
日 光 例 幣 使 そ ば 街 道

店 舗 一 覧
いやしの森で“ほっこり”しませんか
木もれびの里 箏路

人気のおすすめメニュー▶箏路セット

MAP▶P27 G-3

　日光市大室地区で、オープンから8年を迎えました。パワースポットと湧水で知られる髙靇
神社のふもとの林の中にあり、店名のとおり木もれ日がやさしく射し込むお店です。自
然に囲まれてゆったりと寛げる外のテラス席、または明るい和の雰囲気を醸し出し
ている店内で、地元大室産の玄そばと髙靇神社の湧水を使用した自慢のお蕎麦を
御賞味ください。また、地元産いちごやブルーベリー、ゆず等のシロップを使った日
光天然氷のかき氷が、子供から大人まで大人気です。

■住 日光市大室1610-1  ■☎ 0288-25-7041
■営 11：00～15：00（直売所 9：00～16：00）  ■休 木曜、第2・第4水曜  ■Ｐ 15台

たか お

麺 細 太

店主自ら玄そばを自家栽培、とちぎGAPの第三者確認証受理
観世音そば下の家

人気のおすすめメニュー▶もりそば

MAP▶P27 G-4

　全量自家栽培、自家製粉という正真正銘の地産地消の外二割そばを提供。季節
によって、様々なそばを味わえるのもこの店ならではの魅力です。プリンやケーキな
どの、特製そばスイーツもおすすめ。来店の際には、お店の隣にあり、店名の由来と
なている岩崎観世音にも是非お立ち寄りください。

■住 日光市岩崎１０３２-５  ■☎ 0288-27-3000
■営 11：00～15：00  ■休 火曜  ■Ｐ ２０台、大型２台

氷温寒熟
そば夏そば寒晒し

蕎麦

麺 細 太

日光産そば粉を使用した自慢の二八そば
きすげの郷 蕎粋庵

人気のおすすめメニュー▶日光ひたしそば、ゆばせいろそば

MAP▶P26 B-5

　上品で風味豊かなつゆ、香ばしく腰の強い二八そば、奇をてらわず素材を生か
し、心を込めて打たれたそばを堪能してください。
　炭そば、季節の変わりそばもお楽しみいただけます。

夏そば

■住 日光市今市733-1 道の駅日光 ニコニコ本陣内  ■☎ 0288-25-5778
■営 11：00～19：00（LO18：30）  ■休 第３火曜  ■Ｐ 71台、大型可

氷温寒熟
そば

麺 細 太

日光の秘境で見つけたログハウスは、蕎麦店でした。
小来川 山帰来

人気のおすすめメニュー▶ゆば蕎麦、酢橘蕎麦

MAP▶P27 E-4

夏そば

■住 日光市南小来川395-1  ■☎ 0288-63-2121
■営 3月～11月 11：00～15：00、12月～2月 11：30～14：00
■休 3月～11月 火曜、12月 火・水曜、1月～2月 火・水・木曜  ■Ｐ 37台

氷温寒熟
そば

　日光市小来川地区は、手付かずの自然が残る日光の秘境。小来川産自家栽培の 
玄そばを自家製粉し、打ちたての手打ち蕎麦を名作家の器で頂きます。四季を通じ
てログハウスの大きな窓に広がる風景もごちそうの一つです。素敵な器で頂くおい
しい蕎麦を食べに来てみてください。

麺 細 太

サラダ
そば

麺の太さは、1mm（細）から3mm（太）の幅で表示しています。麺の太さは平均であり多少のバラツキがあります。麺 細 太

日 光 例 幣 使 そ ば 街 道

店 舗 一 覧

手打ち やぶそば
■住 鹿沼市蓬莱町1008
■☎ 0289-65-0393
■営 11：00～19：30
■休 不定休
■P  5台

MAP▶P24 A-5 夏 そ ば
鹿沼にらそば
サラダそば

かぬま手づくりの里そば処 久我
■住 鹿沼市上久我27
■☎ 0289-65-8787
■営 11：00～14：00（土日祝は15：00）
■休 月曜（祝日は翌日休）
■P  50台

