
「日光HIMITSU豚の
カツカレー」

道の駅日光・船村徹記念館そばめぐり

二宮尊徳記念館

天然氷（かき氷）

いちご狩り

SL大樹

酒蔵めぐり 今市屋台まつり
（10月下旬）

日光杉並木

田園風景百選ゆばの引き上げ体験

大室ダム伝統・地域行事パワースポット

清流 黒川そばめぐり

今市エリア／今市（近郊）

今市（市街地）のモデルコース例 今市（近郊）のモデルコース例地産地消推進店紹介

昔ながらの懐かしいメニューから、定番メニューなど380種類以上
が揃う喫茶店。無添加の手作りスイーツも、常時15種類ほど用意し
ています。

「とちおとめ」「スカイベリー」「紅ほっぺ」などのいちごを30分
食べ放題できます。

明治13年創業の片山酒造では、「佐瀬式」の搾りを見学でき
ます。実際に絞りをしている時期であれば、搾りたてをご試
飲もできます。

天保13年創業の渡邊佐平商店では、酒蔵見学の他、日本酒
教室を開催しています。酒造りの基本から自分に合った日本
酒の選び方など楽しみながら学べます。

作曲家 船村徹の功績や昭和歌謡を紹介する記念館と、日光の
農産物・お土産、日光の美味しい蕎麦や和食も楽しめる複合施
設です。

日光ストロベリーパーク（いちご狩り）

渡邊佐平商店（日本酒教室）

片山酒造（酒蔵見学）

道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣（お土産・エンタメ）

今市エリア／今市（市街地）
今市地域は二社一寺の門前町として、日光街道・例幣使街道・会津西街道の宿場町とし
て栄えました。シンボル的な存在の日光杉並木街道をはじめ、自然にも恵まれ、日光連
山から流れ出る清流と寒暖差によって蕎麦作り、酒造りなどが盛んなエリアです。

今市地域は二社一寺の門前町として、日光街道・例幣使街道・会津西街道の宿場町とし
て栄えました。シンボル的な存在の日光杉並木街道をはじめ、自然にも恵まれ、日光連
山から流れ出る清流と寒暖差によって蕎麦作り、酒造りなどが盛んなエリアです。

今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域

今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域
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今市は二宮尊徳に大変ゆかりのある地。1856年10月で70年
の生涯を終えていますが、どのような報徳仕法を施したのかを、
展示物や動画を使って紹介しています。

二宮尊徳記念館　日光市歴史民俗資料館4

cha-cha-house
CAMON

ゆば専門店なので、工場見学、ゆばの引き上げ体験ができ
ます。またできたてのゆばの試食もでき、なめらかでクリーム
チーズのようだと評判です。

静寂な森の中にある歴史ある神社です。山や農業、水の神様
が祀られています。境内には御神水が湧いて、水を求めて参
拝する方も多く訪れます。

地元の採れたて新鮮野菜や、手作りの加工品が人気の直
売所です。そば処小林も併設されています。

日光東照宮への参詣道として江戸時代初期に整備された
街道は松平正綱によって杉の植栽がおこなわれ、慶安元
年（1648）に東照宮に寄進されました。

日光ゆば製造日光工場（ゆばの引き上げ体験）

日光大室 たかお神社（パワースポット）

JAかみつが小林農産物直売所（お土産）
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地産地消推進店紹介

5
日光の豊かな自然の恵と代々受け継がれてきた製法で、こだ
わりの糀をつくっています。米味噌や甘酒などが人気です。

小野糀（お土産）

日光杉並木

5

① 日光ストロベリーパーク／栃木県日光市芹沼3581　Tel.0288-22-0615　② 片山酒造／栃木県日光市瀬川146-2　Tel.0288-21-0039
③ 渡邊佐平商店／栃木県日光市今市450　Tel.0288-21-0007　④ 二宮尊徳記念館　日光市歴史民俗資料館／栃木県日光市今市304-1
Tel.0288-25-7333　⑤ 道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣・船村徹記念館／栃木県日光市今市719-1　Tel.0288-25-7771

① 日光ゆば製造株式会社／栃木県日光市猪倉赤堀3589　Tel.0288-26-4890　② 日光大室 たかお神社／栃木県日光市大室1619　
Tel.0288-26-6240　③ ＪＡかみつが小林農産物直売所／栃木県日光市小林2796-1　Tel.0288-26-8411　④ 日光杉並木／栃木県日光
市瀬川地内　杉並木公園他　Tel.0288-21-5611（日光市観光協会今市支部）　⑤ 小野糀／日光市塩野室町796-1　Tel.0288-26-8333

