
＜マーク説明＞

・・・直売所

・・・農村レストラン

・・・観光農園

・・・まちの駅

板荷ふれあい直売所
（フードショップくりはら）

鹿沼市板荷1158-1

0289-64-8253

平 日 8：30～18：00

土日・祝 8：30～18：00

不定休

米、大豆、ささぎ、そば粉、味噌、ネギ、饅頭、

たまごは年間を通して販売しています。特に米、

そば粉、野菜類が売れ筋食品となっています。

住所
ＴＥＬ

営業日時

11 直

清流の郷かすお
鹿沼市下粕尾1308-1
0289-83-0012

平 日 9：00～16：00
土日、祭日 9：00～16：30
ﾚｽﾄﾗﾝ 11：00～14：00
定休日 火曜日（祝日の場合は営業）

新鮮野菜・漬物と手造り味噌やコンニャクの加

工品、鶏卵や人気のジェラートなどの直売と鹿

沼産そば粉を使用した農村レストランの営業を

行っています。

住所
ＴＥＬ

営業日時

4 直

レ

フレッシュ園渡辺

鹿沼市深津596

0289-76-3639

1月下旬～4月中旬

10:00～17:00

鹿沼インターより3分の場所にあります。

いちご狩りは行っておらず、直売・地方発送の

みです。

住所
ＴＥＬ

営業日時

21

わたなべいちご園

鹿沼市見野1102

0289-63-4809

いちご販売 10：00～16：00

定休日 木曜日

（状況により早期終了有）

いちごジャムは年間を通して販売しています。い

ちごのパック詰品は売れ筋商品です。美味しい

いちごをどうぞ召し上がって下さい。

住所
ＴＥＬ

営業日時

12出会いの森いちご園 本店

鹿沼市酒野谷929-3

0289-60-0175

1月上旬～5月中旬

10：00～16：00 （受付15:00まで）

とちおとめ、とちあいかのいちご狩りが出来ま

す。とちおとめ、とちあいか、スカイベリー、とち

ひめ、ミルキーベリーなど朝摘みのいちごを販

売しています。ご家族、お友達そろってご来園

下さい。

住所
ＴＥＬ

営業日時

8

渡辺りんご園

鹿沼市栃窪566（自宅直売）
鹿沼市栃窪1255-3（りんご園）
0289-64-3600（自宅直売）
090-4178-6962（りんご園）

10：00～16：00 不定休
◆さくらんぼ狩り、直売

6月上旬～7月上旬
◆りんご狩り、直売

8月下旬～1月下旬（販売)
（りんご狩りは１１月２５日まで）

◆もも直売 7月上旬～8月下旬

天候や作柄により収穫期にズレが出る場合があ

りますので、お出掛け前には確認の電話をお願い

します。

住所
ＴＥＬ

営業日時

13
観 梅澤りんご園

鹿沼市栃窪758

0289-64-3578

9：00～18：00

9月上旬～3月下旬

完熟直売 ! 秋の味覚、是非御賞味下さい。

住所
ＴＥＬ

営業日時

14 観

観

レ

直

出会いの森直売所

鹿沼市酒野谷1005-1

0289-60-3321

11：30～15：30

定休日 月・火・祝・年末年始

地元産の安全・安心な野菜・キノコ（菌床）等を

販売しています。トマトやモチが人気です。出会

いの森福祉センター（温泉）の隣です。

住所
ＴＥＬ

営業日時

9 直

和久井農園 メロン直売

鹿沼市上石川2099-1

090-6922-6384

7月中旬～8月中旬

10：30～17:00

1本の木にたったひとつだけマスクメロンを大

切に育てています！

住所
ＴＥＬ

営業日時

19
直

堂用さんちの野菜直売所

鹿沼市上奈良部町2-25

10：00～16：00 

(商品なくなり次第終了）

定休日 火曜日

冬季休業 2月～5月上旬

有機肥料、減農薬で作った野菜を販売してい

ます。

住所

営業日時

18
直

スマイルベジタブル和久井

鹿沼市上石川2060-2

0289-76-2340

090-4925-2843

６月～８月 10：00～17：30

不定休

９月～翌５月は休業

土・肥料にこだわった野菜を店周辺の畑で育

てている為、収穫してすぐに店先に並びます。

野菜本来の味がする安心・安全な野菜をお試

し下さい。

住所
ＴＥＬ

営業日時

20

直

花農場あわの

鹿沼市中粕尾423

0289-83-7787

4月～11月 9：30～17：00
12月～ 3 月 9：30～16：00
(冬季のみ毎週火曜日定休）

無農薬ハーブを使用したパスタやピザを提供してい

ます。素材のもつ味をそのまま生かした本格的なフ

レンチ・イタリアンをお楽しみ頂けます。観光農園で

の花摘みやドライフラワー体験教室も実施中!!

