
今市地域

足尾地域

日光地域

栗山地域

藤原地域

●草允わらび野
「お野菜たっぷりのランチプレート」
栃木県日光市大室2009-1
☎0288-23-8022

●大滝
「天もりそば」
栃木県日光市土呂部1350
☎0288-97-1103

日光の
おいしいがたくさん 
地産地消店一覧

日光市の農産物や
地産地消に関する
情報を紹介している
webサイトはこちら

●Cafe&Bar Baum
「八桜三元豚のソテー地野菜とともに」
栃木県日光市小代260-5
☎0288-25-7210

●観世音そば  下の家
「もりそば」
栃木県日光市岩崎1032-5
☎0288-27-3000

●きすげの郷  蕎粋庵
「日光ひたしそば」
栃木県日光市今市733-1
☎0288-25-5778

●古民家酒房  菜音
「日光とろ湯波刺」
栃木県日光市森友285
☎0288-22-8488

●かなめ屋
「日光湯波のかなめ丼」
栃木県日光市今市733-1
☎0288-25-7350

●そば処  小林
「もりそば」
栃木県日光市小林2796-1
☎0288-26-8411

●手打ちそば  咲
「天せいろ」
栃木県日光市土沢1793-2
☎0288-26-1739

●日光のイタリアン  トライフル
「日光唐辛子の辛いトマトソースパスタ」
栃木県日光市土沢1785-8
☎0288-25-7448

●やまなか茶屋
「ソースかつ丼」
栃木県日光市土沢1072
☎0288-30-3305

●大野屋
「いろり料理」
栃木県日光市野門281
☎0288-77-1425

●本家伴久
「囲炉裏会席」
栃木県日光市湯西川749
☎0288-98-0011

●民宿福冨士
「しもつかれ」
栃木県日光市野門225
☎0288-97-1202

●加仁湯
「山菜川魚膳」
栃木県日光市川俣871
☎0288-96-0311

●道の駅  湯西川
「湯西川ダムカレー」
栃木県日光市西川478-1
☎0288-78-1222

●山味
「天ざるそば」
栃木県日光市若間830-1
☎0288-97-1515

●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。
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飲食店

