
塩 谷エリア
Shioya area

多くの実りを産む源「水」とその豊かな水を育む「たかはら
山」を含む塩谷エリア。「水」の名は、尚仁沢湧水・・・全国
名水百選に認定され毎日多くの人が「おいしい水」を
求めこの地を訪れます。自然豊かな「たかはら山」と
「尚仁沢湧水」の散策、おいしい水で育った食材
でお腹を満たせば癒されます！
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❶高原山

❷尚仁沢湧水

❺尚仁沢アウトドアフィールド

❻東古屋湖
❼星ふる学校「くまの木」

❽和気記念館

11佐貫観音

13篭岩

❹尚仁沢はーとらんど 名水パーク

❾（資）小島酒造

12（株）松井酒造

ふれあいの里しおや農産物直売所
農村レストラン尚仁

10ふれあいの里しおや

農産物直売所「湧水の郷直売所」
農村レストラン「かみざくら」
飲食館
交流施設

14道の駅湧水の郷しおや

15 16買う遊ぶ食べる観る

尚仁沢湧水

毎日たくさんの人が水を
汲みに来る全国

名水百選の１つである尚
仁沢湧水のおい

しい水です。

１３０円 ※購入先により異
なります

【購入できる店舗】

尚仁沢はーとらんど、道の駅「
湧水の里しおや」、

スーパーダイユー

塩谷のオススメ
特産品

ワイン 「尚仁沢メルロー」西畑葡萄園 ほか

塩谷町の西畑葡萄園で収穫された葡萄を使用し、若 し々い香りと酸味のバランスのいいワインです。

９８０円～
【購入できる店舗】道の駅「湧水の里しおや」、スーパーダイユー、齋藤商店、たておか商店、セブンイレブン塩谷大宮店

塩谷のオススメ特産品玉生美蜂場 国産はちみつ

「湧水の里」塩谷町で養蜂し、採取した加
工一切なしのおいしい国産はちみつです。

１５０ｇ/６００円～１,２００ｇ/５,７６０円

【購入できる店舗】
玉生美峰場、尚仁沢はーとらんど、
齋藤商店、スーパーダイユー

塩谷のオススメ特産品

〈ユリピー〉

❸バリアフリー鉄道農園「風だより」



❶高原山
西平岳・中岳・釈迦ヶ岳から構成され
ています。中でも釈迦ヶ岳が最も高
く、標高1,795ｍです。とちぎ景勝百
選に認定。
◯問 ☎0287-45-2211
　（塩谷町産業振興課）

❷尚仁沢湧水
全国名水百選の1つである尚仁沢湧水
は高原山の中腹に位置しています。自
然林が豊かな遊歩道を進むと、十数カ
所から湧き出る湧水郡に辿り着きま
す。湧水量65,000t/日、水温は常に
11℃に保たれています。
◯問 ☎0287-45-2211
　（塩谷町産業振興課）

❺尚仁沢アウトドアフィールド
綺麗な水と緑に囲まれたフィールド
では、キャンプ・釣り・ドッグランを中
心にさまざまなアウトドアが楽しめ
ます。
◯所 塩谷町鳥羽新田339-8
◯営 7：00～17：00
◯休 無休
◯問 ☎0287-45-2855

❻東古屋湖
3月の釣り解禁から多くの釣り客で賑
わう釣りのスポット、大型のニジマス
が釣れることも。
◯所 塩谷町上寺島744
◯営 3～10月6：00～17：00、
　11～12月7：00～16：30
◯休 1月1日～2月28日までは休業
◯問 ☎0287-47-1150
　（東古屋湖特別漁場管理事務所）

遊ぶ

❸バリアフリー鉄道農園「風だより」
高原山麓で採れた新鮮な食材や、厳選
された素材を使ったカフェ・レストラ
ンです。車椅子でも乗れるミニ列車
や、ブランコ・シャボン玉もあります。
◯所 塩谷町大字上寺島1529-5
◯営 11：00～17：00（予約制）
◯休 月・火・水曜日(祝祭日は営業)、
　臨時休業有り要問合せ
◯問 ☎0287-41-1058