●栃木県日光市今市1659-210　●Tel.0288-22-9788　
●営業時間／8：00～18：00 　●定休日／火曜日、第三水曜日

「日光ひたしそば」

地元野菜を使ったかき揚げと、コシの強い二八手打ちそばを、風味
豊かなつゆに浸して味わうお蕎麦です。半熟卵でさらに味わい方が
ひろがると好評です。

きすげの郷 蕎粋庵

●栃木県日光市今市733-１　●Tel.0288-25-5778　●営業時間
／11：00～19：00（LO 18：30）　●定休日／毎月第3火曜日

お野菜たっぷりの
「ランチプレート」

大室ダムの畔に佇む隠れ家的なお蕎麦屋さん。地元大室産の玄そ
ばを使用した二八の手打ち蕎麦が人気です。大窓からはダムの景色
を眺められるカウンター席がオススメです。

草允わらび野

●栃木県日光市大室2009-1　●Tel.0288-23-8022　●営業時
間／11:30-15:30 （LO15:00）　●定休日／水曜日

「箏路セット」

地元日光の蕎麦粉と、日光大室たかお神社の名水「おかみの水」で
仕上げたお蕎麦が、琴の弦の様に細く香りも豊かと評判です。水車
と田園風景が間近に見られ、ゆったりとくつろげるお店です。

木もれびの里箏路

●栃木県日光市大室1610-1　●Tel.0288-25-7041　●営業時間
／11:00～15:00 （LO14:30）　●定休日／木曜日、第3金曜日

●掲載の内容は令和2年3月現在のものです。店舗の最新の情報については、店舗にお問合せください。●内容等に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。●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。予めご利用の際にはご確認ください。●写真、イラストはすべてイメージです。実物とは異なる場合がございます。●掲載の各観光施設や体験、イ
ベントなどの開催日時等は変更になる場合がございます。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ございます。●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ございます。●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日光市・店舗では補償致しかねますので、予めご了承願います。

日光エリアガイド 日光エリアガイド



日光彫体験 パワースポット
桜回廊

（桜の開花から4月中旬） お土産 お土産（直売所）フライフィッシング

散策世界遺産 レトロ建築巡り着物体験

男体山 大使館別荘巡り

温泉 自然散策パワースポット アクティビティ

日光エリア／日光（世界遺産付近） 日光エリア／日光（奥日光）

日光（奥日光）のモデルコース例

好きな着物を選んで、世界遺産の社寺やカフェなどをのんび
り散策ができます。歴史と風情あるスポットには、着物が似
合います。雰囲気のある写真が撮れると人気です。

世界遺産に登録された二社一寺を散策します。徳川家康を
祀る「日光東照宮」、日光山信仰の始まりとなった「日光二荒
山神社」、東叡山・比叡山と並ぶ大本山「日光山輪王寺」と荘
厳で美しい世界遺産を巡ります。

日光東照宮の社殿の彫刻に起源をもつといわれる伝統の
日光彫。オリジナルの日光彫を作ることができる体験教室
も人気です。

明治・大正期に避暑地として賑わった日光には、JR日光駅の
ように大正元年の面影を残す建築の数々がいまも残ってい
ます。古き良き時代の空気を感じることができます。

日光着物体験

日光彫体験

世界遺産散策

日光レトロ建築巡り

世界遺産の日光二荒山神社や日光山輪王寺など「日光の社寺」として歴史ある建造
物が数多くあります。豊かな自然にも恵まれ、華厳ノ滝や中禅寺湖、男体山など人気
スポットがたくさんあり、見どころ満載です。

世界遺産の日光二荒山神社や日光山輪王寺など「日光の社寺」として歴史ある建造
物が数多くあります。豊かな自然にも恵まれ、華厳ノ滝や中禅寺湖、男体山など人気
スポットがたくさんあります。

今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域

今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域
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「季節のスペシャル
ランチ」

レストランからは雄大な中禅寺湖を眺められ、金谷ホテルの伝統料
理を落ち着いた雰囲気の中で味わうことができます。新緑、紅葉、雪
景色など、訪れるたびに魅力的な景色も楽しめます。

中禅寺湖畔には、明治中頃から各国の大使館が建てられ、
国際避暑地として発展してきました。そんな歴史ある英国大
使館別荘記念公園とイタリア大使館別荘記念公園は見学す
ることができます。

戦場ヶ原の奥にある湯元温泉は、788年日光山輪王寺を建
立した勝道上人が発し、湯治場として長い間親しまれてき
ました。泉質は硫化水素型の単純硫黄泉でメタケイ酸が多
く含まれ、美肌効果があると言われています。

