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お米スイーツ＆パン

高根沢産の米や米粉を原料にして
開発さ

れた、お米のヘルシーさを活かしつ
つ美容

にも配慮したスイーツ＆パンです。

各店舗による

【購入できる店舗】
朝日屋本店、金齢堂、ケーキのお店ジ

ョリー、

cozuchi3302、mitsumame、高根沢漁港
大介丸、

イタリア食堂ヴェッキオ・トラム、
ベーカリーいぶき、パン工房fu

~

買う遊ぶ食べる観る

高根沢エリア
Takanezawa area

遠くたかはら山麓から流れ出る水系や、鬼怒川を主流とし
た豊富な水資源に恵まれた高根沢町は、西に鬼怒川、中
央に野元川、東に五行川があり、古くより米を中心とし
た農産物が栽培され、そして人々の生活に欠かすこ
となく天然水の恩恵を受けています。この水に感
謝し、観る、食べる、遊ぶ、買う、癒す、そして文
化に親しみながら、１日ゆっくりおくつろぎ
ください。

とちぎの星

令和元年、皇位継承に際
して行う宮中祭

祀「大嘗祭」で使う新米を
収穫する斎田が

高根沢町から選ばれまし
た。粒が大きくて

甘く、噛みごたえがあり、冷
めてもおいしい

のが特長です。

【購入できる店舗】
JAしおのや農産物直売所

高根沢のオスス
メ特産品

きんとんまんじゅう

明治30年創業の老舗和菓子店で作られた高根沢町の銘菓。白いんげんのつぶしあんで作ったお饅頭です。

１個 87円
【購入できる店舗】朝日屋本店、朝日屋本店宝積寺バイパス店

高根沢のオススメ特産品

高根沢のオススメ特
産品

農産物直売所
「ここにしかないいちば」
グランピング施設
高根沢ジェラート

15道の駅たかねざわ
　元気あっぷむら



❶JR宝積寺駅 付近 ❹たんたんプラザ光陽台
JAしおのやが運営する農産物直売所。
町産の旬の野菜や果物、花木、農産物
加工品など約130品を取り扱っていま
す。「うまいや」のお惣菜も人気です。
◯所 高根沢町光陽台1-9-3
◯営 ９：00～17：00
◯休 年始のみ
◯問 ☎028-680-1910

❺和食レストラン 麻希
町産の野菜や果物をふんだんに使っ
た季節感たっぷりの創作料理が楽し
めます。町産トマトを使用したトマト
のコンポートや無添加の手作りジャ
ムはおみやげにもぴったり。
◯所 高根沢町光陽台4-5-2
◯営 月・木11：00～17：00、水・金・土11：00
　～22：00、日・祝11：00～21：00
◯休 火曜日 ◯問 ☎028-675-5181

買う

❷cozuchi3302
栃木県産の小麦粉をメインに二条大
麦や米粉などを使用したスコーンの
専門店です。季節の野菜や果物を取り
入れた種類豊富なスコーンを販売し
ています。
◯所 高根沢町宝積寺2286-1
◯営 不定休
◯休 不定休
◯問 ☎028-675-3302

❻エコ・ハウスたかねざわ
環境学習の拠点として設置され、エコ
ライフに関する資料、情報の提供およ
びリサイクル品等の展示販売や環境
に関するワークショップ等が行われ
ています。
◯所 高根沢町宝積寺2021-15
◯営 ９：00～17：00
◯休 月曜日、祝日の翌日、年末年始
◯問 ☎028-680-2080

❼鷺ノ谷こもれびのもり
誰もが楽しく自然に触れ合える森に
なりました。冬の間は本格的なシクロ
クロス（オフロード自転車競技）コー
スが開放されています。
◯所 高根沢町宝積寺鷺ノ谷
◯問 ☎028-680-2080
　（エコ・ハウスたかねざわ）

❸鬼怒グリーンパーク
「水との出会い」をテーマにした公園。
春は菜の花、秋は約100万本のコスモ
スの花が一面に咲き誇ります。
◯所 高根沢町宝積寺86-1
◯営 ８：00～18：00（10月～３月は17：30まで）、利用時間は
　８：45～16：30（10月～３月は16：00まで）
◯休 年中無休（12/31と１/１は利用時間短縮）
◯問 ☎028-675-1909
　（管理事務所）

❽イタリア食堂 ヴェッキオ・トラム
町産、県産の豊かな食材と、オーナーが
学んだイタリアの郷土愛をコンセプト
にしたイタリア食堂。野菜のビュッ
フェが付いたランチも人気です。
◯所 高根沢町石末1785
◯営 11：30～15：00、
　17：30～22：00
◯休 日曜日、臨時休業あり
◯問 ☎028-680-3550