MAP▶P24 D-2 鹿沼にらそば

そば処 佐野屋
■住 鹿沼市天神町1855
■☎ 0289-62-2084
■営 11：00～15：00、17：00～19：30
■休 日曜
■P  12台

MAP▶P24 A-4 夏 そ ば
鹿沼にらそば みたか亭

■住 鹿沼市上石川1525‐14
■☎ 0289-78‐4635
■営 11：00～15：00、17：00～20：00
■休 水曜（祝日は営業）
■P  10台

MAP▶P25 G-4 鹿沼にらそば

やまの路 みず沢
■住 鹿沼市入粟野589
■☎ 0289-86-7878
■営 11：00～15：00
■休 火曜
■P  25台

MAP▶P24 C-3 鹿沼にらそば

みっちゃん蕎麦
■住 鹿沼市鳥居跡町1416-11
■☎ 0289-62-1195
■営 11：30～14：00、16：00～19：00
■休 月曜、火曜（月一回）
■P  8台

MAP▶P24 A-5 鹿沼にらそば
サラダそば

峠の味どころ 大越路
■住 鹿沼市下永野1541
■☎ 0289-84-0951
■営 11：30～19：00
■休 木曜（祝日は営業）
■P  30台

MAP▶P24 D-5

そば処 久美野
■住 鹿沼市上野町320-15
■☎ 0289-65-0252
■営 11：30～15：00、17：00～19：00
■休 木曜
■P  6台

MAP▶P24 B-5 鹿沼にらそば
サラダそば

生そば 冨士川
■住 鹿沼市下田町2-1405-16
■☎ 0289-62-2645
■営 11：30～15：00、17：00～19：30
■休 木曜
■P  8台

MAP▶P24 A-5 鹿沼にらそば

手打ちそば処 嵯峨
■住 鹿沼市上永野268-1
■☎ 0289-84-0285
■営 10：30～15：00
■休 火曜、第2・第4月曜、臨時休業あり
■P  20台

MAP▶P24 D-4

横根高原そば
■住 鹿沼市上粕尾1936
■☎ 0288-93-4141
■営 10：00～15：00（4月下旬～11下旬営業）
■休 営業期間中は不定休
■P  50台、大型5台

MAP▶P24 B-2 鹿沼にらそば

そば割烹 日晃
■住 鹿沼市西茂呂2-22-25
■☎ 0289-65-2525
■営 11：00～21：00
■休 無休
■P  150台

MAP▶P24 B-5 鹿沼にらそば
サラダそば

玄そば 文石庵
■住 鹿沼市茂呂287-1
■☎ 0289-76-0093
■営 11：00～15：00（土日祝は16：00）
■休 木曜
■P  10台

MAP▶P25 G-4 寒晒し蕎麦
夏 そ ば
鹿沼にらそば

そば亭 瀬左衛門
■住 鹿沼市磯町965-5
■☎ 0289-71-1205
■営 11：30～14：00（夜は予約制で
　宴会のみ）
■休 火曜（祝日は営業） ■P  35台

MAP▶P25 F-4 夏 そ ば
鹿沼にらそば

鹿沼そば せせらぎ
■住 鹿沼市引田202
■☎ 0289-65-8163
■営 11：00～17：00（夜は予約制）
■休 月曜（祝日は営業）
■P  60台、大型3台

MAP▶P25 E-2 鹿沼にらそば寒晒し蕎麦
サラダそば夏 そ ば

鹿 沼 エリア
Ka n u m a  a r e a

粟野物産
■住 鹿沼市深程1205
■☎ 0289-85-3936
■営 11：00～14：30、16：30～19：00
■休 水曜
■P  15台

MAP▶P25 F-5 鹿沼にらそば

13日光例幣使そば街道 そば店ガイドマップ



宮入そば
■住 鹿沼市深程1386-1
■☎ 0289-85-2055
■営 平日11：00～18：00、土日祝10：00～18：00
■休 月曜（祝日は営業、翌日休み）、1月1日～3日、
　年2回不定休あり ■P  20台

