
　 R2.8.27現在

№ 名　　称 地　　域 № 名　　称 地　　域
1 いちご 県全域
2 小麦 県全域
3 生乳 県全域
4 そば 県全域
5 大豆 県全域
6 栃木のお米 県全域
7 とちぎ和牛 県全域 64 大田原市のうど 大田原市
8 トチノキ 県全域 65 与一和牛 大田原市
9 トマト 県全域 66 白美人ねぎ 大田原市
10 梨 県全域 67 矢板・宇都宮のりんご 矢板市、宇都宮市
11 二条大麦 県全域 68 塩原高原大根 那須塩原市
12 にら 県全域 69 高原ほうれんそう 那須塩原市
13 はちみつ 県全域 70 塩原高原かぶ 那須塩原市
14 ヤシオマス 県全域 71 喜連川温泉なす さくら市
15 ゆず 県全域 72 自然薯 さくら市

73 みかん 那須烏山市
74 中山かぼちゃ 那須烏山市
75 スイートピー 上三川町
76 えごま 茂木町
77 きく 塩谷町
78 金胡麻 高根沢町
79 那須和牛 那須町

18 くり 宇都宮市、那須烏山市 80 ハーブ 那須町
19 アスパラガス 宇都宮市、上三川町 81 イノシシ肉「八溝ししまる」 那珂川町
20 宇都宮牛 宇都宮市 82 温泉トラフグ 那珂川町
21 新里ねぎ 宇都宮市 83 ふき 那珂川町
22 トルコギキョウ 足利市 84 マコモタケ 那珂川町
23 足利マール牛 足利市
24 いちご（あしかが美人） 足利市
25 トマト（あしかが美人） 足利市
26 きゅうり（あしかが美人） 足利市
27 大根（あしかが美人） 足利市
28 人参（あしかが美人） 足利市
29 なす（あしかが美人） 足利市

30
アスパラガス
（あしかが美人）

足利市

31 藤 足利市
32 ぶどう 栃木市
33 さしもぐさ 栃木市
34 ひめきゅうり 栃木市
35 宮ねぎ 栃木市
36 真上の梅 栃木市
37 かき菜 佐野市
38 もも 佐野市
39 はとむぎ 鹿沼市、小山市
40 あさ 鹿沼市
41 鹿沼こんにゃく 鹿沼市
42 鹿沼のさつき 鹿沼市
43 鹿沼の森林認証材 鹿沼市
44 鹿沼のスギ材・ヒノキ材 鹿沼市
45 鹿沼のにら 鹿沼市
46 鹿沼のトマト 鹿沼市
47 鹿沼のなし 鹿沼市
48 鹿沼のいちご 鹿沼市
49 りんどう 日光市、那須町
50 シクラメン 日光市
51 ひめます 日光市
52 カエデ 日光市
53 日光の木 日光市

55 ホンモロコ 小山市、那珂川町

57 おやま和牛 小山市
58 小山の豚「おとん」 小山市
59 小麦「イワイノダイチ」 小山市
60 桑 小山市

栃木県の地域産業資源（４６６）

農林水産物（８４） 農林水産物（８４）

61 ブルーベリー
大田原市、那須塩原市、茂木
町、那須町

62 八溝杉
大田原市、那須烏山市、那須
町、那珂川町

63
大田原産唐辛子
｢栃木三鷹」

大田原市

16 鮎

宇都宮市、鹿沼市、小山市、
大田原市、那須塩原市、那須
烏山市、さくら市、茂木町、那
須町、那珂川町

17 しいたけ
宇都宮市、矢板市、さくら市、
茂木町、市貝町、芳賀町、塩
谷町、高根沢町

54 ゆうがおの実
小山市、下野市、上三川町、
壬生町

56
ラムサールふゆみず
たんぼ米

小山市



№ 名　　称 地　　域 № 名　　称 地　　域
1 医療機器 県全域

66 大田原の地酒 大田原市
3 航空宇宙部品 県全域 67 塩原温泉とて焼 那須塩原市
4 自動車及び自動車部品 県全域 68 氏家うどん さくら市
5 そば 県全域 69 杉の椅子 さくら市
6 栃木の酒（日本酒） 県全域 70 杉・桧のテーブル さくら市

