栃木県

湯西川
START

雪にともる明かりに感動
湯西川温泉かまくら紀行

ルート略図
日光宇都宮道路 大沢IC
県道279号、
国道121号ほか
（19㎞）

渓谷に沿って旅館が立ち並ぶ温泉地･湯西川。冬に開催されるかまくら祭りの
ライトアップは一見の価値あり。雪遊びや日光名物湯葉、温泉を巡る冬の小旅行へ出発！
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足湯カフェエスポ

足湯につかりながら
ティータイムでリラックス
鬼怒川の自然が一望できる足湯付きの
カフェ。 木のぬくもりを感じる開放的な
デッキが気持ちいい。ぬれた足を拭くタ
オルは無料で貸し出し。 近くには観光
名所「鬼 怒盾岩大吊橋」
も。

足湯につかってリラックス。
「コーヒー（アイス･ホット）
」
￥550などドリンクを飲みなが
ら鬼怒川の冬景色を楽しめ
る。 雪国へのドライブに備
えて体を温めていこう
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i栃木県日光市鬼怒川温泉大原1437-1 ホテル
サンシャイン鬼怒川1F 10288･77･2727
（ホテル
サンシャイン鬼怒川） 6 9:00〜19:00
（LO18:30）
、
㊎㊏㊐〜22 :00
（LO21 :30） d不定休 7ワンド
リンクオーダー制 f約80席3
（店内約30席、
足湯席約30席、
テラス約20席） P100台
（無料）
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Drive Course

旬菜蔵せんや

鮮やかに盛り付けられた
「湯波」尽くしの名物を堪能
自家製手打ちそばと日光名物「湯波」
が味
わえる食事処。そばは栃木県塩谷町産の
そば粉と日光の水を使い、毎日店内で手
打ちする。県内の製造元から仕入れる国
産大豆を使用した
「湯波」
も評判だ。
i栃木県日光市藤原1357 10288･77･0759
610:30〜16:00(LO15:00) d㊍
f52席3 P8台
（無料）

「湯波」の小鉢6種が付く
「田舎ゆば膳」￥1,922。ピリ辛醤油で味付けし揚げた
「げんこつゆば」
は同店オリジナル
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4. 栃木県今市市の「湯波」
店「まつたか」から毎朝仕

￥540 2. 囲炉裏
1「あゆ塩焼」
.

入れる
「湯波」
は、大豆の風

が印象的な落ち着いたたたずまい

味を強く感じられると評判

3. 二八そば「冷やしゆばそば」
¥1,188は喉越し抜群。揚げ・生・

5. 和の雰囲気漂う店構え。
龍王峡
（P8）
に程近い
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巻き
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がのる
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湯西川 水の郷

Drive Course

湯西川の自然の中で
スノーレジャーを楽しむ
温泉や食事処、売店が入る複合施設。ショッ
ピングコーナーには、栃木名産のイチゴを使用
したおみやげがズラリ。 冬にはそりなどで雪遊
びが楽しめる
「スノーパーク」の会場にもなる。
i栃木県日光市湯西川473-1 10288･98･0260
610 :00〜15 :00
（温泉10 :00〜18 :00、食堂11 :00〜15 :00
｟LO14：45｠） d㊌ P100台
（無料）
●スノーパーク 開催期間1/26㊏〜3/3㊐
610:00〜15:00
（最終受付14:00）
7大人￥1,000、
子供￥500
（そり遊び代、
温泉入浴料を含む）
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1. 雪のレジャーを楽しむ家族

地域の憩いの場と

連れでにぎわいを見せる

しても親しまれてい

2. 湯西川の名物･豆腐の薫製

る。 冬は雪におお

「深山チーズ」￥550がイチオ

われ、水墨画のよ

シ。 店内にはシカの角などワ
イルドな商品も

うな景色が広がる

3. 湯西川に

かかる長さ約100mの大吊り
橋を渡って
「スノーパーク」へ

湯西川近くに立ち、
大きな水車が特徴。
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1. 中庭にはひっそりと湧き出る地

Drive Course

彩り湯かしき 花と華

下水が。ミネラルが多く、飲料用
にくんでいく人もいる隠れスポット

2. 温泉は高アルカリ性で美肌効果
があると言われている

湯西川の雪景色と
湯あみでリフレッシュ
湯西川沿いにたたずむ老舗旅館。ヒノキ風呂
や岩風呂など、男女合わせて10種の湯舟を備
える。 渓谷は夜にはライトアップされ、野趣あ
ふれる雪見露天風呂を堪能できる。
i栃木県日光市湯西川温泉601 10288･98･0321
6日帰り温泉㊏㊐㊗11:30〜17:00
（最終受付16:00）
d日帰り温泉は平日 7日帰り温泉入浴料 中学生
以上￥1 ,080、子供￥540
（フェイスタオル付き）
、貸しバ
スタオル￥320 P50台
（無料）
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ある長屋門が出迎
えてくれる
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川のほとりに位置す
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Drive Course

湯西川温泉かまくら祭

小さな光が彩る
幻想的な夜を

1

湯西川エリアで開催される、「日本夜景
遺産」にも認定されているイベント。 夜に
はロウソクの炎がともる、約800個ものミ
ニかまくらによる美しいライトアップで、沢
口河川敷が幻想的な風景に包まれる。
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1. 中は暖かなかまくらでほっこり 2.どこか懐かしい山あいの風景
3.ミニかまくらはボランティアや温泉街職

が広がる湯西川沿い
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東北道 大谷PA（下り）
1028･652･2132

P23-D-20
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員による一つ一つ手作り。揺らめく明かりが河川敷を埋め尽くす

開催期間1/26㊏〜3/3㊐ 点灯時間17:30〜
ほか
21:00（沢口河川敷ミニかまくら会場）
i栃木県日光市湯西川 10288･22･1525
（日光市観光協会） d沢口河川敷のミニかまくら
点灯㊌㊍ P平家の里約50台
（無料）
ほか

魅力あるSA･PAにはドライブの途中、つい
つい寄り道したくなるもの。今回は大谷PA
下り線のオススメおみやげをピックアップ。

那須クグロフ

￥1,296
（6個入り）

access map
東京からは東京外環道または首都高川口線経由で川口JCTから東北
道へ。 宇都宮ICより日光宇都宮道路の大沢ICを降り、県道279号
などを利用して最初のスポット
「足湯カフェ エスポ」へ。 仙台からは
東北道仙台宮城ICより東北道へ。
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無事カエル飴

￥432
（100g）

バターをたっぷり使用した、フランス･

昔ながらの手作りによる、懐かしい甘

アルザス地方の菓子。 抹茶、ラズ

さ。かわいい見た目で子供に人気。

ベリー、ごまの3種が2個ずつ。

高速道路では同PA限定販売。

