
日光例幣使そば街道推進協議会・上都賀地方農業振興協議会（〈事務局〉栃木県上都賀農業振興事務所 ☎0289-62-5236）

日光例幣使そば街道

新そばまつりカレンダー
令和元（2019）年

11/1（金）～30（土）

①茶そばの店 やぶ定／
　新そばまつり
サービス内容▶700円以上のお買い上げで、100円

の割引券のプレゼント。1,000円以上
で100円引き。

開催時間▶11：00～19：00
問合せ先▶0288-21-0375

11/2（土）

②観世音そば 下の家／
　新そばまつり
サービス内容▶そばゼリーもしくは鶴亀蕎麦プリンを

1人1個サービス
開催時間▶11：00～14：30
問合せ先▶0288-27-3000

11/2（土）～3（日・祝）

③そば喰い稲荷新そばまつり
サービス内容▶食事した方先着100名に大根のプレ

ゼントがあります。
開催時間▶10：00～15：00
開催場所▶道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣
問合せ先▶0288-21-5170（日光市観光振興課

内 平日8：30～17：15）

11/2（土）～3（日・祝）

④清流の郷かすお／
　秋の大感謝祭
サービス内容▶けんちん汁のサービス、その他お買い

上げに付き特典があります。また、特産
品の販売も行います。

開催時間▶9：00～15：00
問合せ先▶0289-83-0012
※台風19号の影響により中止となる場合があります。

11/8（金）～10（日）

⑦そば処 報徳庵／
　新そばまつり
サービス内容▶みそでんがく1人1本サービス
開催時間▶11：00～15：00
問合せ先▶0288-21-4973

11/8（金）～10（日）

⑧特許石打真空ねりそば
　並木藤／新そばまつり
サービス内容▶あいもりをご注文のお客様に、なめこ

おろしをサービスします。
開催時間▶11：00～16：00
問合せ先▶0289-62-6505

11/10（日）

⑩小百田舎そば／
　第24回新そばまつり
サービス内容▶先着300名様 大根1本サービス
開催時間▶11：00～15：00
問合せ先▶0288-21-7232

11/9（土）～10（日）

⑨鹿沼そば せせらぎ／
　新そばまつり
サービス内容▶新そば粉そばがき1人分用サービス
開催時間▶11：00～17：00
問合せ先▶0289-65-8163

11/23（土・祝）

⑮そば処 水無湧水庵／
　第20回新そばまつり
サービス内容▶先着300名様（食事した方限り）に大

根1本サービス。わたあめ、豚汁無料
サービス（無くなり次第終了）。

開催時間▶11：00～15：00
問合せ先▶0288-26-3355

サービス内容▶舞茸天ぷらをサービスします。
開催時間▶11：00～15：00
問合せ先▶0289-86-7878
※台風19号の影響により中止となる場合があります。

11/2（土）～3（日・祝）

⑤やまの路 みず沢／
　新そばまつり

11/15（金）～17（日）

⑬日光そば処 たくみ庵／
　新そばまつり
サービス内容▶ちらしご持参の方に小鉢か
　　　　　プチスイーツをサービスします。
開催時間▶11：00～14：00
問合せ先▶０２８８-５３-６３23

11/6（水）

⑥玄そば 文石庵／
　新そばまつり
サービス内容▶お食事された方に赤飯の小鉢をサー

ビスします。 
※「日光さざれ蕎麦」あらびきの新そ 
　ばを提供します。

開催時間▶11：15～16：00
問合せ先▶0289-76-0093

11/10（日）

⑪小代行川庵／新そばまつり
　開店21周年記念
サービス内容▶とん汁、大根または白菜を無料サービ

ス いも串、やきとり格安販売
開催時間▶10：00～15：00
問合せ先▶0288-27-3535

※お店の住所は裏面をご覧ください。

11/15（金）～17（日）

⑫「日光の社寺」世界遺産登録20周年記念
　2019日光そばまつり
　毎年大好評のそばまつり！今年で18回目です。
全国からそば処21店が出店。その他日光市の特
産品などの販売店が多数出店します。
開催時間▶10：00～15：00
開催場所▶日光だいや川公園（日光市瀬川844）
問合せ先▶0288-21-5170（日光市観光課内 平