華厳ノ滝・竜頭ノ滝（パワースポット）

日光湯元温泉（温泉巡り）

大使館別荘巡り

中禅寺温泉（温泉巡り）
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中禅寺金谷ホテル

日光（世界遺産付近）のモデルコース例 地産地消推進店紹介 地産地消推進店紹介

日本三名瀑の「華厳ノ滝」、階段状の岩場を勢いよく流れ
る「竜頭ノ滝」などはパワースポットであると同時に、マイ
ナスイオンがたっぷりで、心身共に癒やされます。

季節ごとに違う表情を魅せる中禅寺湖と、雄大な男体山を
のぞむ中禅寺温泉。泉質は硫化水素を含む硫黄泉で乳白
色。切り傷、慢性皮膚病、慢性婦人病、糖尿病などに効能
があるといわれます。

② 日光二荒山神社／栃木県日光市山内2307　Tel.0288-54-0535　日光東照宮／栃木県日光市山内2301　Tel.0288-54-0560　日光山
輪王寺／栃木県日光市山内2300　Tel.0288-54-0531　③ 日光木彫りの里工芸センター／栃木県日光市所野2848　Tel.0288-53-0070

① 華厳ノ滝・竜頭ノ滝／栃木県日光市中宮祠　Tel.0288-22-1525 （日光市観光協会）　③ 英国大使館別荘・イタリア大使館別荘／栃木県
日光市中宮祠2480-1　Tel.0288-55-0880（日光自然博物館）　

「日光生湯波のカプレーゼ」

イタリアで修業したシェフが、日光の野菜・湯波・ヤシオマスなどを
使って、オリジナルのイタリア料理を提供しています。

トラットリア ジッリ

●栃木県日光市松原町10-11　●Tel.0288-28-9028　●営業時
間／11:30～15:00（LO 14:00）、17:30～22:00（LO 21:00）　●定
休日／水曜日・第2火曜日 ●栃木県日光市中宮祠2482　●Tel.0288-54-0007　●営業時

間／12:00～14:00（L.O.）　●定休日／無休

「ヒメマスのムニエル」

フランス郊外のビストロを思わせる雰囲気のフレンチレストランで
す。自家農園無農薬野菜や、地元の安全でおいしい食材を使用した
こだわりのメニューが楽しめます。

●栃木県日光市中宮祠2478　●Tel.0288-55-1150　●営業時間
／11:30～16:00 (LO 15:00)　18:00～22:00 (LO 21:00)　●定
休日／水曜日

「ゆば懐石」

江戸後期文化2年（1805年）に現在の地に創業。二社一寺御用。七
福神の庭園には静けさが漂っています。ゆったりと流れる時間の中
で、四季折々の日光の味を楽しめます。

日本料理 髙井家

●栃木県日光市本町4-9　●Tel.0288-53-0043　●営業時間／
12:00～22:00 (LO 20:00) 完全予約制　●定休日／不定休

La cuisine naturelle 
Cafe de Savoie

●掲載の内容は令和2年3月現在のものです。店舗の最新の情報については、店舗にお問合せください。●内容等に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。●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。予めご利用の際にはご確認ください。●写真、イラストはすべてイメージです。実物とは異なる場合がございます。●掲載の各観光施設や体験、イ
ベントなどの開催日時等は変更になる場合がございます。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ございます。●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ございます。●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日光市・店舗では補償致しかねますので、予めご了承願います。

日光エリアガイド 日光エリアガイド



日光の天然氷に、ブルーベリー、そして大笹牧場のミルクで作った
かき氷です。口の中に入れた瞬間にフワフワの食感。まるで雪を食
べているようだと人気です。

霧降ノ滝 温泉

お土産

霧降高原 大笹牧場

天然氷（かき氷）六方沢 スケート

日光エリア／日光（霧降高原）

日光（アクティビティ）のモデルコース例 日光（霧降高原）のモデルコース

野菜と和風ダシの炊込みご飯をふわとろの卵で包み、オリジナルの
ホワイトソースをかけたオムライス。その上には彩り豊かな季節野菜
がのっていて、食感も楽しめます。

400ヘクタールの広大な面積を誇り、350種類にも及ぶ植物
が自生する戦場ヶ原。整備された遊歩道からは男体山を背
景に広大な湿原を見渡せる展望ポイントが各所に設置され
ています。ハイキング、トレッキングも楽しめます。

日光国立公園にある中禅寺湖は多くの自然に囲まれていま
す。季節によって木々や花々などの様々な姿を見ることがで
き、湖上でしか味わうことができない絶景スポットもあります。

中禅寺湖はフライフィッシングが、日本に広まったはじまりの地
として言われています。全国の釣りファンからは「いつか釣りを
してみたい場所」である聖地として名が知られています。

