
ここは、おいしい ストリート麺

そば・うどん・
ポテト入り
焼きそば・
ラーメン

ASHIKAGA SANO MENMEN KAIDO

いもフライ
も

あるよ !

石灰の山からしみ出る名水は地名の元となり、「女性の嫁入り条件
はそば打ち」と言われる程、そばへの思い入れが深いところでもあ
ります。この地区の坂東第17番札所出流山満願寺の参道沿いにある
十数のそば店や民宿には、お参りとそばを目当てに、県内はもとよ
り近県からも多くの観光客が訪れます。

出流山満願寺（いづるさんまんがんじ）

大悲の滝

0282-31-1717
栃木市出流町288
奥の院300円
http://www.idurusan.com

1250年ほど前、日光山を開いた勝道上人に
よって開かれ、本尊の千手観音菩薩は弘法大
師の作と言われている。奥の院に祀られている
十一面観音菩薩は子授け、安産の御利益があ
るということで、信仰を集めている。奥の院近
くの大悲の滝では滝修行をする人が絶えない。

栃木市北西部に位置する出流地区は、緑に囲まれた集落。
坂東17番札所の古刹・満願寺や自然溢れるふれあいの森を満喫。

出流そば おいしいもの

チョイス

大正初期、栃木県南部ではジャガイモがたくさん採れ、よく食べら
れていた。とくに長ネギとジャガイモの醤油炒めが子供達のおやつ
として食べられていたが、地元ソース会社が醤油の代わりにソース
をかけて子供達に食べさせたところ好評で、以降ソースで食べるこ
とが定着した。
戦後、ジャガイモに麺が入るようになり「ポテト入り焼きそば」が
誕生。当時、屋台の焼きそばは「チンチン焼きそば」と呼ばれ、三
角形に折った新聞紙に焼きそばを入れて渡してくれたことは、足利
の懐かしい記憶となっている。

佐野らーめんの特徴である「青竹打ち」は、中国の広東省から来た
コックにより大正５年頃伝えられたと言われている。当時ラーメン
は「支那そば」と呼ばれており、佐野の飲食店で働いていたコック
が青竹打ちのラーメンを作っていた。
佐野らーめんのもう一つの特徴は、醤油ベースの澄んだスープ。佐
野市内にある出流原弁天池の湧き水は、日本の名水百選に選ばれる
ほど佐野は水が良いところで、この水によりスープの旨みが引き出
されている。
また、佐野近辺では昔から米と麦の二毛作により小麦の生産がとて
も盛ん。良質の小麦から作った青竹打ちの麺と澄んだスープがから
みあい、佐野らーめん独特の味とコクを引き出している。

足利おすすめ観光情報足利おすすめ観光情報

史跡足利学校（しせきあしかががっこう）

0284-41-2655
足利市昌平町2338
9:00～16:30
（10～３月は16:00まで）
第３月曜（祝日の場合は翌日）、
12月29～31日
一般400円、高校生210円、高校生以下無料
http://www.ashikagagakko.jp

日本最古の総合大学、学校門や孔子
廟などは江戸時代の建物で、方丈や
書院などが復元され公開されてい
る。国指定史跡。

ココ・ファーム・ワイナリー

0284-42-1194
足利市田島町611
カ フェ11:00～17:30
ショップ10:00～18:00
12月31日～１月２日、
１月第３月曜日から５日間
http://www.cocowine.com

知的障害者更生施設こころみ学園のワイ
ン醸造場。カフェやワインショップもあり、
ワイナリーの見学もできる。

名草巨石群（なぐさきょせきぐん）
地下深くで出来た花崗岩が表面に
でて、「玉ねぎ状風化」といわれる
風化現象を見ることができ、全国的
にも珍しく昭和１４年に国の天然記
念物に指定されている。

0284-41-9977
名草観光協会事務局
（名草公民館）
足利市名草上町4990

あしかがフラワーパーク
四季折々の花が咲き乱れる花の
園。なかでも４月下旬に見頃を迎え
る大藤棚は、「世界一美しい藤」と
言われるほど見事。

足利織姫神社（あしかがおりひめじんじゃ）
産業振興と縁結びの神。足利市街
地が一望できる。

0284-91-4939
足利市迫間町607
9:00～18:00
（季節により変更あり要確認）
２月第１水・木曜、12月31日
http://www.ashikaga.co.jp

0284-22-0313（事務局）
足利市西宮町3889

ぼくたちも応援しているよ !!