71 烏山手すき和紙 那須烏山市
72 石橋江戸神輿・神仏具 下野市

8 宇都宮餃子 宇都宮市 73 益子焼 益子町
9 大谷石 宇都宮市 74 益子のビルマ汁 益子町
10 カクテル 宇都宮市 75 クヌギ黒炭 市貝町

76 武者絵 市貝町
77 HAGA焼きソバ 芳賀町
78 玩具 壬生町
79 壬生お殿様料理 壬生町
80 尚仁沢湧水 塩谷町
81 高根沢ちゃんぽん 高根沢町
82 高根沢焼きちゃんぽん 高根沢町
83 米粉スイーツ・パン 高根沢町
84 高根沢ジェラート 高根沢町
85 芦野石 那須町
86 チーズ 那須町
87 スイーツ・パン 那須町

17 草木染・藍染 足利市、益子町 88 小川地区の温泉水 那珂川町
18 足利の着尺 足利市 89 小砂焼 那珂川町
19 足利銘仙 足利市
20 アルミ製品 足利市
21 トーションレース 足利市
22 ワイン 足利市
23 足利シュウマイ 足利市
24 最中 足利市
25 ポテト入り焼きそば 足利市
26 石灰・ドロマイト 栃木市、佐野市
27 栃木鬼瓦 栃木市、佐野市
28 ジャガイモ入りヤキソバ 栃木市
29 都賀の座敷箒 栃木市
30 栃木の桐下駄 栃木市
31 栃木の線香 栃木市
32 栃木の樽 栃木市
33 新波の提灯 栃木市
34 よしず 栃木市
35 サメ革 栃木市
36 いもフライ 佐野市
37 佐野ラーメン 佐野市
38 天明鋳物 佐野市
39 大根そば 佐野市
40 耳うどん 佐野市
41 佐野衣装着雛 佐野市
42 佐野節句かけ軸 佐野市
43 鹿沼組子 鹿沼市
44 鹿沼土 鹿沼市
45 鹿沼の建具 鹿沼市
46 きびがら細工 鹿沼市
47 鹿沼にらそば 鹿沼市
48 鹿沼の木工品 鹿沼市
49 深岩石 鹿沼市
50 杉線香 日光市
51 たまり漬け 日光市
52 日光彫 日光市
53 日光の水 日光市
54 日光ゆば 日光市
55 日光の天然氷 日光市
56 日光下駄 日光市
57 本場結城紬 小山市、下野市
58 うどん 小山市
59 間々田ひも 小山市
60 真岡木綿 真岡市
61 黒羽藍染 大田原市
62 竹工芸 大田原市
63 さんたからあげ 大田原市