戦場ヶ原

中禅寺湖カヌー体験

フライフィッシング

霧降高原は赤薙山（あかなぎさん）斜面に広がる標高約1200ｍの高原地帯。
高山植物の宝庫で、ニッコウキスゲの群生地として知られています。5月から10
月まで、様々な花を楽しむことができます。
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3

キスゲ平は赤薙山の中腹、標高1,300ｍ～1,600ｍにかけ
て広がる高原です。6月中旬から7月にかけて咲くニッコウ
キスゲの群落は一見の価値があります。

霧降高原と大笹牧場を結ぶ霧降高原道路のほぼ中央に
位置する六方沢。ここには長さ320mの六方沢橋がありま
す。この橋からは、栗山ダムや筑波山を望むことができ人
気のスポットです。

霧降ノ滝は、華厳ノ滝、裏見ノ滝とともに日光三名瀑の一つに
数えられています。上下二段に分れていて、上滝は25m、下滝
は26mで、全長は75m。下段の滝の水が、まるで霧のように細
かに岩に当たりながら流れ落ち、その様子からこの名がついた
と言われています。

霧降高原キスゲ平園地

六方沢

霧降ノ滝
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地産地消推進店紹介

男体山 フライフィッシングいろは坂 お土産

パワースポット アクティビティ自然散策 温泉

日光エリア／日光（アクティビティ）
世界遺産の日光二荒山神社や日光山輪王寺など「日光の社寺」として歴史ある建造
物が数多くあります。豊かな自然にも恵まれ、華厳ノ滝や中禅寺湖、男体山など人気
スポットがたくさんあります。

今市地域
日光地域

栗山地域

藤原地域

「ふわとろたまごの
オムライス」

日光くじら食堂

地産地消推進店紹介

お土産めぐり4
江戸時代から参拝に訪れる人が集まり、門前町が形成され
た日光は、羊羹、お饅頭などの和菓子をはじめ、湯波など職
人の技術により、様 な々伝統の味が伝えられてきています。

足尾地域

今市地域
日光地域

栗山地域

藤原地域

足尾地域

絵本に出てくるような可愛い外観のお菓子屋さんです。地元
産の旬のフルーツ素材などを使い、安心して食べられるケー
キや焼き菓子をていねいに作っています。

菓子工房 Garcon

① 戦場ヶ原／栃木県日光市中宮祠　Tel.0288-22-1525 （日光市観光協会）　②日光那須アウトドアサービス 栃木カヤックセンター　
Tel.0288-77-2030

① 霧降高原キスゲ平園地／栃木県日光市所野1531　Tel.0288-53-5337　② 六方沢／栃木県日光市瀬尾　Tel.0288-22-1525 （日光市観
光協会）　③ 霧降ノ滝／栃木県日光市所野　Tel.0288-22-1525 （日光市観光協会）　④ 菓子工房 Garcon／栃木県日光市所野1550-98　
Tel.0288-25-3585

●栃木県日光市久次良町238-6　●Tel.0288-53-2206　●営業
時間／11:00～15:30 (LO 14:30)　土日祝11:30～16:00 (LO 
15:00)　●定休日／不定休

「特製ランチ膳」

日光産の蕎麦三種と名水、鰹節、宗田節、鯖節の薫り高いこだわり
のつゆ。日光の旬野菜や名産の湯波などを使い、美味しく体にやさ
しいお蕎麦を提供しています。蕎麦のスウィーツも評判です。

日光そば処 たくみ庵

●栃木県日光市匠町7-46　●Tel.0288-53-6323　●営業時間／
11:00～14:00 (LO 13:45)　●定休日／火曜日

日光産のニジマスを使って、グリュイエールチーズ、小エビをのせ、
オーブンで焼いて、ムニエルにしました。チーズにからめて食べるニ
ジマスは、濃紺な美味しさが口の中に広がります。

「ニジマスの
チーズ焼き」

山のレストラン

●栃木県日光市所野1546-2　●Tel.0288-50-1525　●営業時間
／10:00～19:00　●定休日／水曜日

「日光天然氷のかき氷
ブルーベリーミルク」

チロリン村

●栃木県日光市所野1545-3　●Tel.0288-54-3355　●営業時間
／10:00～16:00(LO 15:30)　●定休日／火曜（冬期11月～4月末休業）

●掲載の内容は令和2年3月現在のものです。店舗の最新の情報については、店舗にお問合せください。●内容等に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。●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。予めご利用の際にはご確認ください。●写真、イラストはすべてイメージです。実物とは異なる場合がございます。●掲載の各観光施設や体験、イ
ベントなどの開催日時等は変更になる場合がございます。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ございます。●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ございます。●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日光市・店舗では補償致しかねますので、予めご了承願います。