飲

飲

飲

飲

●木もれびの里  箏路
「箏路セット」
栃木県日光市大室1610-1
☎0288-25-7041

飲

●三たてそば  長畑庵
「そば」
栃木県日光市長畑635-1
☎0288-27-2488

飲

飲

飲

ホ
ホテル

旅
旅館業

小
小売業

食
食品製造業

直
直売所

●ふれあいの郷小来川 直売所・
  ふるさと交流館

「野菜・総菜・果物・お米・そば打ち体験」
栃木県日光市中小来川2785-2
☎0288-63-3455

直

●道の駅日光
   日光街道ニコニコ本陣 商業施設

「野菜・総菜・果物・お米・花・山菜」
栃木県日光市今市733-1
☎0288-25-5557

直

ス
スーパー

●そば処  水無湧水庵
「そば」
栃木県日光市水無309
☎0288-26-3355

飲

飲

●cha-cha-house CAMON
「日光HIMITSU豚のカツカレー」
栃木県日光市今市1659-210
☎0288-22-9788

飲

●手打そば  魚要
「日光まいたけそば」
栃木県日光市御幸町593
☎0288-54-0333

飲

●ギャラリーカフェ  Painto E
「日光HIMITSU豚のチャーシューサンド」
栃木県日光市鬼怒川温泉大原1407-8
☎0288-25-7445

飲

●さんしょう家
「山椒の鶏唐揚げ御膳」
栃木県日光市足尾町松原8-20
☎0288-93-2333

飲

飲

飲

飲

飲

●炉心庵   ROKOAN CAFÉ
「旬野菜のかき揚げ御膳」
栃木県日光市中小来川2953-1
☎070-3163-0917

飲

●株式会社  油源
「日光HIMITSU豚  チャーシュー丼」
栃木県日光市上鉢石町1028-3
☎0288-54-1627

飲

●La cuisine naturelle 
  Cafe de Savoie

「ヒメマスのムニエル」
栃木県日光市中宮祠2478
☎0288-55-1150

飲

●かまや～カフェ・デュ・レヴァベール
「NIKKO丼」
栃木県日光市松原町12-6
☎0288-54-0685

飲

●グリル&ステーキ  妙月坊
「たっぷり生湯波を添えたビーフハンバーグステーキ」
栃木県日光市山内2381
☎0288-25-5025

飲

●さん・フィールド
「ゆば御膳」
栃木県日光市下鉢石町818
☎0288-53-4758

飲

●食堂すゞき（すずき）
「日光湯波コース」
栃木県日光市御幸町581-2
☎0288-54-0662

飲

●西洋料理  明治の館
「生湯波と八汐ますのスモーク」
栃木県日光市山内2339-1
☎0288-53-3751

飲

●ダイニングカフェ  湯波こまち
「HIMITSU豚ポークソテー」
栃木県日光市松原町255
☎0288-25-6616

飲

●チロリン村
「日光天然氷のかき氷 ブルーベリーミルク」
栃木県日光市所野1535-4
☎0288-54-3355

飲

●日光そば処  たくみ庵
「特製ランチ膳」
栃木県日光市匠町7-46
☎0288-53-6323

飲

●日光みそのたまり漬 上澤梅太郎商店
「日光みそのたまり漬」
栃木県日光市今市487
☎0288-21-0002

小

●小野糀
「米味噌」
栃木県日光市塩野室町796-1
☎0288-26-8333

小

●日光東観荘
「旬の会席」
栃木県日光市山内2335
☎0288-54-0611

●トラットリア  ジッリ
「日光生湯波のカプレーゼ」
栃木県日光市松原町10-11
☎0288-28-9028

飲

●日光くじら食堂
「ふわとろたまごのオムライス」
栃木県日光市久次良町238-6
☎0288-53-2206

飲

●日本料理  日光 髙井家
「ゆば懐石」
栃木県日光市本町4-9
☎0288-53-0043

飲

●本宮カフェ
「あんみつ」
栃木県日光市山内2384
☎0288-54-1669

飲

●むつみ庵
「まいたけめし」
栃木県日光市宝殿33-1
☎0288-53-6238

飲

●山のレストラン
「ニジマスのチーズ焼き」
栃木県日光市所野1546-2
☎0288-50-1525

飲

●レストラン メープル 湖畔の宿 白樺
「ひめますのムニエル」
栃木県日光市中宮祠2482
☎0288-55-0713

飲

●日光ぐりーんほてる 懐かし家  風和里
「日光郷土会席」
栃木県日光市本町9番地
☎0288-54-2002

●ペンション トロールの森
「ニジマスの和風ムニエル」
栃木県日光市所野1541-1395
☎0288-53-1007

●奥日光湯元温泉 ゆ宿 美や川
「とちぎ和牛」
栃木県日光市湯元2514-1
☎0288-62-2139

旅

旅

旅

旅

●日光  星の宿
「霧降高原牛ローストビーフ」
栃木県日光市上鉢石町1115