鉱工業品（８９） 鉱工業品（８９）

65
佐久山コロッケ・
佐久山メンチ

大田原市
2

光学機器及び
光技術応用機器

県全域

7 かんぴょう
宇都宮市、小山市、下野市、
上三川町、壬生町

11 栃木のクラフトビール
宇都宮市、下野市、上三川
町、那須町

12 織物製品
足利市、栃木市、佐野市、小
山市

13 染色・繊維染色製品
足利市、栃木市、佐野市、小
山市

14 ニット製品
足利市、栃木市、佐野市、小
山市

15 プラスチック製品
足利市、栃木市、佐野市、小
山市

16 レース製品
足利市、栃木市、佐野市、小
山市

64
北限の紅茶
那須　雲巌の静謐

大田原市



№ 名　　称 地　　域 № 名　　称 地　　域
1 日光街道桜並木 宇都宮市、日光市
2 うつのみや遺跡の広場 宇都宮市
3 宇都宮城址公園 宇都宮市 71 佐野プレミアム・アウトレット 佐野市
4 宇都宮市森林公園 宇都宮市 72 どまんなかたぬま 佐野市
5 大谷と多気不動尊 宇都宮市 73 人間国宝田村耕一陶芸館 佐野市
6 大谷の奇岩群 宇都宮市 74 クリケット 佐野市
7 オタリヤ 宇都宮市 75 万葉自然公園かたくりの里 佐野市
8 カトリック松が峰教会 宇都宮市 76 新町薬師堂 佐野市
9 関白獅子舞 宇都宮市 77 医王寺 鹿沼市
10 菊水祭 宇都宮市 78 生子神社泣き相撲 鹿沼市
11 旧篠原家住宅 宇都宮市 79 鹿沼秋まつり 鹿沼市
12 古賀志山 宇都宮市 80 奈佐原文楽 鹿沼市
13 塚山古墳群 宇都宮市 81 発光路強飯式 鹿沼市
14 飛山城史跡公園 宇都宮市 82 古峯神社 鹿沼市
15 長岡百穴古墳 宇都宮市 83 井戸湿原 鹿沼市
16 西下ヶ橋 宇都宮市 84 まちの駅　新・鹿沼宿 鹿沼市
17 羽黒山 宇都宮市 85 屋台のまち中央公園 鹿沼市
18 二荒山神社 宇都宮市 86 大芦川 鹿沼市
19 ふるさと宮まつり 宇都宮市 87 城山公園 鹿沼市
20 梵天祭 宇都宮市 88 千手山公園 鹿沼市
21 ミヤ・ジャズ 宇都宮市 89 加蘇山の千本かつら 鹿沼市
22 ミヤリー 宇都宮市 90 判官塚古墳 鹿沼市
23 自転車 宇都宮市、那須町 91 北赤塚一里塚 鹿沼市
24 足利学校跡 足利市 92 鹿沼市花木センター 鹿沼市
25 足利花火大会 足利市 93 足尾銅山 日光市
26 あしかがフラワーパーク 足利市 94 鬼怒川温泉 日光市
27 織姫神社社殿 足利市 95 日光霧降高原 日光市
28 樺崎寺跡 足利市 96 日光の社寺 日光市
29 巖華園 足利市 97 龍王峡 日光市
30 行道山浄因寺 足利市 98 龍王祭 日光市
31 栗田美術館 足利市 99 奥日光の湿原 日光市

100 裏見ノ滝 日光市

101 大笹牧場 日光市
33 長林寺本堂 足利市 102 奥鬼怒温泉 日光市
34 名草の巨石群 足利市 103 奥日光湯元温泉 日光市
35 鑁阿寺本堂 足利市 104 男鹿川 日光市
36 美人弁天 足利市 105 川治温泉 日光市
37 ペタンコ祭 足利市 106 川俣温泉 日光市
38 八木節 足利市 107 川俣瀬戸合峡 日光市
39 鎧年越 足利市
40 渡良瀬橋の夕日 足利市
41 たかうじ君 足利市 109 鬼怒川 日光市
42 悪口まつり 足利市
43 渡良瀬遊水地 栃木市、小山市、野木町
44 渡良瀬遊水地のヨシ焼き 栃木市、小山市、野木町 111 鬼怒沼 日光市
45 出流山満願寺 栃木市 112 霧降高原キスゲ平 日光市
46 巴波川 栃木市 113 霧降ノ滝 日光市
47 太平山 栃木市 114 華厳ノ滝 日光市
48 県庁堀　附　漕渠 栃木市 115 庚申山 日光市

116 白根山 日光市

117 大谷川 日光市
50 つがの里 栃木市 118 楯岩 日光市
51 鉄造薬師如来坐像 栃木市 119 中禅寺湖 日光市
52 とちぎ秋祭り 栃木市 120 男体山・女峰山・太郎山 日光市
53 栃木市の蔵の街並み 栃木市 121 日光杉並木街道 日光市
54 星野遺跡 栃木市 122 湯西川温泉 日光市
55 渡良瀬バルーンレース 栃木市 123 竜頭ノ滝 日光市
56 高勝寺三重塔 栃木市 124 渡良瀬川 日光市
57 高勝寺山門 栃木市 125 男体山登拝講社大祭 日光市
58 高勝寺鐘楼 栃木市
59 大慈寺相輪塔 栃木市
60 村檜神社 栃木市 127 旧日光田母澤御用邸 日光市
61 とち介 栃木市 128 日光二荒山神社中宮祠 日光市
62 道の駅　にしかた 栃木市 129 平家落人伝説 日光市
63 金崎の桜 栃木市 130 小杉放菴記念日光美術館 日光市
64 三県境 栃木市 131 川俣の元服式 日光市
65 道の駅みかも 栃木市
66 出流原弁天池 佐野市