日光エリアガイド 日光エリアガイド



渓流 秘境駅 パワースポット お土産 わさび

お蕎麦 農村生活体験わさび水生植物園

鬼怒川ライン下り 鬼怒太階段 カヌー体験（川治ダム） お土産 直売所

温泉鬼怒川楯岩大吊橋 龍王峡 月あかり花回廊
（9月下旬～10月上旬）

藤原エリア／三依

日光エリアガイド 日光エリアガイド

藤原エリア／鬼怒川温泉・川治温泉

鬼怒川温泉のモデルコース例

澄みきった清流と空気、そして三依の山々に囲まれたロケー
ションの中で、渓流釣り、魚のつかみ取り、川遊びが楽しめる
スポットがあります。

水生植物が観察できる水生植物池や、湿生植物を見られる
湿生植物池、そして高山植物が咲く高山のお花畑、ロック
ガーデン、日本庭園など8つのゾーンに分れています。

全国秘境駅ランキング第17位の男鹿高原駅。乗車人員も１
日あたり１人～数人と言われていますが、この駅から浅草ま
で乗り換え無しで行けるのも魅力です。
秘境駅へ行こう！

無色透明で肌にしっとり潤う泉質と評判の温泉です。晴れ
た日には大きな窓から、正面に「三依富士」と呼ばれる芝草
山を眺めることができます。

渓流釣り体験

秘境駅「男鹿高原駅」

上三依水生植物園

中三依温泉 男鹿の湯（日帰り温泉）

三依地区は福島県との県境の山間部にあり、自然豊かな地域です。シンボル的な
存在の清流「男鹿川」は底まで澄んだ水、滑床、川を覆う新緑といった絶景を望め、
渓流釣りなどを楽しむ姿が見られます。また水がきれいで美味しいことから、お蕎麦
屋さんも多く、わさびなども栽培され環境にも恵まれています。

雄大な鬼怒川渓谷沿いに旅館・ホテルが立ち並ぶ鬼怒川温泉。男鹿川と鬼怒
川の２つの河川が合流する渓谷にたたずむ川治温泉。奇岩怪石がおりなす渓
谷美と、鬼怒川の表情豊かな景観を満喫できる癒しのエリアです。

今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域

今市地域
日光地域

栗山地域

藤原地域

1

2

3

4

「日光高原豚
ミルフィーユ
かつサンド」

日光市の霧降高原豚のロース肉を７枚重ねて揚げた「日光高原豚ミ
ルフィーユかつサンド」はやわらかく、ジューシーです。店内からSL
大樹の転車台が正面に見え、迫力ある姿を間近で体感できます。

鬼怒川温泉街の南部と名勝「楯岩」を結ぶ全長140ｍ、高さ
約40ｍの歩道専用の吊橋です。鬼怒川の渓谷美や緑豊か
な山 を々眺めることができます。

大自然が創造した渓谷美として名高い鬼怒川の素晴らしさを
満喫できる「鬼怒川ライン下り」。春のヤシオツツジ、夏の眩し
い新緑、秋の彩り豊かな紅葉を船上から楽しめます。

鬼怒川の大瀞を眺められる開放的な露天風呂があり、
四季によって表情を変える自然を感じることができます。

鬼怒川温泉駅前にある手作りのバウムクーヘンショップ。
地元日光の「地たまご」を使い、ふわりとした生地、しっとり
とした食感、芳醇な香りのバウムクーヘンは、お土産など
に最適です。

鬼怒楯岩大吊橋

きぬの宿 志季大瀞（日帰り温泉）

鬼怒川ライン下り

バウムクーヘン工房 はちや

1

2

3

4

BENTO CAFE 
KODAMA

厳しい環境で育った蕎麦を石臼の一回挽き・水だけで打ちました。
「蒸し蕎麦」とは江戸時代のそば切りの食べ方を再現したもの。シンプ
ルに塩だけで食べると、蕎麦の甘さと風味が感じることができます。

十割そば&
ロッジ古代村

 「蒸し蕎麦」

①三依渓流つり場／栃木県日光市中三依1293　Tel.0288-79-0110　ナラ入沢渓流釣りキャンプ場／栃木県日光市上三依109-1　
Tel.0288-79-0714　② 上三依水生植物園／栃木県日光市上三依682　Tel.0288-79-0377　③ 男鹿高原駅／栃木県日光市横川　
Tel.0288-77-3300（野岩鉄道株式会社）　④ 中三依温泉 男鹿の湯／栃木県日光市中三依423　Tel.0288-79-0262

① 鬼怒楯岩大吊橋／栃木県日光市鬼怒川温泉大原1436　Tel.0288-22-1525（日光市観光協会）　② 鬼怒川ライン下り／栃木県日光市鬼
怒川温泉大原1414　Tel.0288-77-0531　③ きぬの宿 志季大瀞／栃木県日光市小佐越1-42　Tel.0288-76-3855　④ バウムクーヘン工
房 はちや／日光市鬼怒川温泉大原1396-10　Tel.0288-77-1453