MAP▶P25 E-5 鹿沼にらそば
夏 そ ばい志や

■住 鹿沼市口粟野905
■☎ 0289-85-2302
■営 11：00～14：00
■休 土曜、日曜
■P  7台

MAP▶P25 E-4

鹿沼そば（鹿沼市花木センター内）
■住 鹿沼市茂呂2086-1
■☎ 0289-76-2310
■営 11：00～14：00
■休 不定休
■P  1,200台

MAP▶P25 G-3 鹿沼にらそば
サラダそば 清流の郷 かすお

■住 鹿沼市下粕尾1308-1
■☎ 0289-83-0012
■営 11：00～14：00
■休 火曜
■P  30台

MAP▶P24 D-4 鹿沼にらそば

手打ちそば 「一庵」
■住 鹿沼市草久132-3
■☎ 0289-74-2227
■営 11：00～14：30（夜は予約制）
■休 木曜、第2金曜、臨時休業有
■P  20台

MAP▶P24 D-2 寒晒し蕎麦
夏 そ ば
鹿沼にらそば

そば処 樹
じゅていむ

庭夢
■住 鹿沼市上石川1670-１
■☎ 0289-76-6050
■営 11：00～14：00
■休 土曜
■P  25台

MAP▶P25 G-4 夏 そ ば
鹿沼にらそば

まちの駅 新・鹿沼宿 鹿沼そば 大越路
■住 鹿沼市仲町1604-1
■☎ 0289-64-7958
■営 10：30～16：30
■休 無休
■P  50台

MAP▶P24 A-5 鹿沼にらそば

月見亭
■住 鹿沼市鳥居跡町1438
■☎ 0289-63-2524
■営 11：30～14：30
■休 不定休
■P  10台、大型1台

MAP▶P24 A-5 鹿沼にらそば
サラダそば

なゆた庵
■住 鹿沼市上久我860-2
■☎ 0289-65-8563
■営 11：30～15：00
■休 月曜
■P  20台

MAP▶P24 D-2 寒晒し蕎麦
夏 そ ば
鹿沼にらそば

特許石打真空ねりそば 並木藤
■住 鹿沼市御成橋町2-2153-10
■☎ 0289-62-6505
■営 11：00～15：00
■休 火曜
■P  30台

MAP▶P25 F-3

田中屋
■住 鹿沼市上石川町1461-15
■☎ 0289-76-3808
■営 11：00～19：00
■休 木曜
■P  10台

MAP▶P25 G-4 鹿沼にらそば 本店十一屋
■住 鹿沼市上殿町166-17
■☎ 0289-62-3494
■営 11：00～14：00、17：30～20：00
■休 木曜
■P  12台

