
YAMIZO
SOBA KAIDO

八溝

八溝山系の豊かな水資源のもと、
寒暖の差ができる山間地域でつくられた
香り高いそばをご賞味ください。

八溝そば街道推進協議会八溝そば街道推進協議会
http://www.shimotsuke.co.jp/select/yamizo-soba-kaidou/

【加盟店一覧】那珂川町

地粉を使ったそば処。名産ゆりがねそ
ば。清流武茂川のやなで、あゆもお楽し
みいただけます。

栃木県那須郡那珂川町健武1050-1　

1

火曜日、第2.4金曜日（祝日の場合は営業）
住
休 時

☎

[凡例]　　住所　　電話番号　　休業日　　営業時間住 休 時☎

そば処 ゆりがねのやな

那珂川町産玄そばを厳選使用し、石臼
にて自家製粉しております。当店では使
用する分だけ製粉しております。どうぞ
香り良き、コシのある手打ちそばをご賞
味ください。また、大、中、小宴会やご家
族でのパーティーなど取り扱っておりま
す。

5 そば処 一徳

0287-92-4195
11:00～15:00

生そばは、那珂川町の地粉を使っており
香りがとても高く、そば本来の風味が生
きています。FAXでの注文も承っており
ます。また、宅配便でも発送いたします。

栃木県那須郡那珂川町矢又181　

2

月曜日
住
休 時

☎

おおがねファミリー

大金：0287-92-2461
☎ 大金ファミリー：090-7845-8465
8:00～12:00

朝挽き地粉100％の香り高い、御前岩ならでは
の本格手打ちそばです。そば打ち体験コーナー
もあります。（お一人様から団体様まで随時受
付）また、なまず料理もオリジナルコロッケも楽
しめます。新名物いのしし鍋も登場！！

栃木県那須郡那珂川町大山田下郷2766　

3

元日のみ（他年中無休）
住
休 時

☎

㈲御前岩物産センター

0287-93-0680
9:00～17:00

一度来て見て味みやしゃんせ。田舎自慢
の田舎そば。地元産玄そばを100％使
用しています。四季折々の野菜と山菜の
天もりそばがおすすめです。

栃木県那須郡那珂川町矢又14-1

4

木曜日（祝日の場合は翌日）
住
休 時

☎

手打ちそば田舎

0287-92-4431
11:00～18:00

http://www.gozeniwa.jp/

栃木県那須郡那珂川町松野1000-1
火曜日（祝日の場合は翌日）

住
休 時

☎ 0287-92-0188
11:00～20:00

地元“八溝そば”をふんだんに使い、職
人が真心を込めて作りあげた“こだわ
り”の一品です。
また、新鮮な野菜と一緒に、そば粉も直
売所にて販売しておりますので是非ご
利用くださいませ。

9

栃木県那須郡那珂川町北向田183-1
年中無休

住
休 時

☎ 0287-92-5711
11:00～20:00（オーダーストップ）

「土地を感じ　季節を味わい　器を楽
しむ」をコンセプトとしたお店では、こ
だわりのお蕎麦など旬の味を美しい漆
器で楽しむことができます。

10 JOZO CAFÉ 雪月花

栃木県那須郡那珂川町馬頭116-9馬頭広重美術館内
月曜日・金曜日及び美術館閉館日

住
休 時

☎ 050-5207-8500
11:00～16:00

そばの香り豊かな味をどうぞ。四
季折々の香りや彩りの野山の山菜
を、天ぷらでお楽しみいただけま
す。

11 陶里庵

栃木県那須郡那珂川町小砂2703-9
月曜日（祝日の場合は翌日）

住
休 時

☎ 0287-93-0563
11:00～15:00

休みは、自然豊かな杜の温もりを
ゆったりといかがですか。食事は
心をこめた“地元産のそば”を用意
してお待ちしております。

栃木県那須郡那珂川町小口507
月曜日（祝日の場合は翌日）

住
休 時

☎ 0287-92-5072
11:00～15:00

森の中の小さなそば処。地粉100％の
打ちたてそばは絶品です。香り高いそば
をご賞味ください。

栃木県那須郡那珂川町小川3808
月曜日～金曜日　年末年始

住
休 時

☎ 0287-96-5355
那珂川町商工観光課

11:00～14:00

栃木県内で唯一の「そば焼酎」「芋焼酎」
「麦焼酎」全てを製造する蔵元です。使用原
料は栃木県産であり、安全安心を第一に、
旨い本格焼酎を皆様にお届けするべく日々
努力しております。主銘柄は本格焼酎とち
あかねです。

