
― 3 辛B口口K約7ェなずな —カフェ
昭和初期の建物を改装したおしゃれな雰囲気。
パスタランチはサラダ・ドリンク・デザ＿卜付きで高
校生にも大人気j,オーナーは本と猫が大好きです。

摯玉ll|(T.) ；島（金魚渇） —-銭湯
このお店はおよそ100年前から続く伝統あ
る薪焚きの銭湯です。
和やかな雰囲気に癒されてください。

辛こうしんの店 —駄菓子•もんじゃ底
うずま公園のすぐ近くにあるお店です。もん
じゃ焼きやじゃがいも入り焼きそば、昔なつ

かしい駄菓子やいもフライを売っています。 し：

辛四BRKu ------ —喫茶店
〇饗霜唇廷専専 翌＿＿
心優しいオーナーと常迫さんが阻る〈迎えてくれます。
42年間続〈その店の味は1度食べたらヤミツキです！！おす
すめは、玉子、ポテト、ハムが入っている「バクバーン」です。

亭おおて—------—お好み焼き
気さくな店主が私たちを迎えてくれます。
学生のお財布事情に優しいお値段です。
何度でも食べたい味がここにある。

摯l(ンドヲ —ー一ーケバブ・唐揚げ
気軽に買うことができます。
唐揚げとケバブがおススメです。

睾 atmesanduich--ザノドイッチ（テイクアウト）

〇芦品ぷ5%0FF ドリンク105円 ォつ7.-
-------------------------'̂  訪｝，野菜ソムリエ pro・ビJ.ーティーアドバイザーの店
長が監修。幸せになれるサンドを目指しておりま 巴 ＾ ＇ 
す。ご来店心よリお待ちしております。 、ヽ

奪岩下1l)新生晏ミュー'i7ム 一晨示・カフェ

〇 迅喝謳雷嬰嗅）＿
家族、友達、恋人と生姜の力で体も心もポッカ
ポカ0誰でも楽しめるピンク色いっぱいの
ミュージアムです。

亭ベーか／ーFuji---―ーパン

〇ラスク10%0FF（マップ提示） ;,--. 
-------------------------
気軽に立ち寄れて手作リの味が楽しめるパン屋
さん。とても人気で午後には売り切れてしまい
ます。パンの耳で作ったラスクがオススメ！ ！ 

摯！翌、t忙 ―ズ；；；；；；おー洒；；店誓 '1:
いつも学生を中心とした笑顔が溢れています。
もちもちの美味しいベーグルをコーヒーとご一緒に。

伝 ＿イ字ヒ佐験・‘

*"(T.)着付け体験
蔵の街かど映画祭や歌麿まつりなどのイベントで
着物が着られます。「着物持ってないよ」「着付けで
きないよ」つて人も安心してください！着物で蕨の
街を歩いてみては？詳しくは「八重桜の会」で検索）
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お問い合わせ
とちぎ高校生蔵部事務局

住所：〒328-8686栃木市万町9-25

（栃木市役所生涯学習課内）

電話： 0282-21-2489

FAX: 0282-21-2690 

MAIL: gakusyuOS@city.tochigi.lg.jp 

一 匝回瞬

棗(-ラートチギ —ー一ーカフェ
〇喘閉誌霜饂；；；）-------------------------

辛

大正時代の洋館ならではの雰囲気と地産地
消の料理を楽しむことができる素敵なお店
です。

山 akuracafe - —ーーカフェ

〇筐悶澁雰晶証提示）-------------------------
落ち着いた雰囲気とスイーツ、珈琲を味わうこ
とができるカフェです。オススメは抹茶ティラ
ミス！是非一度お立ち寄りください。