MAP▶P25 F-4

名匠
■住 鹿沼市深津854-11
■☎ 0289-76-2729
■営 11：00～19：30
■休 水曜
■P  15台

MAP▶P25 G-4 鹿沼にらそば やぶ
■住 鹿沼市末広町1922
■☎ 0289-64-5151
■営 11：00～19：30
■休 水曜
■P  10台

MAP▶P24 A-5 鹿沼にらそば

中本陣
■住 鹿沼市上材木町2322
■☎ 0289-64-6260
■営 11：00～20：00
■休 水曜
■P  9台

MAP▶P24 A-4 鹿沼にらそば

蕎花
■住 鹿沼市茂呂399-4
■☎ 0289-76-1106
■営 11：00～14：00
■休 日曜
■P  19台

MAP▶P25 G-4 鹿沼にらそば
サラダそば

六本木
■住 鹿沼市中田町1066-1
■☎ 0289-63-2627
■営 17：00～翌1：00
■休 月曜
■P  10台

MAP▶P24 A-5 夏 そ ば
鹿沼にらそば
サラダそば

山の神ドライブイン
■住 鹿沼市上粕尾1069
■☎ 0289-82-3518
■営 10：00～日暮れ
■休 不定休
■P  40台

MAP▶P24 B-2

永野家
■住 鹿沼市上永野306-2
■☎ 0289-84-0932
■営 11：00～21：00
■休 火曜
■P  30台

MAP▶P24 C-4
粟野家
■住 鹿沼市口粟野846-4
■☎ 0289-85-3217
■営 11：00～15：00
■休 土曜、日曜
■P  3台

MAP▶P25 E-4 鹿沼にらそば

14 日光例幣使そば街道 そば店ガイドマップ



玄味 そば市
■住 鹿沼市久野275-6
■☎ 0289-85-2783
■営 11：30～14：00
■休 火曜
■P  20台

MAP▶P25 E-4 鹿沼にらそば

　とちぎの農村には、旬のグルメや景観、農業体験などの楽しみがいっぱいあります。
　栃木県では、そんな農村地域の魅力を発信していますので、それらを参考に農村地
域へぜひお出かけください！

１ インスタグラム「とちぎの農村めぐりインスタグラム」
イベントなど農村地域の旬な情報をお届けします

●詳しく以下のホームページをご覧ください

※内容は変更になる場合があります。

2 デジタルスタンプラリー「農村わくわくスマホラリー」
スマホでその場から簡単に参加できます

3 ホームページ「季節を楽しむとちぎの農村めぐり特集」
イベントなど農村地域の旬な情報をお届けします

https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/tochigi-nouson-meguri/
とちぎの農村めぐり 検 索

松本米穀店
■住 鹿沼市口粟野875
■☎ 0289-85-2025
■営 8：00～18：00
■休 日曜

MAP▶P25 E-4

麺工房 寛
■住 鹿沼市千手町2560-4
■☎ 090-6137-5225
■営 随時予約受付
■休 不定休

MAP▶P24 A-4

鹿沼そば直売店 米山そば治平庵
■住 鹿沼市武子1900-5
■☎ 0289-65-3531
■営 9：00～17：00
■休 日曜、祝祭日

MAP▶P25 F-2
㈱ユーズプロセス
■住 鹿沼市上久我860-2
■☎ 0289-65-8563
■営 9：00～17：00 ■休 月曜、正月
※マップ上では「なゆた庵/ユーズ
　プロセス」と表示されます。

MAP▶P24 D-2

㈱石川そば製粉所
■住 鹿沼市貝島町656
■☎ 0289-62-2982
■営 8：00～17：15
■休 土曜、日曜、祝祭日

MAP▶P24 B-5
池澤米穀店
■住 鹿沼市上永野435
■☎ 0289-84-0928（店舗）、
　0289-84-0045（自宅）
■営 9：00～18：00
■休 不定休

MAP▶P24 C-4

15日光例幣使そば街道 そば店ガイドマップ



小百田舎そば
■住 日光市小百167
■☎ 0288-21-7232
■営 11：00～15：00
■休 月曜
■P  30台、大型１台

MAP▶P27 F-2 夏 そ ば

しもつけそば つちや
■住 日光市今市本町34-1
■☎ 0288-21-3563
■営 11：00～14：00、17：30～20：00
■休 火曜
■P  13台

MAP▶P26 C-5 夏 そ ば

ねもとうどん店
■住 日光市平ヶ崎302
■☎ 0288-22-6343
■営 11：00～14：30
■休 水曜
■P  15台

MAP▶P26 A-5 にらそば

そば処 栗山
■住 日光市山口676
■☎ 0288-26-6558
■営 11：00～16：00（土日祝 11：00～17：00）
■休 木曜
■P  17台

MAP▶P27 H-4

そば処 報徳庵
■住 日光市瀬川383-1
■☎ 0288-21-4973
■営 11：00～16：00
　（11月～3月11：00～15：00）
■休 1月1日～3日 ■P  30台、大型1台