☎0288-54-1105

旅

旅

旅

●国民宿舎 かじか荘
「岩魚のひつまぶし御膳」
栃木県日光市足尾町5488
☎0288-93-3420

旅

旅

旅

●山島屋
「平家定食」
栃木県日光市湯西川721-3
☎0288-98-0431

旅

●十割そば＆ロッヂ古代村
「蒸し蕎麦」
栃木県日光市中三依688-1
☎0288-79-0520

●鬼怒川温泉ホテル
「栃木ゆめポークしゃぶしゃぶ」
栃木県日光市鬼怒川温泉滝545
☎0288-77-0025

●御宿一富士
「地野菜のかきあげ」
栃木県日光市鬼怒川温泉滝798-1
☎0288-76-8466

●あさやホテル
「鯉のあらい」
栃木県日光市鬼怒川温泉滝813
☎0288-77-1111

●鬼怒川プラザホテル
「とちぎ和牛ステーキ」
栃木県日光市鬼怒川温泉滝530
☎0288-76-1031

●鬼怒川パークホテルズ
「とちぎ和牛のトマトすき鍋」
栃木県日光市鬼怒川温泉大原1409
☎0288-77-1289

●バウムクーヘン工房 はちや
「はちやバウム」
栃木県日光市鬼怒川温泉大原1396-10
☎0288-77-1453

●きぬの宿  志季大瀞
「霧降高原牛のステーキ」
栃木県日光市小佐越1-42
☎0288-76-3855

●中三依温泉 男鹿の湯（OJIKA Bar）
「地場産山椒ピッツァ」
栃木県日光市中三依423
☎0288-79-0262

●BENTO CAFE KODAMA
「日光高原豚ミルフィーユかつサンド」
栃木県日光市鬼怒川温泉大原1390
☎0288-25-3234

飲

●ナラ入沢渓流釣りキャンプ場
「岩魚、そば」
栃木県日光市上三依109-1
☎0288-79-0714

飲

飲

飲

旅

旅

●元湯白井屋
「霧降高原牛の鍋」
栃木県日光市川治温泉高原50
☎0288-78-0031

旅

ホ

ホ

ホ

ホ

●東急ハーヴェストクラブ鬼怒川
「日光産岩魚のサラダ仕立て」
栃木県日光市鬼怒川温泉大原14-10
☎0288-76-0105

ホ

●ホテル 花の季
「和食会席料理」
栃木県日光市湯元2549-4
☎0288-62-2426

ホ

飲

飲

●湯守釜屋
「和食会席料理」
栃木県日光市湯元2548
☎0288-62-2141

●中禅寺金谷ホテル
「季節のスペシャルランチ」
栃木県日光市中宮祠2482
☎0288-51-0001

●日光金谷ホテル
「日光虹鱒のソテー金谷風」
栃木県日光市上鉢石町1300
☎0288-54-0001

●日光ステーションホテルクラシック
「地元野菜を使った朝食バイキング」
栃木県日光市相生町3-1
☎0288-53-1000

旅

●落合商店
「志そ巻とうがらし」
栃木県日光市下鉢石町938
☎0288-54-2813

●菓子工房  Garcon
「苺タルト」
栃木県日光市所野1550-98
☎0288-25-3585

●Cafe Salon de The OKA
「日光霧降高原ビーフカレー」
栃木県日光市鬼怒川温泉滝525
☎0288-77-0657

飲

●日光ぷりん亭
「日光ぷりん」
栃木県日光市上鉢石町1017
☎0288-25-6186

●有限会社  柏崎商店
「木の芽のさんしょ」
栃木県日光市下鉢石町797-1
☎0288-54-0086

●日光霧降高原  大笹牧場
「牛乳・乳製品」
栃木県日光市瀬尾字大笹原3405
☎0288-97-1116

小

小

小

小

小

ホ

ホ

ホ

●森のうた
「とちぎ和牛」
栃木県日光市久次良町100
☎0288-53-0465

●はじめのいっぽ
「ゆばと地野菜の煮もの」
栃木県日光市所野1541
☎0288-53-2122

ホ

小

●JAかみつが今市農産物直売所
「野菜・総菜・果物・花」
栃木県日光市今市本町25-1
☎0288-22-6020

直

●JAかみつが大沢農産物直売所
「野菜・総菜・果物・花」
栃木県日光市木和田島1373-112
☎0288-26-3792

直

●JAかみつが豊岡農産物直売所
「野菜・総菜・果物・お米」
栃木県日光市大桑町1142
☎0288-21-8816

直

●JAかみつが森友直売所 スマイル館
「野菜・総菜・お肉・お米・卵」
栃木県日光市森友923-3
☎0288-25-5050

直

●JAかみつが落合農産物直売所
「野菜・総菜・花・野菜苗」
栃木県日光市文挾町434-1
☎0288-27-2662

直

●JAかみつが小林農産物直売所
「野菜・総菜・果物・お米・生そば」
栃木県日光市小林2796-1
☎0288-26-8411

直

●だいやの森旬菜館  日光ブランド情報発信センター
「野菜、果物、お花・きのこ類、お米」

栃木県日光市瀬川844  日光だいや川公園内
☎0288-25-7212

直

旅