●栃木県日光市中三依688-1　●Tel.0288-79-0520　●営業時
間／11:00～15:00　●定休日／木曜日

「イワナ塩焼き」

緑豊かな森の中にあるキャンプ場内には、透き通る清流が流れ、イワ
ナやマス釣り、川遊びが体験できます。釣った魚は塩焼きや、お刺身
で食べられます。他にバーベキューも楽しめます。

ナラ入沢渓流釣り
キャンプ場

●栃木県日光市上三依109-1　●Tel.0288-79-0714　●営業時
間／8:00～18:00　●営業期間／4月1日～11月末日まで営業

「日光霧降高原
ビーフカレー」

日光霧降高原産牛肉と、野菜をトロトロにじっくりと煮込んだビーフ
カレーです。お肉はお口の中でとろけそうなくらいとても柔らかく
なっています。

Cafe Salon de 
The OKA

●栃木県日光市鬼怒川温泉滝525　●Tel.0288-77-0657　
●営業時間／11:30～14:30　18:30～20:30　●定休日／木曜日

●栃木県日光市鬼怒川温泉大原1390　●Tel.0288-25-3234　
●営業時間／9:00～17:00　●定休日／不定休

三依のモデルコース例 地産地消推進店紹介 地産地消推進店紹介

●掲載の内容は令和2年3月現在のものです。店舗の最新の情報については、店舗にお問合せください。●内容等に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。●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。予めご利用の際にはご確認ください。●写真、イラストはすべてイメージです。実物とは異なる場合がございます。●掲載の各観光施設や体験、イ
ベントなどの開催日時等は変更になる場合がございます。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ございます。●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ございます。●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日光市・店舗では補償致しかねますので、予めご了承願います。



日光エリアガイド 日光エリアガイド

●栃木県日光市足尾町松原 8-20　●Tel.0288-93-2333
●営業時間／11：30～14：00　●定休日／土・日・祝日のみ営業

わたらせ渓谷鐵道 足尾焼 お土産 

古河足尾歴史館足尾銅山 温泉

わたらせ渓谷鐵道

松木渓谷松木渓谷

足尾焼 お土産 

古河足尾歴史館足尾銅山

コウシンソウコウシンソウ

温泉

足尾エリア／足尾（歴史）

足尾（歴史）のモデルコース例 地産地消推進店紹介

明治時代の造り酒屋と置屋の古民家を再生したお店では、足尾特産の
山椒を活かしたメニューが楽しめます。人気の「山椒の鶏唐揚げ御膳」
は秘伝の山椒ダレにじっくり漬けた唐揚げで、山椒の風味が口の中に
広がります。山椒は胃腸の働きを促進させ、代謝を上げて活性化させる
と言われています。

「国民宿舎かじか荘」のレストランでは、岩魚とヤシオマスを使った
「岩魚のひつまぶし御膳」、日光HIMITSU豚を使った「豚角煮丼」な
ど地元食材を使用したメニューが味わえます。足尾産アカシアはち
みつをたっぷり使った「はちみつソフトクリーム」も評判です。

足尾銅山の坑内観光施設は、ラックレール式のトロッコ電車
に乗って、当時の鉱石採掘の様子を見学できます。資料館で
は、日本の近代化を支えた足尾銅山の歴史や役割も学ぶこ
とができます。

古河鉱業が足尾銅山の隆盛期に、銅山を訪れる華族や政府
高官を招いて、接待や宿泊に使用した迎賓館です。大正初期
に改築され、外観は洋風、内部は和洋、それぞれの様式を用い
た建造物で、鹿鳴館を設計したジョサイア・コンドルの影響を
受けたといわれています。2006年、国の登録有形文化財とし
て登録されました。

大正元年(1912)に開通。鉱山用語の「通洞」を用いて名付け
られた駅です。標高は634mあり、駅の階段下がちょうど東京
スカイツリーの天辺になります。風情ある駅本屋及びプラット
ホームは2009年、国の登録有形文化財にもなっています。