MAP▶P26 A-4

玄蕎麦 河童
■住 日光市瀬尾44-7
■☎ 0288-25-8111
■営 11：00～15：00
■休 木曜、第1・第3・第5水曜
■P  11台

MAP▶P27 F-3 夏 そ ば

手打 並木そば 本店
■住 日光市今市117 ■☎ 0288-21-0956
■営 月曜11：00～16：00（LO15：00）、
　木曜～日曜11：00～20：00（LO19：30）
■休 火曜（祝日は営業、翌日休み）、臨時
　休業あり ■P  10台、大型2台（要予約）

MAP▶P26 B-5 夏 そ ば
氷温寒熟そば

そば処 蕎麦子庵
■住 日光市木和田島1697-19
■☎ 0288-26-4108
■営 11：00～20：00（水曜 11：00～14：00）
■休 木曜
■P  10台

MAP▶P27 G-4

小代行川庵 そば組合
■住 日光市小代371
■☎ 0288-27-3535
■営 11：00～15：30（1月～3月11：00～14：30）
■休 木曜（祝日の場合は営業）、12月
　31日～1月3日 ■P  50台、大型3台

MAP▶P27 G-4 夏 そ ば
にらそば
氷温寒熟そば

青木屋
■住 日光市大渡1053-3
■☎ 0288-21-8934
■営 11：00～19：00
■休 月曜、12月～3月
■P  20台、大型1台

MAP▶P27 G-2 夏 そ ば
氷温寒熟そば

一歩庵
■住 日光市芹沼1766-91
■☎ 0288-21-7997
■営 11：00～15：30
■休 火曜（祝日は営業、翌日休み）
■P  12台、大型1台

MAP▶P27 G-2 夏 そ ば

茶そばの店 やぶ定
■住 日光市今市639-10
■☎ 0288-21-0375
■営 11：00～19：00
■休 月1回不定休
■P  5台

MAP▶P26 A-4 寒晒し蕎麦
夏 そ ば
氷温寒熟そば

そば処 水無湧水庵
■住 日光市水無309
■☎ 0288-26-3355
■営 11：00～15：00
■休 水曜（祝日は営業、翌日休み）、
　1月1日・2日 ■P  30台

MAP▶P27 G-3

けっこう漬本舗 今市インター店
■住 日光市平ヶ崎390-2
■☎ 0288-22-3197
■営 9：00～17：00
■休 木曜
■P  20台、大型3台

MAP▶P26 A-5

けっこう漬本舗 森友バイパス店
■住 日光市森友838-1
■☎ 0288-22-9191
■営 9：00～17：00
■休 火曜
■P  30台、大型1台

MAP▶P27 G-3

まつもと食堂
■住 日光市今市58-3
■☎ 0288-22-5891
■営 11：30～18：30
■休 不定休
■P  5台

MAP▶P26 B-5

三たてそば 長畑庵
■住 日光市長畑635-1
■☎ 0288-27-2488
■営 11：00～16：00（LO15：30）
■休 火曜、金曜（祝日は営業）
■P  20台、大型1台

MAP▶P27 F-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば

観世音そば下の家
■住 日光市岩崎1032-5
■☎ 0288-27-3000
■営 11：00～15：00
■休 火曜
■P  20台、大型2台

MAP▶P27 G-4 寒晒し蕎麦
夏 そ ば
氷温寒熟そば

 日 光・今 市 エリア
Ni k k o & I m a i c h i  a r e a
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野点庵
■住 日光市小倉867-24
■☎ 0288-27-3040
■営 11：00～15：00
■休 月曜・火曜（祝日は営業、翌日休み）
■P  20台

MAP▶P27 G-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば

手打ちそば さくらい
■住 日光市文挾町425-3
■☎ 0288-27-0038
■営 11：00～14：30
■休 火曜
■P  7台

MAP▶P27 G-4 夏 そ ば

草允 わらび野
■住 日光市大室2009-1
■☎ 0288-23-8022
■営 11：30～15：00、18：00～21：00
　（夜の部は金・土・日・祝のみ営業）
■休 水曜、第2・第4木曜 ■P  7台