日8：30～17：15）
　　　　　まつり開催中の臨時電話 

0288-22-7720、22-7730

11/16（土）～17（日）

⑭粟野そばの会／
　新そばまつり
開催時間▶10：00～15：00
開催場所▶第38回ふる里あわの秋まつり（会場

内）粟野コミュニティセンター  鹿沼市
口粟野1780

問合せ先▶0289-85-2281（事務局）
※台風19号の影響により中止となる場合があります。

　ふるさと名物「鹿沼にらそば」が好評で、市内及
び県内外からの来訪者を集める鹿沼市の「秋そば
イベント」です。
開催時間▶9：30～15：00
開催場所▶鹿沼市花木センター（鹿沼市茂呂2086-1）
問合せ先▶0289-63-2192（鹿沼市農政課内）

11/30（土）～12/1（日）

⑯第13回そば天国
　～鹿沼そば味比べ！～

※台風19号の影響により、内容が
変わる場合があります。

　各店舗にお問合せいただくか、
右のQRコードから県のHPへ
アクセスして御確認ください。
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新そばまつりガイドマップ
令和元（2019）年

※QRコードを読みとると詳細なマップが表示されます。

　裏見の滝からの清涼な水で打った二八そば
と、1ヶ月費やしたかえしを利尻日高昆布・カツ
オ節で割ったつゆは相性バツグンです。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市匠町7-46
営業時間▶11：00～14：00
定　休　日▶火曜日
電話番号▶０２８８-５３-６３２３

日光そば処 たくみ庵13

　そばを奉納すると夜泣きが治るという言い伝
えのある沢蔵司稲荷が浄泉寺に祀ってあり、通称
｢そば喰い稲荷｣といいます。日光手打ちそばの会
会員が地域振興を願い、道の駅日光 「日光街道 
ニコニコ本陣」にて新そばまつりを開催します。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市今市本町1番地
電話番号▶0288-21-5170
　　　　　（日光市観光振興課内
　　　　　平日8：30～17：15）

そば喰い稲荷新そばまつり3

　地元産そば粉にこだわり自家製粉で風味豊
かなコシのあるそばを提供しています。食事を
しながら、店内から眺める日本庭園の紅葉は気
分最高です。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市小代371
営業時間▶11：00～15：30
　　　　　1～3月：11：00～14：30
定　休　日▶木曜日
電話番号▶0288-27-3535

小代行川庵11

　大芦川清流のほとりでおいしいそば料理をどうぞ。
〈問合せ先〉
住　　所▶鹿沼市引田202
営業時間▶11：00～17：00 17時以降は電話で
　　　　　ご確認ください。
定　休　日▶月曜日（但し祝日は営業）
電話番号▶0289-65-8163

鹿沼そば せせらぎ9

　人気の「大盛にらそば」はボリューム満点で
しっかりとした歯ごたえがあり、甘みも豊かで
す。また、川魚料理も楽しめます。
〈問合せ先〉
住　　所▶鹿沼市入粟野589
営業時間▶11：00～15：00
定　休　日▶火曜日
電話番号▶0289-86-7878

やまの路 みず沢5

　地粉100%の手打ちそばを提供している他
に、新鮮野菜を販売する直売所や旬の味覚の
ジェラートも楽しめます。
〈問合せ先〉
住　　所▶鹿沼市下粕尾1308-1
営業時間▶9：00～16：00、9：00～16：30（土日）
　　　　　そば店は11：00～14：00
定　休　日▶火曜日（祝日は営業）
　　　　　そば店は月・火・金
電話番号▶0289-83-0012