足尾銅山観光

わたらせ渓谷鐵道 通洞駅

古河掛水倶楽部

足尾はかつて銅山として栄えた街。歴史を身近に四季折々の自然を感じることができ
ます。街全体が博物館のように産業遺産が残っており、歴史に触れるエリアになって
います。またキャンプ、釣り、トレッキングなどアウトドアも楽しめます。4月から11月の毎
月第1土・日曜は、わたらせ渓谷鐵道&古河足尾歴史館&足尾銅山観光の3トロッコ
の旅を楽しむことができます。今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域
足尾エリア／足尾（自然）
足尾はかつて銅山として栄えた街。歴史を身近に四季折々の自然を感じることができ
ます。街全体が博物館のように産業遺産が残っており、歴史に触れるエリアになって
います。またキャンプ、釣り、トレッキングなどアウトドアも楽しめます。4月から11月の毎
月第1土・日曜は、わたらせ渓谷鐵道&古河足尾歴史館&足尾銅山観光の3トロッコ
の旅を楽しむことができます。今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域

1

2

3

さんしょう家

「山椒の
鶏唐揚げ御膳」

「山椒ダレの
鶏唐揚げ丼御膳」

「岩魚のひつまぶし
 御膳」

足尾砂防堰堤は高さ39m、長さ204m、貯砂量500万㎥の日本
最大級の堰堤。幾段にも連なる砂防堰堤は足尾を代表する風
景になっています。
※足尾発祥のSABO（砂防）は世界共通語です。

岩肌があらわになった荒涼とした山並みが続き、切り立った
岩壁が天を突くように雄々しくそびえ立つその姿から「日本
のグランドキャニオン」と称されています。
※アクセスは徒歩のみですのでご注意ください。

足尾ダムの下に作られた公園で地域のシンボルとして架設
された、県内初の人道用斜張橋「銅橋」や足尾焼によるカモ
シカレリーフが設置されています。

足尾温泉(庚申の湯)の湯質は、肌がつるつるするアルカリ性単
純泉で「美肌の湯」として、女性に好評です。庚申川の渓谷美が
堪能できる露天風呂は格別です。

足尾砂防堰堤

銅親水公園

松木渓谷

国民宿舎かじか荘（日帰り温泉）
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国民宿舎かじか荘

「豚角煮丼」
「はちみつソフトクリーム」

足尾（自然）のモデルコース例 地産地消推進店紹介

① 足尾銅山／栃木県日光市足尾町通洞9-2　Tel.0288-93-3240（足尾銅山観光管理事務所）　② 古河掛水倶楽部／栃木県日光市足尾町
掛水2281　Tel .0288-93-2015（平日は0288-93-3255）　③ わたらせ渓谷鐵道 通洞駅／栃木県日光市足尾町松原13　Tel . 
0288-93-0855

① 足尾砂防堰堤／栃木県日光市足尾町885　Tel.0288-22-1525（日光市観光協会）　② 松木渓谷／栃木県日光市　Tel.0288-22-1525（日
光市観光協会）　③ 銅親水公園／栃木県日光市足尾町885　Tel.0288-93-2525　④ 国民宿舎かじか荘／栃木県日光市足尾町5488　
Tel.0288-93-3420

●栃木県日光市足尾町5488　●Tel.0288-93-3420　●営業時
間／9:00～19:30（レストラン11:00～14:00）　●定休日／無休

●掲載の内容は令和2年3月現在のものです。店舗の最新の情報については、店舗にお問合せください。●内容等に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。●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。予めご利用の際にはご確認ください。●写真、イラストはすべてイメージです。実物とは異なる場合がございます。●掲載の各観光施設や体験、イ
ベントなどの開催日時等は変更になる場合がございます。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ございます。●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ございます。●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日光市・店舗では補償致しかねますので、予めご了承願います。



日光エリアガイド 日光エリアガイド

今市地域

足尾地域
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民宿・お土産・お食事処

山島屋　
「平家定食」

湯西川ダックツアー

平家大祭
（6月上旬）

竹の宵まつり
（7月下旬～8月上旬） お土産

道の駅 湯西川

湯西川温泉かまくら祭
（1月下旬～3月上旬）

湯西川温泉 平家落人伝説 間欠泉

川俣ダム 瀬戸合峡
お土産

サンショウウオ・山菜・きのこ

秘境四天王奥鬼怒温泉

伝統文化
獅子舞（8月中旬）、石焼（郷土料理）

カヌー・SUPトレッキング

栗山エリア／湯西川温泉 栗山エリア／川俣温泉・奥鬼怒

湯西川温泉のモデルコース例 川俣温泉・奥鬼怒のモデルコース例

清流で育った岩魚をメインとした定食で、香ばしい岩魚の身はふっ
くらです。また山菜を使ったお蕎麦付きで自然の幸が味わえます。
他にも落人料理や手打ちそばが楽しめるお宿です。

大自然に囲まれた中で、清らかな水と自家製粉を使用したお蕎麦、
日光紅鱒の川魚料理、山菜の天ぷらなど、旬の食材を使った食事が
人気です。ルアーフライ、えさ釣りなど釣り堀も併設されています。