❹尚仁沢はーとらんど 名水パーク
高原地区の高原野菜を中心とした塩
谷町の農産物やお土産を販売。尚仁沢
湧水源泉より導水した「名水パーク」
には湧水を求めて県内外から大勢の
人が訪れます。
◯所 塩谷町大字上寺島1618-4
◯営 4月～11月9：00～17：00、
　12月～3月9：00～16：00
◯休 年末年始
◯問 ☎0287-41-1080

❼星ふる学校「くまの木」
木造校舎での宿泊、町内産食材の料
理、たかはら山麓の自然や文化にふれ
るプログラムが楽しめます。(要予約)
料金はお問い合わせください。
◯所 塩谷町熊ノ木802
◯営 9：00～18：00
◯休 年末年始
◯問 ☎0287-45-0061
　（NPO法人くまの木里の暮らし）

❽和気記念館
和気史郎画伯の生家の石蔵を改修し
た美術館で、2棟の重厚な大谷石の蔵
には約100点が展示されています。
◯所 塩谷町玉生648
◯営 10：00～16：00
◯休 月曜日、年末年始
◯問 ☎0287-45-1010

❾(資)小島酒造
「かんびなの里」は越後清酒を思わせ
る淡麗辛口な味わいが特徴です。
◯所 塩谷町風見1185
◯問 ☎0287-46-0903

買う

観る

観る

観る

遊ぶ

遊ぶ

買う食べる

遊ぶ 食べる
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10ふれあいの里しおや
県道63号線、塩谷町の南の玄関口にあ
たる、鬼怒川の橋のたもとにあり、食
事処「農村レストラン尚仁」と地元の
新鮮な農産物や特産物のある「農産物
直売所」を併設しています。
◯所 塩谷町上平7052

14道の駅湧水の郷しおや
日光・鬼怒川への連絡口にある道の駅。
名水で打たれる蕎麦を提供する「かみ
ざくら」、しおのやグルメが5店舗から
選べる「飲食館」、地元の新鮮野菜を売
る「湧水の郷直売所」、塩谷町出身の著
名人の作品が常設展示されている「交
流施設」があります。
◯所 塩谷町船生3733-1
◯問 ☎0287-41-6101
　（道の駅「湧水の郷しおや」）

11佐貫観音
岩面には大日如来が彫られており、弘
法大師一夜の作と伝えられています。
国史跡指定
料金無料
◯所 塩谷町佐貫799
◯問 ☎0287-45-2211
　（塩谷町産業振興課）

12(株)松井酒造
「松の寿」は看板銘柄。超軟水の湧き水
を仕込み水に使い、伝統的な手法で丁
寧に造られています。
◯所 塩谷町船生3683
◯問 ☎0287-47-0008

13籠岩
鬼怒川に無数の大小奇岩が突出し、特
異な構造を描いています。とちぎの自
然百選。
◯所 塩谷町船生7245
◯問 ☎0287-45-2211
　（塩谷町産業振興課）

しめ縄
地域に伝わる特産のしめ縄は、夏場に
刈り取った稲わらを丁寧に乾かし、出
荷の時期に合わせて編みます。生産量
は関東随一を誇ります。塩谷町を中心
とする農家でつくる「JAしおのや〆縄
（しめなわ）部会」では、2016年に和歌
山県高野山の総本山に飾られる大し
め縄を納めました。

買う

◯営 3～10月8：00～17：00、
　11～2月8：30～16：30
◯休 年始1月1日～5日
◯問 ☎0287-46-0477

ふれあいの里しおや
農産物直売所

地元産100％のそば粉を使っており、地産地消を推進しております。また、
塩谷町産コシヒカリのおにぎりも絶品です！
◯営 11：00～15：00 ◯休 第４水曜日 ◯問 ☎0287-46-0478

農村レストラン尚仁

食べる

◯営 8：30～17：00 ◯休 年末年始
◯問 ☎0287-41-6002

農産物直売所
「湧水の郷直売所」

◯営 9：00～17：00
◯休 年末年始

交流施設

観る

観る

買う

地元産のそば粉と尚仁沢湧水の名水
で打つ一品。
◯営 11：00～15：00
　冬期期間中は閉店時間がことなります
◯問 ☎0287-47-2551

農村レストラン「かみざくら」　

◯営 10：00～16：00 店舗により異なる
◯休 店舗により異なる

飲食館食べる

買う

観る

食べる

19 20◯所 住所 ◯営 営業時間 ◯休 休日 ◯問 お問合せ先