住所
ＴＥＬ

営業日時

3

レ

観 かぬま手づくりの里

そば処久我

鹿沼市上久我27
0289-65-8787

平 日 11：00～14：00
土日・祭日 11：00～15：00
定休日 月曜日（祝日の場合は営業）

打ち立て、湯でたてのおそばとカリッと揚がったお

野菜の天ぷらはいかがですか!! 美味しいですよ。

住所
ＴＥＬ

営業日時

5 直

レ

ＪＡかみつが奈佐原直売所

鹿沼市奈佐原町527

0289-75-3311

9：00～16：45
定休日 1/1～3、8/14～16

米、ニラ、切り花、そば粉、卵、饅頭、手打ちそ

ば、こんにゃく、パン、漬物は年間通して販売。

イチゴ、トマト、切り花売れ筋商品です。

住所
ＴＥＬ

営業日時

10

直

そば処 やしお庵

(前日光つつじの湯交流館内)

鹿沼市入粟野994-2

0289-86-7666

12/1～3/31 11：00～16：20
定休日 火曜日 （祝日の場合は営業）

4/1～11/30 10：30～16：20
土日のみ

地産地消を目指し、そばや野菜はもちろんの

事、味噌、こんにゃくなどは地元で生産さえた

ものを使用し提供しています。

住所
ＴＥＬ

営業日時

1 レ

野尻直売所

鹿沼市野尻285-4

0289-63-4418

3月～10月 9：00～18：00
11月～2月 9：00～17：30

定休日 月曜日
(祝日の場合は営業)

8/14～16、12/31～1/7はお休み

地場産野菜、畜産物等の販売しています。

トマト、イチゴ、米、その他加工品が充実していま

す。

住所
ＴＥＬ

営業日時

7 直
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出会いの森いちご園

ベリーちゃんハウス

鹿沼市茂呂2086-1

0289-76-1000

12月上旬～5月下旬

10:00～15:00

定休日 7～2月 木曜日

とちおとめ、とちあいか、とちひめ、スカイベリー

4品種のいちご狩りが楽しめます。高地栽培ベ

ンチでバリアフリーなので、清潔で屈まずに安

心していちご狩りができます。

住所
ＴＥＬ

営業日時

16 観 鹿沼市花木センター

鹿沼特産物販売所

鹿沼市茂呂2086-1

0289-76-2310

8:30～17:00

定休日 7～2月 木曜日

年末年始休業 12/31～1/2

新鮮な野菜の他に味噌・まんじゅうや苺のお

菓子なども販売しています。

住所
ＴＥＬ

営業日時

17 直

直

ふる里産品直売所

(前日光つつじの湯交流館内)

鹿沼市入粟野994-2

0289-86-7666

10：00～16：30

定休日 火曜日 （祝日の場合は営業）

地元粟野産にこだわっております。またお客様

の声にお応えできる様な品揃えをしております。

饅頭、こんにゃく、漬物が売れ筋商品となってお

ります。

直

住所
ＴＥＬ

営業日時

観

直

まちの駅 新・鹿沼宿

鹿沼市仲町1604-1

0289-60-2507

9:00～18:00

定休日 1/1、1/2

全商品、地場農産。トマト、キュウリ、ニラ、切り

花、鉢花、パンが売れ筋商品となっています。

住所

営業日時

15 直

鹿沼ひざつきフルーツプラザ

鹿沼市上日向1054

0289-65-2625

10：00～17：00 不定休
◆さくらんぼ：5月下旬～6月下旬
◆ぶどう：8月中旬～10月上旬
◆桃：7月下旬～9月上旬
◆りんご：8月下旬～3月下旬
◆栗：9月上旬～10月下旬
◆いちご：12月下旬～5月中旬

1年中安全でおいしい果物の生産、販売

を目標にしています。各種果物狩りが出来ます。

営業日時

観
住所
ＴＥＬ

62