7 株式会社 白相酒造

栃木県那須郡那珂川町小川715-2
土曜日（午後）、日曜日、祝日

住
休 時

☎ 0287-96-2015
8:00～17:00

採りたて新鮮野菜を中心に、切り花、加工食品、
手打ちそば等を販売しております。特にきゅう
り、トマトは一年中品切れる事なく用意してお
り、看板商品でもあり、旬の果物や、きのこ類も
沢山店先に並びます。

8 久那瀬農産物直売所

栃木県那須郡那珂川町久那瀬485
年始3日間

住
休 時

☎ 0287-92-5061
夏期7:00～18:00 冬期7:30～17:30

6 そば処 ふれあいの舎

レストランばとう

玄そばは全て地元で生産された在来種を使用
し“挽きぐるみ”で自家製粉したコシのある田舎
そばです。揚げたての、季節の野菜や山菜など
の、野菜天ざる、オリジナルデザートのそばくず
餅、豆乳プリンなどが人気メニューです。 

栃木県那須烏山市大木須1308

16

水曜日（祝日の場合は翌日）
住
休 時

☎

田舎そば処 長山

0287-84-3267
11:00～19:00

地元興野地区の玄そば生産者と年間契約を
結び、石臼自家製粉。挽きたて打ちたて茹でた
ての三たてそば。風味こしの強さ、忘れられな
いそば。

栃木県那須烏山市金井2-23-8

17

木曜日
住
休 時

☎

手打ちそば 花町そば店

0287-82-2483
11:00～14:00　17:00～19:00

創業130年の老舗割烹料理店。八溝地
方の玄そばを自家製粉し、松月庵そば打
ち職人による、のど越しのよい、江戸前二
八そばがお楽しみいただけます。

栃木県那須烏山市中央2-1-14

18

木曜日
住
休 時

☎

松月庵

0287-83-2035
11:30～14:00　17:30～21:30

石臼ひきの地粉を使い、風味豊かな、香
り高いそばを提供しています。

栃木県那須烏山市南大和久660

19

月曜日（祝日の場合は翌日）、第３日曜の夜
住
休 時

☎

そば処 宮下

0287-88-2310
11:30～14:00　17:30～20:00

当店の蕎麦は、自家製粉手打ちの二八
蕎麦です。主に馬頭地区産の蕎麦の実
を毎朝石臼で挽いております。せいろ、
天せいろなど冷たい蕎麦がおすすめで
すが、鴨のダシが効いた温かい汁の「鴨
せいろ」もおすすめです。

13

栃木県那須郡那珂川町矢又18-5
水曜日（祝日の場合は翌日）

住
休 時

☎ 0287-92-5119
11:00～14:30　17:00～20:00

古　館

栃木県那須郡那珂川町小川3421
水曜日（祝日の場合は翌日）

住
休 時

☎ 0287-96-4497
11:00～14:00　17:00～20:00

栃木県那須郡那珂川町三輪11-9
火曜日・水曜日

住
休 時

☎ 0287-83-8196
9：00～17：00（ランチタイム11：00～14：00）

12 霧ヶ岳山村文化体験村

那須烏山市

地元産玄そばを使用し、自家製粉で新
鮮な挽きたて、ゆでたての大盛りそば、
天ぷらそばも大盛りで満足度100％で
す。是非ご賞味ください。

神田城跡小公園内にある「扇の館」が、
温泉とらふぐアンテナショップとしてリ
ニューアルしました。「松華堂温泉とら
ふぐ御膳」や「温泉とらふぐ雑炊セット」
のほか、小砂焼などの展示販売してお
ります。