佐野おすすめ観光情報佐野おすすめ観光情報

佐野厄よけ大師（さのやくよけだいし）

０２８３-２２-５２２９（佐野厄よけ大師）
佐野市金井上町２２３３
http://www.sanoyakuyokedaishi.or.jp

0283-20-5800
佐野市越名町2058
10:00～20:00
２月第３木曜（年１回）
http://www.premiumoutlets.co.jp/sano

承平７（937）年開山の寺で、正式名
を春日岡山転法輪院惣宗官寺とい
い、関東の三大師の一つに数えら
れる。元三慈恵大師を安置し厄よ
けの祈願を行い、正月の大祭には
約100万人の人で賑わう。

佐野藤岡インターから約800mに立
地するアウトレット・ショッピングセ
ンター。アメリカ東海岸の街並みを
イメージした建物には、約180もの
ブランドショップや飲食店が入る。

唐沢山城跡（からさわやまじょうせき）
「むかで退治」の伝説や天慶の乱で
平将門を滅ぼした藤原秀郷公を偲
ばせる城跡。秀郷公を祀った唐澤山
神社がある本丸跡や南城跡の石垣
の一部は当時の姿を残している。

0283-24-1138（唐澤山神社）
佐野市富士町1409

佐野プレミアム・アウトレット（さのぷれみあむ・あうとれっと）

出流原弁天池（いずるはらべんてんいけ）
古生層石灰岩の割れ目から清水がこんこんと湧き出
し、澄んだ池の中を錦鯉が悠々と泳いでいる。日本の名
水百選の一つ。

蒸かしたジャガイモを一口
大に切り、衣をつけ油で揚
げた、佐野市を代表するB
級グルメです。駄菓子屋で
子供達のおやつとして売ら
れていましたが、マスコミ
等により県内外に広く知ら
れるようになり、佐野市民
の味として定着しました。

ポテト入り焼きそば

佐野ラーメン

佐野の味 大根そば

いもフライ

おいしいも
の

チョイス

おいしいも
の

チョイス

さのまる
佐野ブランドキャラクター

たかうじ君
足利市PRキャラクター

とちまるくん
栃木県イメージキャラクター

栃木おすすめ観光情報 栃木おすすめ観光情報

出流ふれあいの森（いづるふれあいのもり）

0282-31-0810
栃木市出流町417
火曜（祝日の場合は翌日、７～８月は無休）

自然に囲まれた森林公園。80種１万7000本の樹木や、15種１万1000本もの花々
が園内を彩っている。バーベキュー広場、キャンプ場、森林浴すべり台などの施設
も充実。

うどん

ラーメン

ポテト入り焼きそば

焼きそばに合うよう
研究された、肉の旨
みがぎゅっと入った
飽きのこない甘辛
ソース／焼きそば
ソース500㎖　294
円／月星食品

パイナップルとトマ
トの風味が香り野菜
の旨みが凝縮された、
フライ物などに合う
中濃ソース／ナチュ
ラルフルーツソース
300㎖ 525円／月星
食品

栃木県産小麦を使ったモ
チモチ感のある太麺と、
国内産男爵ジャガイモ、
秘伝のソース、肉汁が絶
妙にマッチ／ポテト入り焼
きそば（２食入）600円／
月星食品

そうめん・冷やむ
ぎ・中めん・うど
ん・ひもかわ・き
そばなどを希望に
より詰めてくれる
／１束157円／中
里製麺

栃木産小麦「イワイノダイ
チ」を100％使用。透き
通った色合いとモチモチし
た食感のうどん／麦わらぼ
うし太うどん200g　160円
／笠原産業

栃木産小麦「イワイ
ノダイチ」を100％
使用。天ぷら、手打
ちうどん、すいとん
などにおすすめ／中
力小麦粉イワイノダ
イチ１kg　340円／
笠原産業

足利市観光協会　☎0284-43-3000　http://www.ashikaga-kankou.jp 佐野市観光協会　☎0283-21-5111　http://www.sano-kankokk.jp/home.html

