいん（いちごワイン）

◉きびがら細工

原料から生産までメイドイン鹿沼のワインを
展開するワイナリーが、地元のイチゴを使っ
たワインを開発。鮮やかな色味に、甘く芳醇
な香りとやわらかな風味が特長の1本です。
宇賀神緑販
（株）
／ 0289-77-8180

鹿沼箒づくりの技から誕生した民芸品。きび
がらを使い、編み上げながら十二支や鶴亀な
どの縁起物を形作ります。手作りによる素朴
なかわいらしさがファンを魅了しています。
きびがら工房／ 0289-64-7572
25

電車でアクセスした後はコチラ

okurabike
（レンタルサイクル）

自転車だからこそ感じられるゆっ
たりとした時間の中で、鹿沼市の
景 色と 空 気を 満 喫で き る
「okurabike」のレンタルサイクル。
鹿 沼を 知り 尽く
したガイドが同
行し、 街の 歴 史
と自然を案内し
てくれるガイド
ツアーもあり。

鹿沼市では、1区間100円から500
円（ 古 峰 原 線は7.5kmご と に100
円）で利用できるリーバスが、市
民の足として活躍しています。12
の 路 線が あ り、
市内全域をほぼ
カバーしている
ので、市内観光
にも便利です。
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リーバス

27

《鹿沼へのアクセスは》
● JR日光線鹿沼駅
（東京から70分）
新幹線利用宇都宮乗り換え
● 東武日光線新鹿沼駅
（浅草から80分）
● 東北自動車鹿沼インター下車

東京から

約1時間

● 成田国際空港／羽田空港から高速バスで約2時間30分／2時間20分

HOTEL INDEX

自家醸造ワイン 初代ヴィンテージ
〈キャンベルアーリー&マスカッ
トベリーA／メルロー／シャルドネ／デラウェア／ナイアガラ〉

【宿泊施設一覧】

宿泊施設名
●

ニューサンピア栃木

●

HOTEL Ｒ9 The Yard

自然豊かな自家農園で
栽培したぶどうだけを使い
自社醸造した“100%
鹿沼生まれ〟のワインです
自然と人が織りなす
ふくよかな里山の恵みを
お楽しみください

どう農園があるのは︑

緑と清流に恵まれた日

光連山のふもと︒夏の

暑さと収穫期の寒暖︑砂壌土質の

沖積土などぶどうに適した風土の

中で︑愛情を込め栽培しています︒

そして︑収穫した品種それぞれの

個性をいかしながらていねいに自

家醸造︒果実味あふれる自然なお

ワイナリー併設の直売ショップ

いしさが広がるワインです︒

では︑ぶどう畑を眺めながら試飲

ができます︒果汁１００%の完熟

ぶどうジュースやアイスも人気商

品︒鹿沼で育まれた豊かなおいし

さに出会えます︒

鹿沼市下奈良部町1-110
0289-77-8180
平日／AM11:00～PM6:00、土日祝日／AM10:00～PM6:00
水曜
20台 www.bc9.jp/~ryokuhan/

鹿沼市栃窪 1255

0289-65-1131

〈鹿沼西〉

鹿沼市西茂呂 3-52-8

0289-74-7618

鹿沼市栄町 2-21-1

0289-77-5218

ホテルルートイン鹿沼インター

鹿沼市上石川字北原 1138-1

050-5576-7771

●

いせや旅館

鹿沼市上野町 102

0289-62-2250

●

旅館中野屋本店

鹿沼市上野町 212-2

0289-62-8171

●

中野屋支店

鹿沼市上野町 102

0289-62-3353

●

旅館 CICACU

鹿沼市天神町 1704

080-1411-4095

●

松屋旅館

鹿沼市深程 1660

0289-85-3310

●

古峯神社宿坊

鹿沼市草久 3027

0289-74-2111

●

前日光ハイランドロッジ

鹿沼市上粕尾 1936

0288-93-4141

●

自然体験交流センター

鹿沼市板荷 6130

0289-64-8760

●

前日光あわの山荘

鹿沼市入粟野 991

0289-86-7611

四川料理 栄川

鹿沼市野尻 135-1

0289-62-4146

●

【直売ショップ】

電話番号

〈鹿沼栄〉
●

ぶ

住所

●

B＆B 参ノ庵

鹿沼市千手町 2568-3

0289-63-5422

●

上永野キャンプ場

鹿沼市上永野 1403

0289-84-0341
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