68 唐沢山城跡 佐野市 134 二宮尊徳記念館 日光市
69 さのまる 佐野市 135 大沼 小山市

観光資源（２９３） 観光資源（２９３）

70
田中正造終焉の家
(佐野市下羽田の庭田家)

佐野市

32
下野国一社八幡宮・門田
稲荷神社

足利市

108
憾満ケ淵・並び地蔵
（化け地蔵）

日光市

110
鬼怒川上流ダム群
（４つのダムとダム湖）

日光市

49
実相寺「木造　出山釈迦
像」

栃木市

126
日光山中禅寺 十一面千手
観音菩薩（立木観音）

日光市

132
道の駅日光　日光街道ニコ
ニコ本陣

日光市

67
春日岡山惣宗寺
(佐野厄よけ大師)

佐野市 133
日本のこころのうたミュージ
アム・船村徹記念館

日光市



№ 名　　称 地　　域 № 名　　称 地　　域
136 小山の花火 小山市 206 塩原もの語り館 那須塩原市
137 小山評定跡 小山市 207 妙雲寺 那須塩原市
138 祇園祭 小山市 208 那須疏水旧取水施設 那須塩原市
139 琵琶塚古墳 小山市 209 大山記念館洋館 那須塩原市
140 間々田のじゃがまいた 小山市 210 乃木希典那須野旧宅 那須塩原市
141 摩利支天古墳 小山市 211 日留賀岳 那須塩原市
142 寺野東遺跡 小山市 212 百村の百堂念仏舞 那須塩原市
143 須賀神社 小山市 213 スッカン沢 那須塩原市
144 祇園城跡 小山市 214 竜化の滝 那須塩原市
145 高椅神社 小山市 215 回顧の吊橋・回顧の滝 那須塩原市
146 鷲城跡 小山市 216 早乙女の桜並木 さくら市
147 中久喜城跡 小山市 217 今宮明神のいちょう さくら市
148 乙女不動原瓦窯跡 小山市 218 喜連川温泉 さくら市
149 愛宕塚古墳 小山市
150 思川桜 小山市
151 千駄塚古墳 小山市
152 毘沙門山古墳 小山市
153 いちごの里 小山市
154 桜町陣屋跡 真岡市
155 専修寺 真岡市 222 氏家雛めぐり さくら市
156 真岡の夏祭り 真岡市 223 国見の棚田 那須烏山市
157 大前神社 真岡市 224 山あげ祭 那須烏山市
158 大前恵比寿神社 真岡市 225 境橋 那須烏山市
159 SL 真岡市 226 どうくつ酒蔵 那須烏山市
160 久保記念観光文化交流館 真岡市 227 龍門の滝 那須烏山市
161 くろばね紫陽花まつり 大田原市 228 オオガネクジラ 那須烏山市
162 侍塚古墳 大田原市 229 烏山城跡 那須烏山市
163 大雄寺 大田原市 230 国見大久保のユコウ 那須烏山市
164 那須神社 大田原市 231 道の駅しもつけ 下野市
165 道の駅那須与一の郷 大田原市 232 小金井一里塚 下野市
166 与一まつり 大田原市 233 下野国分寺跡・尼寺跡 下野市
167 与一くん 大田原市 234 下野薬師寺跡 下野市
168 芭蕉の句碑 大田原市 235 天平の花まつり 下野市
169 なかがわ水遊園 大田原市 236 祇園祭 益子町
170 那須国造碑 大田原市 237 西明寺 益子町
171 光丸山法輪寺 大田原市 238 地蔵院本堂 益子町
172 玄性寺 大田原市 239 綱神社摂社大倉神社本殿 益子町
173 城鍬舞 大田原市 240 綱神社本殿 益子町
174 福原餅つき唄 大田原市 241 手筒花火 益子町
175 磯上のヤマザクラ 大田原市 242 益子陶器市 益子町
176 天狗王国まつり 大田原市 243 益子の雛めぐり 益子町
177 屋台まつり 大田原市 244 土祭 益子町
178 ミヤコタナゴ 大田原市 245 コスモス祭 益子町
179 ザゼンソウ群生地 大田原市 246 益子参考館 益子町
180 白鳥飛来地（羽田地域） 大田原市 247 益子陶芸美術館 益子町
181 県民の森 矢板市 248 円通寺 益子町
182 長峰公園 矢板市 249 小宅古墳群 益子町
183 宮川渓谷 矢板市 250 宇都宮家の墓 益子町
184 おしらじの滝 矢板市 251 雨巻山 益子町
185 板室温泉 那須塩原市 252 道の駅ましこ 益子町
186 上大貫の城鍬舞 那須塩原市 253 ましこ悠和館 益子町
187 旧塩原御用邸新御座所 那須塩原市 254 ひまわり祭り 益子町
188 逆スギ 那須塩原市 255 石畑の棚田 茂木町
189 塩原温泉 那須塩原市 256 道の駅もてぎ 茂木町
190 塩原平家獅子舞 那須塩原市 257 花の山 茂木町
191 関谷の城鍬舞 那須塩原市 258 ツインリンクもてぎ 茂木町
192 沼ッ原湿原と深山ダム 那須塩原市 259 芝ざくら公園 市貝町
193 巻狩鍋 那須塩原市 260 唐桶溜 芳賀町
194 遊覧トテ馬車 那須塩原市 261 般若寺跡 芳賀町
195 寺子のさくら 那須塩原市 262 はがまるくん 芳賀町
196 旧青木家那須別邸 那須塩原市 263 壬生町ふるさとまつり 壬生町