栃木市観光協会　☎0282-25-2356　http://www.kuranomachi.jp

おいしいお土産チョイス おいしいお土産チョイス おいしいお土産チョイス おいしいお土産チョイス

お正月の味 耳うどん

佐野おすすめ（田園風景百選） 佐野おすすめ（田園風景百選）足利おすすめ（田園風景百選） 足利おすすめ（田園風景百選）
秋空とそば畑

仙波町には多くのそば畑が広がり、毎年
9月になると白いそばの花があちこち
に咲き乱れます。この地域では昔から
良質なそばが栽培され、近くには地元
仙波産のそば粉のみを使った老舗が数
多くあります。

せん ば ちょう

仙波町
牧のそば畑の
群落

牧町は、郷土の伝統芸能“牧歌舞伎”で
有名ですが、県内有数のそばの産地と
しても知られています。9月には、木々の
緑に囲まれた山あいのそば畑が一面
真っ白に染まり、のどかな里山の秋を感
じさせてくれます。

まぎ　  ちょう

牧　町

五月の田植え

5月の風に元気よく泳ぐこいのぼりのも
とで田植えが行われています。昔から続
く、のどかな飛駒地区の農村風景です。

ひこ ま ちょう

飛駒町
風薫る三毳山と
ひえだ端

越名沼排水路に架かる“ひえだ橋”は映
画のロケ地にも選ばれるなど時代を感
じさせる風情ある農道橋です。

こえ な ちょう

越名町

黄金色の
ジュウタン

名草地区は自然と歴史・文化が調和し
た美しい地域です。秋の山あいには、刈
り入れ前の稲穂が黄金色に輝き、美し
い田園風景が広がります。

な ぐさかみちょう

名草上町
農林業体験

足利・名草ふるさと自然塾では、市内の
古民家を移築した「名草ふるさと交流
館」を拠点に年間を通して田植えや稲
刈りなど農林業体験プログラムを実施
しています。

歴史的疎水
三栗谷用水

三栗谷用水は、安土桃山時代に農業用
水として引き入れられた歴史的用水路
で、北は渡良瀬川、南は群馬に接する水
田地帯、通称“三栗谷田圃”と呼ばれて
いる地域一帯を潤しています。地元農
家の維持管理作業により、三栗谷用水
は今日も淀みなく流れ続けています。

ふく い ちょう

福居町

ラーメン
早川食品

うどん

青竹打ちをする時に残る気泡がおいし
さの秘密／鶴里佐野生ラーメン（４食
入・手前）1050円、（８食入・奥）
2100円／上岡商店

栃木県産の生野菜とたっぷりの
スパイスを、佐野の名水で煮込
んで作るフルーツソースはいも
フライとの相性ばっちり。コ
ロッケやトンカツなど、フライ
もの全般に合う昔ながらのソー
スを作っている。

しっかりしたシコシコの麺にさっぱ
り味のしょうゆスープがよく合う／
佐野生らーめん（２食入・右）380円、
（５食入・左）1050円／中里製麺

栃木産強力小麦「タマイズ
ミ」100％の半生ラーメン／
珠泉拉麺（２食入）450円／
笠原産業

いもフライに合うソース／
フルーツソース１ℓ　550円

栃木県大田原産の唐辛子
を使った辛みのあるソー
ス／フルーツソース栃木
三鷹300㎖　600円

中濃・フルーツ・ウ
スターソースの詰め
合わせ／佐野名水
セット1270円

コシが強く、しかもソフト
感のある手打ちうどん。足
踏み、熟成を重ねた本格派
／鶴里しこしこうどん（２
食入）240円／上岡商店

【電車】
●東武鉄道
東武伊勢崎線浅草駅から特急で足利市駅まで約75分。
東武伊勢崎線浅草駅から特急で約60分、館林駅にて東武佐野線に乗り換え佐野駅まで約15分。
●ＪＲ
上野駅から宇都宮線で約75分、小山駅にてJR両毛線に乗り換え、佐野駅まで約30分、足利駅まで約40分。