清流の郷かすお4

　粟野地区にあるそば店（11店）で構成してい
ます。鹿沼市粟野地区は、手つかずの自然と起伏
に富んだ山々、潤い豊かな緑と清流を擁してい
ます。自然の中で釣りや散策を楽しみ、おいしい
そばに舌鼓を打たれてはいかがでしょうか。
〈問合せ先〉
住　　所▶鹿沼市口粟野1655-1
電話番号▶0289-85-2281
　　　　　（粟野商工会内）

粟野そばの会／新そばまつり14

　原材料にこだわっています。
〈問合せ先〉
住　　所▶鹿沼市茂呂287-1
営業時間▶11：15～16：00（平日）
　　　　　11：15～17：00（土日祝日）
定　休　日▶木曜日
電話番号▶0289-76-0093

玄そば 文石庵6
　鹿沼産「玄そば」を使用した鹿沼そば振興会の
「認証店」が自信と誇りをもって提供する“鹿沼そ
ば”を販売します。今回はそば味比べ券（1,000
円）で４店舗のそばを食べ比べることができます。

〈問合せ先〉
住　　所▶鹿沼市今宮町1688-1
電話番号▶０２８９-６３-２１９2
　　　　　（鹿沼市農政課内）

第13回そば天国
～鹿沼そば味比べ！～16

　鹿沼産玄そばを自家製粉し、特許石打真空ね
りで作ったのどごしの良い、香り豊かなそばで
す。そばとうどんが同時に楽しめる「あいもり」
をぜひご賞味ください。麺好きな方に100%満
足いただける絶品です。
〈問合せ先〉
住　　所▶鹿沼市御成橋町2-2153-10
営業時間▶11：00～16：00
定　休　日▶火曜日
電話番号▶0289-62-6505

特許石打真空ねりそば
並木藤8

　自家栽培、自家製粉すべて日光産の手打ちそ
ばです。
　H30年とちぎGAPの第三者確認証取得。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市岩崎1032-5
営業時間▶11：00～14：30
定　休　日▶火曜日
電話番号▶0288-27-3000

観世音そば
下の家（したのいえ）2

　自然豊かな場所にあり、地粉100％で打った
おそばは最高です。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市水無309
営業時間▶11：00～15：00
定　休　日▶水曜日（祝日は営業）
　　　　　※臨時休業有り
電話番号▶0288-26-3355

そば処 水無湧水庵15

　地元産のそば粉を使い、京都宇治の抹茶を使っ
たそばです。今市のおいしい水で打ち上げます。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市今市639-910
営業時間▶11：00～19：00
定　休　日▶月1回不定休
電話番号▶0288-21-0375

茶そばの店 やぶ定1

　日光街道杉並木をながめながら、二宮尊徳ゆ
かりの古民家で食べる自家製粉のそばは細め
でのどごしの良いそばです。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市瀬川383-1
営業時間▶（4月～10月）11：00～16：00
　　　　　（11月～3月）11：00～15：00
定　休　日▶1/1～3
電話番号▶0288-21-4973

そば処 報徳庵7

　黒みかかった田舎そば、組合員が製粉加工す
る二八そば、旨いおそばをふるまいたくて頑
張っているおかあさん達です。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市小百167
営業時間▶11：00～15：00
定　休　日▶月曜日
電話番号▶0288-21-7232

小百田舎そば10

　日光市内外のそば処が21店、物産販売ブー
スが60店と、日本最大級のそばまつりを開催し
ます。別会場では、素人そば打ち段位認定大会
（今市運動公園体育センター）を開催するほか、
市内協賛そば各店で、もりそば1枚を500円で
提供する「日光市内どこでもそばまつり」も開催
します。
〈問合せ先〉
住　　所▶日光市今市本町1番地
電話番号▶0288-21-5170
　　　　　（日光市観光課内平日8：30～17：15）
　　　　　まつり開催中の臨時電話
　　　　　0288-22-7720、
　　　　　22-7730

「日光の社寺」世界遺産登録20周年記念
2019日光そばまつり12