MAP▶P27 G-3

野州そば処 いなりや
■住 日光市中宮祠2478
■☎ 0288-55-0104
■営 10：30～16：00
■休 不定休
■P  20台

MAP▶P26 C-3

小
こやすど

休止のうか
■住 日光市小林71
■☎ 090-7736-3354
■営 11：00～14：00
■休 木曜
■P  10台、大型2台

MAP▶P27 H-3

そば処 しろやま
■住 日光市木和田島3039-2
■☎ 0288-26-0511
■営 11：00～14：00（なくなり次第終了）
■休 水曜
■P  10台

MAP▶P27 G-3 夏 そ ば
氷温寒熟そば

桐花
■住 日光市中宮祠2480
■☎ 0288-55-0177
■営 11：00～14：00
■休 不定休
■P  なし

MAP▶P26 C-3

円空庵びっくり
■住 日光市清滝2-5-18
■☎ 0288-53-2825
■営 11：00～21：00
■休 火曜
■P  2台

MAP▶P27 D-3

そば処 霧降庵
■住 日光市所野1546
■☎ 0288-54-0473
■営 10：00～16：00
■休 木曜（繁忙期は無休）
■P  30台、大型5台

MAP▶P27 E-2 寒晒し蕎麦
夏 そ ば
氷温寒熟そば

日光市温泉保養センター かたくりの湯ふるさとコーナー
■住 日光市町谷1866-1
■☎ 0288-21-7066
■営 10：00～15：00（うどん、そばは11：00～14：00）
■休 月曜（祝日は営業、翌日休み）
■P  250台、大型は要相談

MAP▶P27 G-2

きすげの郷 蕎粋庵
■住 日光市今市733-1 道の駅日光ニコニコ本陣内
■☎ 0288-25-5778
■営 11：00～19：00（LO18：30）
■休 第3火曜
■P  71台、大型可

MAP▶P26 B-5 夏 そ ば
氷温寒熟そば

手打ちそば 日光の庄
■住 日光市今市600-1
■☎ 0288-21-3910
■営 11：00～16：00
■休 火曜（祝日は営業）
■P  35台、大型可

MAP▶P26 A-4

新月
■住 日光市中宮祠2478
■☎ 0288-55-0074
■営 11：45～15：30
■休 不定休
■P  10台

MAP▶P26 C-3

そば処 さくら家
■住 日光市大沢町789
■☎ 0288-26-4827
■営 11：00～15：00
■休 木曜、第３水曜
■P  7台

MAP▶P27 G-3 夏 そ ば
氷温寒熟そば

一庵。
■住 日光市並木町19-10
■☎ 090-7433-6581
■営 11：30～14：30
■休 火曜
■P  5台

MAP▶P26 B-5 夏 そ ば
氷温寒熟そば

木もれびの里 箏路
■住 日光市大室1610-1
■☎ 0288-25-7041
■営 11：00～15：00
■休 木曜、第2・第4水曜
■P  15台

MAP▶P27 G-3

手打ちそば かつら
■住 日光市中宮祠2482
■☎ 0288-55-0238
■営 11：00～15：30（なくなり次第終了）
■休 不定休（12月～2月）
■P  50台

MAP▶P26 C-3 夏 そ ば
氷温寒熟そば

そば処 ほそで
■住 日光市滝ヶ原3843
■☎ 0288-63-3636
■営 10：00～16：00
■休 水曜（12月～2月までは冬季休業）
■P  20台

MAP▶P27 E-3

日光そば処 たくみ庵
■住 日光市匠町7-46
■☎ 0288-53-6323
■営 11：00～14：00
■休 火曜
■P  15台

MAP▶P26 A-4

夏 そ ば
氷温寒熟そば

寒晒し蕎麦

そば香房 おかげ
■住 日光市原宿546
■☎ 0288-21-7770
■営 11：00～15：00
■休 火曜
■P  10台

MAP▶P27 F-2 寒晒し蕎麦

17日光例幣使そば街道 そば店ガイドマップ



 藤 原・栗 山 エリア
Fu j i h a r a & K u r i y a m a  a r e a

石臼挽きそば 古代村
■住 日光市中三依688-1
■☎ 0288-79-0520
■営 10：00～15：00
■休 木曜
■P  20台

MAP▶P28 D-2 夏 そ ば
氷温寒熟そば

匠の手打ちそば 大吉庵
■住 日光市鬼怒川温泉大原1403-12
■☎ 0288-77-3434
■営 10：00～15：00
■休 水曜（祝日は営業、翌日休み）
■P  10台、大型2台