電車での主要アクセス

北千住

お問い合わせ/栃木県安足農業振興事務所
〒327-8503　栃木県佐野市掘米町6 0 7
TEL.0283-23-1455　FAX.0283-23-5693

発行：足利佐野めんめん街道推進協議会

2013年10月

とちぎ「食」の回廊とは
栃木県には県内各地域の特色のある食をテーマに10つの「街道」が
作られています。
『とちぎ「食」の回廊』は、県内各地の「街道」が互いに手をつなぎ「見
て・食べて・遊べる」楽しさ100倍の周遊ルートです。

いろんな街道が
あるんだね！

今度行ってみようっと



そば・うどん 佐野らーめん 出流町そば商組合

　一茶庵本店
足利市柳原町862
0284-40-3188
11:30～14:00
 （売切の場合は閉店）
水曜・木曜不定休

　九・一そば 第一立花
足利市通6-3222
0284-22-0505
11:00～15:00、17:00～20:00（LO）
無休

　門前そば きくや本店
足利市家富町2317
0284-41-2818
11:30～15:00、17:00～19:00
火曜夜・水曜

　赤坂本店
足利市大町2-5
0284-41-2819
11:30～16:00
木曜

　手打そば 八蔵
足利市利保町1-46-8
0284-44-1183
11:00～14:00（LO）、17:00～20:00（LO）
水曜

　相田みつをゆかりの店　めん割烹 なか川
足利市通2-2659
0284-41-2322
11:00～21:00（LO20:00）
火曜 （祝日の場合は営業）

　そば処 ふじくら
足利市借宿町1-10-2
0284-71-0226
11:00～14:30、17:00～20:00
火曜

　信濃屋
足利市借宿町315
0284-71-1740
11:00～14:00、17:00～19:30
水曜

　小島屋
足利市田中町915-10
0284-71-3257
11:00～15：00、17：00～20:00
日曜、第３月曜

　手もみそば いけもり
足利市宮北町1-2
0284-43-0731
11:00～20:00 
火曜

　里しょう庵
足利市朝倉町803-3
0284-72-3007
11:30～14:30、17:30～20:30 
月曜夜、火曜

　そば処 よしみや
足利市上渋垂町961-1
0284-72-0704
11:00～14:00、16:30～19:00
水曜

　並木薮蕎麦 堀江店
足利市梁田町535
0284-71-2907
11:30～14:00、17:00～19:30
木曜

　手打蕎麦はつがい
足利市堀込町124-1
0284-72-5108
11：30～14：00、17：00～20：00
木曜

　都賀屋
佐野市堀米町617-5
0283-24-4379
11:00～20:00
木曜

　三男坊
佐野市並木町1438-5
0283-21-4141
11:00～15:00（LO14：30）、17:00～21:00、
土曜祝 11:00～21：00（LOはともに20：30）
火曜 （祝日の場合は翌日）

　手打ちそば ほうとう みす 庵ゞ
佐野市犬伏上町1918-1
0283-24-2783
11:00～20:00
水曜

　あらいや
佐野市大町2991
0283-22-0381
11:00～21:00
火曜

　野村屋本店
佐野市相生町2819
0283-22-0396
11:00～19:30
木曜

　手打ちそば・うどん 杉田
佐野市赤坂町953-11
0283-21-4781
11:30～14:30、17：00～19：00
木曜

　手打そば 元禄
佐野市若宮下町6-12
0283-24-5788
11:00～20:00
不定休

　大橋町 野村屋 
佐野市大橋町3234-1
0283-22-1196
１１：００～１6：0０
金曜

　さい藤
佐野市富岡町1480
0283-22-1112
平日11:30～14:00/17:00～20:30
日・祝11:30～15:00/17:00～20:30
火曜日