14 ふる里

15 扇の館

http://www.ougi-yakata.biz/

朝挽き地粉を使った自慢の手打ちそば
です。小さなお店ですが、丁寧に提供し
ています。金曜・土曜限定のオヤマボク
チ入り十割そばもおすすめです。

20

栃木県那須烏山市中央1-14-22
日曜日

住
休時

☎0287-82-2363
11:00～19:00（そばがなくなり次第終了）

手打ちそば 石川屋

良質の地粉をふんだんに使い作りあげ
た香り良きそばです。メニューも豊富に
取り揃えております。是非ご利用くださ
いませ。

21

栃木県那須烏山市金井1-8-22
火曜日（祝日の場合は営業）

住
休時

☎0287-82-2361
11:00～19:00

そば処 つねや

風味豊かな細打ち十割が自慢です。そ
ばづくし料理（要予約）そばがき・変わ
りそばもお楽しみ頂けます。町外れです
が夫婦二人でお待ちしております。

22

栃木県那須烏山市上境358
月曜日（祝日の場合は営業）

住
休時

☎0287-84-3425
11:30～15:00　17:00～19:00

手打ちそば はん田

岩村さんの、じいちゃんとばあちゃんが
作付けした、玄太そばをご賞味くださ
い。

栃木県那須烏山市金井2-22-21
第2・第4水曜日

住
休時

☎0287-82-2305
11:00～20:00

自家地粉の八溝手打ちそばと自宅の畑
で栽培した野菜や周辺の山で採れた山
菜のかき揚げが人気です。また、冬に
は、けんちんそばがお薦めです。

24

栃木県那須烏山市上境1778
火曜日（祝日の場合は水曜日）

住
休時

☎0287-83-1898
11:00～14:00

そば処 もり食堂

那須烏山市産を中心とした玄そばを丸
ヌキし、石臼製粉しています。そば粉と
生そばの販売を主としています。そば打
ちを習うことができます。

栃木県那須烏山市城東215-1
不定休

住
休時

☎0287-83-8237
11:00～14:00

三たてそばにこだわっています。
毎日、その日に使う分のそばを挽きた
て、打ちたて、茹でたてにこだわって
作っています。なくなり次第終了となり
ますのでお早めにおいでください。

26

栃木県那須烏山市三箇776-3
木曜日

住
休時

☎0287-88-7486
11:00～14:30

蕎川庵 高瀬

わらび、ぜんまい、ふきなど季節の山菜
や中山かぼちゃ、ささらまんじゅう、地
粉を使った手作りパンがおすすめ。今
朝も生き活き、元気なお店です。

27

栃木県那須烏山市興野419-3
月曜日（祝日の場合は営業）

住
休時

☎0287-84-3348
（4月～10月）7:30～16:00
（11月～3月）8:00～16:00

興野農産物直売所

28

栃木県那須烏山市興野1258-2
期間中休日なし

住
休時

☎0287-83-0782
9月下旬～11月末日　9:00～16:00

阿相りんご園　

大自然の中の那珂川に最大級のヤナを
設置しています。炉端焼きやアユの刺
身・アユメシの焼オニギリなどメニュー
も豊富！！
ぜひ無料のつかみ取り体験の後は、当
店自慢の新鮮なアユ料理をお召し上が
りください。

りんご狩り
入園無料、試食付、もぎ取っただけの
清算です。1kg450円
9月下旬～10月中旬　早生ふじ、秋ばえ

10月中下旬　ジョナゴールド、新世界

11月上旬～下旬　ふじ

29

栃木県那須烏山市滝田1078-2
12/28～1/8

住
休時

☎0287-84-1187
4/1～11/30　10:30～18:00
12/1～3/31（予約制）10:30～17:00

㈲あゆの里

豊かな荒川の流れに恵まれた風光明
媚なヤナで新鮮な鮎をご賞味くださ
い。

30

栃木県那須烏山市向田1315
11月15日まで無休

住
休時

☎0287-82-3894
9:00～18:00

一ツ石観光やな

新鮮な鮎の提供と関東の嵐山といわれ
る豊かな自然環境に包まれた観光ヤナ
です。

31

栃木県那須烏山市宮原265
11月末日まで無休

住
休時

☎0287-82-2882
9:00～17:00

観光ヤナ ひのきや

地元の新鮮な野菜を豊富に
取りそろえる「農産物直売
所」、地産地消をコンセプトに
した総菜、弁当、カフェメ
ニューなどを提供する「農産
物加工所」、「ふれあいスペー
ス」、町内の情報発信基地と
なる「まちおこしセンター」の
ほか自然観察や農業体験な
ども楽しめる道の駅です。

栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1270
曜日※木曜日が祝日の場合はその翌日
１月１日～３日

住
休時

☎0285-81-5401（まちおこしセンター）
３月～10月　9：00～18：00
11月～2月　9：00～17：00

本州最大級の芝ざくら公園内に
は地元食材を活かしたレストラ
ンがあり、石臼で挽いたこだわり
の手打ちそばが味わえ、四季
折々の景色を楽しみながら食べ
るそばは格別です。

栃木県芳賀郡市貝町見上614-1
4～5月は毎日営業
6月～3月は土日祝祭日のみ営業

住
休時

☎0285-68-4839
4～5月:9:00～16:00
6月～3月:11:00～14:00

JR烏山駅から歩いて5分。白
壁の建物が山あげ会館です。
マルチ映像による烏山の紹
介、実物屋台の展示、五分の
一のミニチュアでの祭りの再
現が楽しめます。

32

栃木県那須烏山市金井2-5-26
火曜日（祝日の場合は翌日）
　年末年始（12月29日～1月3日）

住
休時

☎0287-84-1977
9:00～16:00

山あげ会館

清流那珂川の伏流水を仕込み水とし良
質の原料米を用いて醸した旨口の酒を
蔵保有のどうくつ貯蔵庫にてじっくりま
ろやかな味わいに仕上げております。酒
蔵見学・どうくつ蔵見学可（要予約）

33

栃木県那須烏山市中央1-11-18
元旦のみ

住
休時

☎0287-83-1221
見学時間 10:00～12:00　14:00～16:00

㈱島崎酒造

体験むらは、手作りパン、農産物直売、
そば打ち体験、いちご狩り、貸し農園な
ど盛りだくさんのメニューを揃えており
ます。

島田麺（乾麺）の製造・販売をしており
ます。代々伝わる味を受け継ぎ、烏山で
はお馴染みの「島田うどん」を始め、厳
選したそば粉を使用し、少し黒目な昔
ながらの田舎そば「八溝そば」など商品
を多数取り揃えております。

35

栃木県那須烏山市藤田1060-4
1月～5月までは水曜休館、6月～12月までは水曜・土曜休館

住
休時

☎0287-88-0002
10：00～16：00

弁天食品（有）

E-mail yana@kenrr.com　　http://www.mt-crow.net/yana/
http://www.azumarikishi.co.jp/index.shtml

そばと旬にこだわった味づくり。清流那
珂川の川霧がたつ牧野の大地で育った
そばは絶品です。

39

栃木県芳賀郡茂木町牧野249
水曜日

住
休時

☎0285-62-0333
平日11:00～14:00　土日11:00～15:00

そばの里まぎの

昔なつかしいほんの～りおふくろの味。
愛情こもった打ちたてのお蕎麦はいか
がですか。

40

栃木県芳賀郡茂木町青梅376
火曜日

住
休時

☎0285-63-4641
平日11:00～14:00　土日11:00～15:00

そば処おうめ

地元産のそば粉を使った香り豊かなそ
ばが自慢です。コシのあるニ八そばはそ
ば通もうなるほど。

41

栃木県芳賀郡茂木町飯362-1
水曜日

住
休時

☎0285-65-7555
11:00～15:00

いい里さかがわ館

市貝町茂木町

23生そば・うどん はなわ食堂

25そば夢サロン 梁山泊

時 

期

栃木県那須烏山市滝田1990-1
土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始

住
休時

☎0287-82-2657
9:00～17:00

37芳那の水晶湖 レストランはな

地粉を使った手打ちそばや新鮮素
材を使った天ぷらと丼物もおすす
め。

栃木県芳賀郡茂木町茂木1090-１
第1・3火曜日

住
休時

☎0285-63-5671
10:00～16:00

http://www.motegiplaza.com/

38もてぎプラザ（道の駅もてぎ） 36道の駅「サシバの里いちかい」

34ふじた体験むら
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