平家の落人により集落が築かれたといわれ、平家落人の伝説
が残る湯西川。湯西川の渓谷沿いにはその面影が残る古民家
が立ち並びます。また平清盛公とその子の重盛公の名を冠さ
れた樹齢約800年の御神木が祀られているパワースポットな
どもあります。

水陸両用バスに乗って、いつもとは違う視線で見える湯西川
の大自然と、ガイドさんによる案内で、普段は入れない湯西
川ダム施設、ダム湖遊覧などをまわれる貴重なツアーです。

源泉かけ流しで、開放感たっぷりの露天風呂からは清流「湯
西川」を見下ろすことができます。また春は新緑、夏は深緑、
秋は紅葉、冬は雪見と四季折々の表情を見せてくれます。

平家集落散策

湯西川 水の郷（日帰り温泉）

湯西川ダックツアー

壇ノ浦の戦いで源氏に敗れて逃げのびたという「平家落人伝説」が語り継がれる湯
西川温泉。清流・湯西川沿いに、風情のある温泉旅館や民宿が立ち並びます。また
「平家大祭」、「竹の宵まつり」、「湯西川温泉 かまくら祭」などイベントも多彩です。

関東最奥地ならではの雄大な自然の中に、秘湯といわれる源泉かけ流しの名
湯が存在しています。またトレッキング、登山、釣り、カヌーなどによるダム巡り
など自然を満喫できるアクティビティも充実しているエリアです。

1

2

3

「蛇王の滝」が目の前という絶好のロケーションにあるお蕎麦屋さん。
二八の手打ち蕎麦、無添加のつゆ、自家栽培のわさびを絡めて食べ
る蕎麦は、風味豊かと好評です。

鬼怒川を挟むように高さ100m以上の切り立った断崖が約
2kmも続く瀬戸合峡。荒々しい岩肌と多彩な木々が調和し
た景色は「中国の山水画のよう」といわれています。峡谷は
新緑や紅葉が見事で「とちぎの景勝100選」にも選ばれてい
ます。

鬼怒川の最も上流に位置する川俣ダムは、堤高が117mと日本
一縦長の美しいアーチ式コンクリートダム。エメラルドグリーンの
ダム湖の川俣湖は、岩魚、ヤマメ、コイ、マス釣りが楽しめる釣り
のメッカとしても知られています。

寺院風の建物の温泉施設。泉質は無色透明のアルカリ性単
純泉の源泉かけ流し。お肌がツルツルになるトロリとしたお湯
は「美人づくりの湯」と親しまれています。

瀬戸合峡

上人一休の湯（日帰り温泉）

川俣ダム1

2

3

お食事処 大滝

「天もりそば」

② 湯西川ダックツアー／栃木県日光市西川478-1 道の駅 湯西川内　Tel.0288-78-0345　　③ 湯西川 水の郷／栃木県日光市湯西川473-1
　Tel.0288-98-0260　

① 川俣ダム／栃木県日光市川俣646‐1　Tel.0288-96-0281　② 瀬戸合峡／栃木県日光市川俣　Tel.0288-96-0281（川俣ダム管理支所）
③ 上人一休の湯／栃木県日光市川俣740　Tel.0288-96-0008

重力式ダムの湯西川ダムをモチーフにしたカレーはレストランの人
気メニューです。地元産の大根・人参・ごぼう・玉ねぎ・きのこなど野
菜をたっぷり使っています。またカレーには珍しい大根が入ってい
ますが、相性も良く、食感も楽しめると評判です。

道の駅 湯西川

「湯西川ダムカレー」

山味

「天ざるそば」

●栃木県日光市西川478-1　●Tel.0288-78-1222　●営業時間／
10:30～15:00 温泉施設は21:00（20:00まで受付）　●定休日／木曜日

●栃木県日光市若間830-1　●Tel.0288-97-1515 　●営業時間
／10:00～15:00　●定休日／不定休

●栃木県日光市湯西川721-3　●Tel.0288-98-0431　●営業時
間／11:00～20:00（食事）　●定休日／不定休

●栃木県栃木県日光市土呂部1350　●Tel.0288-97-1103　●営
業時間／11:30～15:00（食事）　8:00～17:00（釣り堀）　●定休日
／水・ 木曜日

地産地消推進店紹介 地産地消推進店紹介

●掲載の内容は令和2年3月現在のものです。店舗の最新の情報については、店舗にお問合せください。●内容等に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。●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。予めご利用の際にはご確認ください。●写真、イラストはすべてイメージです。実物とは異なる場合がございます。●掲載の各観光施設や体験、イ
ベントなどの開催日時等は変更になる場合がございます。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ございます。●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ございます。●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日光市・店舗では補償致しかねますので、予めご了承願います。