　そば処 なのはな
佐野市植下町789-1
0283-20-1188
11:00～15：00（LO14:30)
水曜

　憩い館
佐野市下彦間町1575-1
0283-65-0153
11:00～15:00
月～金曜 （祝日の場合は営業）

　根古屋亭
佐野市飛駒町2272
0283-66-2218
11:00～15:00
月～金曜
（7月20日～8月31日は毎日営業（水曜休））

　蓬山レストラン
佐野市作原町1271
0283-67-1100 
11:00～14:00 （土日祝日は15:00まで）
火曜 （夏休み期間は無休）

　農林漁家高齢者センター
佐野市仙波町2445-1
0283-86-2918
土曜・日曜・祝日 11:00～14:00
月～金

　菜蟲館
佐野市柿平町473-1 
0283-87-0038
土曜・日曜・祝日 11:00～14:00

　赤見屋本店
佐野市久保町214
0283-22-5602
11:30～18:30 （売切の場合は閉店）
木曜

　佐野やつや
佐野堀米町465-1
0283-24-2755
11:30～21:00
月曜 （祝日の場合は営業）

　岡崎麺
佐野市富岡町190-5
0283-21-0117
11:00～18:00
水曜

　ふくや料食
佐野市堀米町98
0283-24-2933
10:00～19:00
不定休

　南天
佐野市赤坂町958-21
0283-21-0030
11:00～15:00、17:00～20:00
木曜 （祝日の場合は営業）

　青竹打ち佐野ラーメン永華
　佐野アグリタウン店 
佐野市植下町83-1アグリタウン内
0283-21-5425
11:00～14:30、17:00～21:00
月曜 （祝日の場合は翌日）

やまぶき （ふれあいの森） 0282-31-0810
さとや 0282-31-0919
出流山荘　ほん田 0282-31-2060
福寿屋 0282-31-0570
いしやま 0282-31-0284
福松 0282-31-1538
いづるや 0282-31-0638
岩本屋 0282-31-1536

ポテト入り焼きそばをひろめる会

佐野名物いもフライの会

焼きそばハウス おおぜき 0284-72-7364
やきそば 丸富 0284-62-8466
柳沢 0284-21-1941
はとや お好み焼き店 0284-42-6998
とみや 090-4004-0876
ほっぺ 0284-44-3171
めん処 大安 0284-72-1677
半田商店 0284-73-7609
鈴屋 0284-44-0300
高田やきそば店 0284-42-2242
ひろや 0284-42-6339
藤生商店 0284-41-1687
きくち 090-5518-6768
あしかがフラワーパーク 0284-91-4939
大日様　売店 090-6953-3590
もんじゃわたなべ 0284-41-5595
㈲小林食品はっぴーとーく 0284-41-5310
ドラミ 0284-72-2747
つくしんぼ 0284-62-8995
こばらベーグル 0284-43-3318
あしかが逸品堂 0284-64-9920
竹のこ 0284-21-5152
手のべ崋ざん 0284-41-1466
やきそば山ちゃん 0284-21-5277
サンローラン 0284-43-3136
やきそば屋 0284-72-0008
やきそばさくら 080-4465-3804
事務局：月星食品 0284-41-6743

飯島商店 0283-22-4851
いでい焼きそば店 0283-23-1545
IMOZO 0283-20-2252
いもフライの店江原商店 0283-23-7007
いもフライ大しま 0283-24-2043
おおつか商店 0283-23-5928
くりた 0283-22-2724
坂本商店 0283-23-4567
翔屋（しょうや） 090-5769-0130
㈲八百春商店（スーパーセーキ） 0283-62-0716
たまごや食堂　やませ 0283-62-0800
ちゃこや 0283-24-1986
日光軒 0283-22-7832
㈲花せいろ 0283-24-1078
和洋食レストラン「はなみずき」 0283-61-0077
葉聖里（パセリ） 0283-21-5758
福寿荘売店 0283-25-0410
ふくや支店 0283-24-2933
ぽっぽや 0283-21-3677
いもフライポピー 090-4129-1159
みっちゃんの台所（長竹食品） 0283-25-0005
佐野やつや 0283-24-2755
早川食品（ソース製造販売） 0283-22-0905
半久食品工業㈲（ソース製造販売） 0283-22-0156
事務局：早川食品 0283-22-0905

