
1 道の駅 湯の香しおばら（アグリパル塩原会） 18日・19日

TEL／0287-35-4401
FAX／0287-35-4402
栃木県那須塩原市関谷442

完熟とちおとめ、
うど、クッキー、
ドレッシング2種類、
ゆず味噌、豆もち

6 JAなすの 21日・22日・23日

TEL／0287-62-5550
FAX／0287-62-6616
栃木県那須塩原市黒磯6-1

いちご
(スカイベリー、とちおとめ)、
ねぎ、うど、トマト

7 (株)下鳥養蜂園 全日

TEL／0287-23-3838
FAX／0287-22-7286
栃木県大田原市中央2-9-33

はちみつ、羊かん
化粧品 など

3 大田原市の地酒とまちおこし研究会 全日

TEL／0287-23-8709
FAX／0287-23-8697
栃木県大田原市本町1-4-1

大田原銘酒六つ蔵
６本セット

4 大田原ツーリズム 全日

TEL／0287-47-6759
FAX／0287-47-6760
栃木県大田原市本町1-3-3

コロッケ、うど餃子、
お米のお菓子、
天鷹仕込み水、
とうがらしサイダー

5 菊池いちご園 20日

TEL／090-1450-5994
FAX／0287-35-2419
栃木県那須塩原市上横林262

完熟とちおとめ

8 森林の牧場(株) 全日

TEL／0287-77-1340
FAX／0287-77-1308
栃木県那須郡那須町豊原乙627-114

搾るヨーグルト、
ヌシュクルール
（ミルク生マシュマロ）

21 那珂川あゆ街道推進協議会 全日

TEL／0287-23-2151
FAX／0287-23-7994
栃木県大田原市本町2-2828-4

観光パンフレット など

22 那須高原ミルク街道推進協議会 19日・20日

TEL／0287-62-7147
FAX／0287-23-7223
栃木県那須塩原市共墾社108-2

観光パンフレット
ミルククッキー、
ミルクまんじゅう、
チーズロールケーキ など

20 那須町観光協会 22日・23日

TEL／0287-76-2619
FAX／0287-76-3355
栃木県那須郡那須町湯本182

観光パンフレット など

2 (有)岩上商店 全日

TEL／0287-22-2224
FAX／0287-22-2236
栃木県大田原市中田原1238

あまさけ
（プレーン・玄米・小豆
　かぼちゃ・いちご・うど）

18 (株)南ヶ丘牧場 21日・22日

TEL／0287-76-2150
FAX／0287-76-2477
栃木県那須郡那須町湯本579

ミルクジャム、ぬるチーズ、
ミルクパン、ロシア黒パン、
シュトーレン
(ドイツの焼き菓子) など

19 (株)横倉本店 全日

TEL／028-656-7777
FAX／028-656-8888
栃木県宇都宮市問屋町3172－6

那須地域のワイン7種類、
地酒5種類
ヨーグルトリキュール3種類 など 

17 (株)前田牧場 21日・22日・23日

TEL／0287-20-2139
FAX／0287-22-1359
栃木県大田原市奥沢111

ビーフカレー、黒豆カレー
黒豆茶、発芽玄米もち、干いも、
ブルーベリージュース、
ブルーベリージャム など

16 古谷農産 全日

TEL／0287-23-3502
FAX／0287-24-2396
栃木県大田原市加治屋94

乾麺、手焼きせんべい、
煎り豆、うどちまき、
そば粉 など

15 道の駅 那須高原 友愛の森（ふるさと物産センター） 20日・21日

TEL／0287-78-0100
FAX／0287-74-6317
栃木県那須郡那須町高久乙593-8

那須野そば、那須のうどん、
トラピストガレット、みどり米、
キャラメルラスク、びっくり唐がらし、
ジャージーミルクバウム など

14 那須野が原ファーム 全日

TEL／0287-54-0009
FAX／0287-54-2365
栃木県大田原市狭原1298-1

ジンジャーシロップ、
ブルーベリージャム、
スティックセニョール、
赤大根、サラダカブなど

12 那須塩原市農観商工連携推進協議会 19日・20日

TEL／0287-62-7130
FAX／0287-62-7223
栃木県那須塩原市共墾社108-2

味恋とまと、自然耕米、
千本松牧場プレミアム
アイスクリーム｢ミレピーニ｣、
夫婦あわせ麦みそ

13 那須ナチュラルチーズ研究会 全日

TEL／0287-63-7241
FAX／0287-63-7241
栃木県那須塩原市中央町5-3

カチョカバロ、
モッツァレラのたまりづけ
ゆきやなぎ

11 栃酪乳業(株) 20日

TEL／028-663-4516
FAX／028-662-3576
栃木県宇都宮市東町76

酪農家限定ノンホモ牛乳、
とちおとめいちごミルク

9 (有)相馬食品（手作りキングハム）18日

TEL／0287-62-0536
FAX／0287-62-4623
栃木県那須塩原市東栄2-11-9

ハム・ソーセージ、
串フランク焼き、
ハムの盛り合わせ（焼き）
など

10 鉄板焼きステーキハウス きく 18日・19日

TEL／0287-62-6717
FAX／0287-62-6728
栃木県那須郡那須町高久甲5399-8

那須和牛と那須野菜の串焼き、
那須和牛のしぐれ煮、
にんにく塩

出店者一覧［アイウエオ順］

NASU
FAIR

那須フェア
那須のいいもの発見会 大宮

NASU
FAIR

那須のいいもの発見会 大宮in

ＰＲ

販売会

平成27年 ～2月 日(水)18 日(月)23
～9:00 19:00日(水)、18 日(土)、21 日(日)22
～10:00 19:00日(木)、19 日(金)20
～10:00 18:00日(月)23

日時／
イトーヨーカドー  大宮宮原店場所／

那須地域ならではの農産物・加工食品を一堂に集めました!!

栃木県那須農業振興事務所、那須地方農業振興協議会、
那須アグリビジネス推進会議、イトーヨーカドー大宮宮原店

主　催

大田原市、那須塩原市、那須町後　援

問合せ先 栃木県那須農業振興事務所企画振興部　　　　tel.0287-23-2151
〒324－0041　栃木県大田原市本町2-2828-4　 fax.0287-23-7994
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遊びに行くヨ!
!

きゅーびー
那須町観光大使
きゅーびー
那須町観光大使
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