遊ぶ買う

駅舎は建築家の隈研吾氏によってデ
ザインされた近代的な建物。木材が幾
何学模様に配された天井が特徴です。
2008年には鉄道デザインコンペティ
ション「ブルネル賞」にて奨励賞を受
賞しました。

宝積寺駅舎
観る

隈研吾氏が「光と風が吹き抜けるイ
メージ」で設計し、集いの場としてイ
ベントやライブなども開催され、たく
さんの人でにぎわいます。
◯所 高根沢町宝積寺2416
◯休 無休
◯問 ☎028-675-0004（ちょっ蔵情報発信館）

ちょっ蔵広場遊ぶ

遊ぶ

食べる

食べる

観る 遊ぶ
お試し創業施設の5棟の小さなログハ
ウス。駅前に人が集まるスポットとし
て注目される新しいコミュニティ・
マーケットです。
高根沢町宝積寺2384-31
◯営 10：00～18：00
◯休 水曜日
◯問 ☎028-612-5771
　（移住・定住・創業支援センター）

THE CREATORS
　　　  DEPARTMENT

買う

23 24◯所 住所 ◯営 営業時間 ◯休 休日 ◯問 お問合せ先



❾高根沢町歴史民俗資料館
高根沢町の貴重な文化資料を保存・公開してい
る。明治時代の豪農の屋敷をモデルに建てられ
た「蔵」「長屋門」「本屋」も併設されています。さ
まざまな企画展を実施するほか、しめ縄づく
り、木版画教室などの体験教室もあります。
◯所 高根沢町石末1825
◯営 ９：00～17：00
◯休 月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始
◯問 ☎028-675-7117

10那須バイオファーム
天然の自然環境に近づけた工場で「栃
の木まいたけ」を栽培しています。ま
いたけを使った加工品も多数販売し
ています。
◯所 高根沢町花岡1626-1
◯営 ８：00～17：00
◯休 日曜日
◯問 ☎028-676-0770

14安住神社
厄除や安産などにご利益がある神社。
全国バイク神社認定第1号としても知
られています。毎年12月30日には大
鏡餅奉納式が行われ約700㎏のジャ
ンボ鏡餅が奉納されます。
◯所 高根沢町上高根沢2313
◯営 ９：00～17：00
◯休 無休
◯問 ☎028-675-0357

11オランダ村（グリーンハウス田代）
金魚草、ひまわり、カーネーションな
ど花や野菜を直売する生産農家。かわ
いらしい風車が目印。
◯所 高根沢町平田382
◯営 夏期９：00～18：00、冬期9：00～17：00
◯休 不定休
◯問 ☎028-676-2974

15道の駅たかねざわ 元気あっぷむら
2020年4月に道の駅としてリニュ
アルオープン。温泉施設のほか、新
たにグランピング施設、イベント
広場、情報発信施設が整備されま
した。和食やイタリアンを楽しめ
るレストランやローカルグルメ
「高根沢ちゃんぽん」を堪能できる
温泉食堂など、見どころ満載の施
設に生まれ変わりました。

13観光ぶどう園
御料牧場の南側、台の原地区のは9
軒のぶどう農家が点在し、8～9月に
かけてぶどう狩りができます。時期
によって異なる種類の
ぶどうを楽しめます。
◯所 高根沢町上高根沢台の原
◯営 各園による ◯休 各園による
◯問 ☎028-675-8104（高根沢町観光協会）
　☎028-676-0233（JAしおのや高根沢地区ぶどう部会）

観る 観る

遊ぶ

買う

買う

◯所 高根沢町上柏崎588-1
◯問 ☎028-676-1126

観る 買う

12大森果樹園
エコファーマーに認定されている果
樹園。夏はブルーベリー摘み、9月の下
旬からはりんご狩りが楽しめます。
◯所 高根沢町下柏崎29-1
◯営 ９：00～17：00
◯休 不定休
◯問 ☎028-676-1976

買う遊ぶ

生産者や加工者のこだわり・想いを
伝える直売所。地元産の新鮮な農産
物等を販売しています。

農産物直売所
「ここにしかないいちば」

町産米粉をベースの一部に使った新
しいタイプのなめらかジェラート。
旬な農産物を使ったフレーバーをお
楽しみください。

高根沢ジェラート

買う

食べる

親水公園には新たにグランピング場
「Takanezawa Trailers BASE」が
オープン。手ぶらで気軽に楽しめる
新しいキャンプスタイルを体験でき
ます。

グランピング施設 遊ぶ

25 26◯所 住所 ◯営 営業時間 ◯休 休日 ◯問 お問合せ先