佐野らーめん会
赤見屋本店 0283-22-5602
佐野やつや 0283-24-2755
岡崎麺 0283-21-0117
ふくや料食 0283-24-2933
南天 0283-21-0030
おぐら屋 0283-25-1128
池田屋 0283-25-4555
きらく 0283-25-1327
PAO すりばち 0283-25-1424
一番 0283-25-0699
匠屋 0283-25-4888
押山 0283-62-8785
岳乃屋 0283-62-6637
ふじみや 0283-22-2238
いずみや本店 0283-23-1479
日の出や 0283-21-4800
針谷ラーメン 0283-23-7531
ラーメン太七 0283-21-8448
田村屋 0283-24-8617
行世軒 0283-24-2785
叶屋 0283-22-2837
鈴木食堂 0283-22-2293
幸昭 0283-23-1413
ラーメン権兵衛 0283-24-8539
茶煒那 0283-22-3438
食堂よしだや 0283-23-2624
らーめん広場 0283-23-6398
日向屋 0283-22-4620
中華レストラン 萬 0283-22-0848
ラーメン絹屋 0283-21-6644
満州園 0283-22-1193
精養軒 0283-22-0450
中華末広 0283-22-1830
グリルこみや 0283-22-1160
優華 0283-22-0557
大ちゃん食堂 0283-23-3971
一平食堂 0283-22-4073
亀嘉 0283-24-8775
コムギ 0283-23-6217
らーめん大金 0283-23-1989
Ra（ラー） 0283-23-3389
大師庵 0283-22-0658
赤見屋支店 0283-23-0528
中華そばほりこし 0283-22-1058
角半 0283-23-0001
とかの 0283-24-7038
大黒屋 0283-22-1464
広東 0283-23-1575
精養軒やまだ 0283-22-0573
晃山 0283-22-5454
浅草食堂 0283-24-1395
宝来軒 0283-22-2089
しまだや 0283-21-0508
金銀 0283-22-3153
広来軒 0283-22-3444
麺家ゐをり 0283-21-1131
おぎわら 0283-24-1259
ニュー末広 0283-24-1800
ラーメン源 0283-21-8911
永華餃子館 0283-21-8677
永華 0283-21-5425
たけはる十八番 0283-85-7254
麺家らっかせい 0283-22-7928
らーめん処匡 0283-21-0340
佐野ハイウェイレストラン 0283-23-7133

持ち帰りを楽しむ

体験する
　足利・名草ふるさと
　　　　 自然塾運営協議会
　足利市名草上町3371
　0284-41-9687

　佐野ラーメン本舗 上岡商店
佐野市高砂町2863
0120-014-261
つるり（鶴里）佐野生ラーメン
つるり（鶴里）しこしこうどん

　中里製麺 （和昇庵）
佐野市免鳥町613
0283-22-2674
おみやげ佐野生らーめん
業務用めん各種

　早川食品
佐野市田島町168-1
0283-22-0905

中濃ソース
フルーツソース
ウスターソース

　月星食品
足利市錦町77
0284-41-6743
焼きそばソース
ナチュラルフルーツソース
ポテト入り焼きそば（2食入りセット）

　笠原産業
足利市福居町819
0284-71-3181
珠泉拉麺
麦わらぼうし太うどん
中力小麦粉イワイノダイチ
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そば打ち体験（要予約）

そば打ち体験（要予約）

そば打ち体験（要予約）

そば打ち体験（要予約）

田んぼの学校など、様々な農林業
体験や自然体験が出来る（要予約）
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佐野藤岡IC

佐野田沼IC

岩舟JCT

佐野SA
（スマートIC）

足利IC
出流原PA

太田桐生IC

佐野プレミアム・
アウトレット

みかも山
公園

佐野厄よけ大師あしかが
フラワーパーク

史跡足利学校

足利織姫神社

栗田美術館

樺崎八幡宮

松田川ダム

鑁阿寺
唐沢山
県立自然公園

唐沢山城跡

出流原
弁天池

ココ・ファーム・ワイナリー

嘉多山公園

名草ふるさと交流館

ウッドランド森沢

古代生活体験村

あきやま学寮

こころみ学園

行道山浄因寺

大岩毘沙門天

足利県立
自然公園

須花坂公園

佐野観光農園
アグリタウン

道の駅どまんなかたぬま

道の駅
みかも

名草巨石群

根古屋森林公園

蓬山ログビレッジ

星野自然村

出流山満願寺

出流そば

ポテト入り焼きそば
佐野らーめん
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足利は、そばやうどんの他、
ポテト入り焼きそばが有名だよ。
みんな食べにおいでよ！

足利佐野めんめん街道には、
おいしそうな食べ物や観光名所が
たくさんあるね。
僕も行ってみたくなったまる !!

佐野には、ラーメン、そば、
うどんのほか、いもフライも
あるよ。食べ歩きも楽しいよ！