MAP▶P29 H-5

十割そば 大黒庵
■住 日光市藤原851
■☎ 0288-76-1078
■営 11：00～16：00
■休 木曜
■P  30台、大型2台

MAP▶P28 D-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば

手打ちそば 朝日屋
■住 日光市川治温泉高原53-3
■☎ 0288-78-0109
■営 11：30～16：00
■休 不定休
■P  8台

MAP▶P28 D-3 夏 そ ば
氷温寒熟そば

やまじょう
■住 日光市鬼怒川温泉大原1427-1
■☎ 0288-76-1833
■営 11：00～15：00
■休 水曜
■P  15台

MAP▶P29 H-5

三平食堂
■住 日光市安川町6-28
■☎ 0288-54-2327
■営 11：00～19：00
■休 不定休
■P  5台

MAP▶P26 A-4

やまがたや
■住 日光市所野1550-28
■☎ 0288-53-5310
■営 11：00～（そばがなくなり次第終了）
■休 木曜
■P  30台

MAP▶P26 B-3 夏 そ ば

そば処 弦庵
■住 日光市下鉢石町810
■☎ 0288-53-3618
■営 11：30～15：00
■休 火曜
■P  3台

MAP▶P26 B-3

林屋
■住 日光市安川町5-24
■☎ 0288-54-0884
■営 10：00～15：00
■休 木曜
■P  6台、大型１台

MAP▶P26 A-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば

そば処 竹澤家
■住 日光市所野8-3
■☎ 0288-54-3678
■営 11：00～18：00
■休 火曜
■P  20台、大型1台

MAP▶P27 F-2 寒晒し蕎麦
夏 そ ば
氷温寒熟そば

旭屋本店
■住 日光市松原町10-2
■☎ 0288-54-0674
■営 11：30～15：00
■休 不定休
■P  5台、大型１台

MAP▶P26 B-3

そば処 新駒
■住 日光市安川町7-11
■☎ 0288-54-1231
■営 10：00～18：30
■休 不定休
■P  2台

MAP▶P26 A-4

手打ち生そば魚要
■住 日光市御幸町593
■☎ 0288-54-0333
■営 11：00～15：00
■休 不定休
■P  3台

MAP▶P26 B-3 夏 そ ば

鈴家
■住 日光市山内2315-1
■☎ 0288-53-6117
■営 11：00～14：00
■休 無休
■P  12台、大型2台

MAP▶P26 A-3

小来川 山帰来
■住 日光市南小来川395-1
■☎ 0288-63-2121
■営 11：00～15：00（12月～2月は変更あり）
■休 火曜（12月～2月は変更あり）
■P  37台

MAP▶P27 E-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば
サラダそば

そば処 むつみ庵
■住 日光市宝殿33-1
■☎ 0288-53-6238
■営 11：00～17：00
　（そばがなくなり次第終了）
■休 木曜 ■P  20台

MAP▶P26 B-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば

一汁山菜 麺工房 寛
■住 日光市本町1-34
■☎ 090-6137-5225
■営 11：45～15：00
■休 月～木曜（祝日営業有）
■P  12台、中型可