264 厄除節分祭 壬生町
265 車塚古墳 壬生町

198 篭岩地蔵 那須塩原市 266 壬生町おもちゃ博物館 壬生町
199 木の俣園地 那須塩原市
200 木の俣地蔵 那須塩原市
201 もみじ谷大吊橋 那須塩原市 268 ひまわり 野木町
202 塩原渓谷遊歩道 那須塩原市 269 野木神社 野木町
203 大沼公園 那須塩原市 270 ひまわりフェスティバル 野木町
204 不動の湯 那須塩原市 271 のぎのん 野木町
205 塩原温泉湯っ歩の里 那須塩原市 272 ひまわりサンちゃん 野木町

観光資源（２９３） 観光資源（２９３）

219
コンタ君
(さくら市PR観光大使)

さくら市

220
瀧澤家住宅(鐵竹堂、蔵座
敷、長屋門)

さくら市

221
氏家ゆうゆうパーク桜まつ
り

さくら市

197
板室ダム湖カヌー体験ツ
アー

那須塩原市

267
旧下野煉化製造会社煉瓦
窯

野木町



№ 名　　称 地　　域

274 元気あっぷむら 高根沢町
275 風見の神楽 塩谷町
276 御神火祭 那須町
277 殺生石 那須町
278 茶臼岳 那須町

280 那須温泉 那須町
281 那須街道の赤松林 那須町
282 那須九尾まつり 那須町
283 八幡のつつじ 那須町
284 遊行柳 那須町
285 鹿の湯 那須町
286 きゅーびー 那須町
287 那須平成の森 那須町
288 芦野聖天花火大会 那須町
289 唐御所横穴 那珂川町
290 富山の佐々良舞 那珂川町
291 鷲子山上神社 那珂川町
292 那須神田城跡 那珂川町
293 馬頭温泉郷 那珂川町

279
中の大倉尾根のゴヨウツツ
ジ

那須町

観光資源（２９３）

273
宇津史料館・宇津誠意軒・
宇津薬師堂・宇津観音堂

高根沢町