MAP▶P26 A-3 寒晒し蕎麦
夏 そ ば

旬菜蔵 せんや
■住 日光市藤原1357
■☎ 0288-77-0759
■営 10：30～16：00（LO15：00）
■休 木曜
■P  8台、大型１台

MAP▶P28 D-4 寒晒し蕎麦

18 日光例幣使そば街道 そば店ガイドマップ



そば亭 泉八
■住 日光市柄倉768-36
■☎ 0288-77-3988
■営 11：30～15：00
■休 木曜
■P  15台

MAP▶P28 D-5

やみぞ蕎麦 しらたき
■住 日光市藤原1334-14
■☎ 0288-78-0865
■営 8：30～17：00
■休 不定休（冬季は休業）
■P  15台

MAP▶P28 D-4

湖畔亭 ほそい
■住 日光市五十里736-1
■☎ 0288-78-0750
■営 11：00～17：00
■休 火曜、不定休有
■P  7台

MAP▶P28 D-3

そば処 大黒家
■住 日光市鬼怒川温泉大原680
■☎ 0288-76-1259
■営 11：00～15：00
■休 火曜・水曜（祝日は営業、翌日休み）
■P  15台

MAP▶P28 D-4

なかや食堂
■住 日光市湯西川790
■☎ 0288-98-0205
■営 10：00～15：00
■休 不定休
■P  4台

MAP▶P28 A-1

そば処 瀬戸合峡
■住 日光市野門6
■☎ 0288-97-1727
■営 10：00～16：00
■休 無休（12月中旬～4月第1金曜まで冬季休業）
■P  25台、大型7台

MAP▶P28 B-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば

そば処 もくりん
■住 日光市独鈷沢字中井48
■☎ 090-1556-7655
■営 11：00～15：00
■休 不定休（12月中旬～3月中旬休業）
■P  20台、大型1台（要予約）

MAP▶P28 D-2 夏 そ ば

食事処 湯の郷（道の駅 湯西川内）
■住 日光市西川478-1
■☎ 0288-78-1222
■営 10：30～15：00
■休 無休（12月のみ火曜休業）
■P  55台、大型3台

MAP▶P28 D-3

手打 二八そば
■住 日光市鬼怒川温泉大原521-2
■☎ 0288-77-1984
■営 11：00～15：00
■休 不定休
■P  13台、大型2台

MAP▶P29 H-5

民宿 お土産 お食事処 山島屋
■住 日光市湯西川721-3
■☎ 0288-98-0431
■営 10：30～19：00
■休 不定休
■P  4台

MAP▶P28 B-2

お食事処 やしお
■住 日光市若間832-1
■☎ 0288-97-1778
■営 11：00～15：00
■休 不定休
■P  20台、大型2台

MAP▶P28 B-4

そば処 温泉民宿 まごころ
■住 日光市日蔭396
■☎ 0288-97-1654
■営 9：00～17：00
■休 不定休
■P  10台

MAP▶P28 C-4 夏 そ ば
氷温寒熟そば

山味
■住 日光市若間830-1
■☎ 0288-97-1515
■営 9：30～15：00
■休 不定休
■P  20台、大型2台

MAP▶P28 B-4

湯西川 水の郷
■住 日光市湯西川473-1
■☎ 0288-98-0260
■営 11：00～15：30（12～4月の変更あり）
■休 水曜
■P  70台、大型5台

MAP▶P28 C-2

そば処 ひなた
■住 日光市日向610-1
■☎ 0288-97-1557
■営 11：30～14：00
■休 不定休（基本的には水曜、1～3月は冬季休業）
■P  15台

MAP▶P28 C-3

お食事処 大滝
■住 日光市土呂部1350
■☎ 0288-97-1106
■営 11：30～15：30
■休 水曜、木曜
■P  20台

MAP▶P28 B-3

平家そば志おや
■住 日光市湯西川990-2
■☎ 0288-98-0434
■営 11：30～15：00
■休 不定休
■P  5台

MAP▶P28 A-2

そば処 ナラ入沢
■住 日光市上三依109-1
■☎ 0288-79-0714
■営 9：00～18：00
■休 不定休（12月1日～3月31日は休業）
■P  30台、大型１台

MAP▶P28 D-1 寒晒し蕎麦

本誌掲載の店舗情報は令和2年3月現在のものです。
営業時間や定休日等、変更となる場合があります。お出かけの際は各店舗に御確認くださいますようお願いします。
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