辛• 舟見茶寄 ——-----—喫茶店

〇闇紹盈醤贔-------------------------
栃木と言えば風光明媚な蔵の街。その風景を眺め
ながら、かんぴょう入り舟見カレーを味わえるの

辛
は舟見茶家だけ！是非あなたもこ賞味あれ！

塚田歴史伝説館—ーーー資料館
人間そっくりなロボットが栃木市の魅力
やうずま川について説明してくれます。
大人から子供まで楽しめます！

辛山本終本店 —ー一＿―-和菓子
明治時代から続いてきた和菓子屋。職人が一つひ
とつまごころこめて手作リする和菓子作りを体 ・
験できます。高校の茶道部にも協力しています！

白• 冨士屋 —じまんやき・ソフトクリーム
〇隅菫望、隠）じま紐を・カけリ—ム・アイス
-------------------------
あんこを使った名店といえばここ富士屋！
さああなたはつぶあんこしあん
どっちがお好みですか？

白ヲ II グラス —--―ーーカレー
〇闊娼饂潤塁証提示） 一-------------------------
本場のカレーとナンを堪能することができま
す。ナンがとても大きいです。香ばしくて美味
しい料理はテイクアウトも可能です。

摯ぅ さぎ食堂 ———手作り雑貨
〇澤醤雀点亨買い上げでプレゼント
-------------------------
心とからだにやさしい楽しいお店です I

Lから 纏員し近くには開運橋・幸来橋があり、そマ
眺める巴波川の景色は最高です！

睾五／が7 ------- —喫茶店
譴翌環鴨藷畠濯鯰輩iけ10
では元気すぎるマスターと、気さ〈で優しいおりさんと、木房1)0)可i之 • ’̀ 

皐
い〈まが迎えて〈れます。近〈をお通1）0)際1よ是fお立ち寄リ〈ださい。 ― ~ • べ

茂 l 呂 —ーー一ー古道具•生活雑貨

〇？齢揺閑．学生証撼予） ―`”‘ -------------------------
渋いものがお好み？
ならここに行きましょう！
素敵な買い物ができるはず。

亭毛塚紐店ー紙雑貨匹•老舗の紙屋
〇?9諏 蒻蹟祖桓嬰）
明治後期の蔵で代々続いている紙屋さん
です。和紙やかわいいレターセットな
どがそろっています。

辛心にわ寿司 —---―ーー寿司
810%0FF（学生証提示）
-------------------------
知る人ぞ知る隠れたお寿司の名店です！
テイクアウト専門店なので一度家族でご
賞味あれ l



油1云味1曾 ーーー田楽・老舗の味噌屋

〇閉儡踪せ50円引き

-------------------------
このお店は江戸時代から続く老舗の味噌屋で
す。店に入ると味噌の良い香りを感じられます。

cafe Bazzar---―ーーカフェ

こんなところにこんなかわいいカフェがあるな
んて！美容室から改築した個性派おしゃれカ
フェです。

スピレSpi_r§e＿ー―-―-―-花屋
fleliriste 

例幣使街道にあるオシャレなお花屋さんです。色と
りどリのお花が並んでおり、店内にはお花のいい香
リが漂っています。イチオシはハーバリウムです。

Lydie tells a ァクセサリー
small lie―――セレクトショップ

蔵を改装したおしゃれな君囲気、リボンのマーク
が目印です。かわいらしい素敵な雑貨があなた
を待っています。

千麻多幸亭 —---—たこ焼き
0mック50円引き（高校生以下）
-------------------------
数十年にわたって高校生から愛され続けてい
るお店。関西出身のおばちゃんと優しいおじ
ちゃんがいつも暖かく迎えてくれます！

■--t后木市役所lF•UF 市目スペース
〇勉強•読書・飲食など E□l-------------------------
市役所には 1階と4階に机と椅子が設匿さ
れています。休憩や食事、仕事や勉強など
様々な用途で利用できます。

なす U食堂 ——うどん・定食

〇溢ぢiぷ土品示）-------------------------
昭和初期の風情ある建物が魅力的なお店です。モ
ロフライに苺など、栃木のソウルフードが楽しめ
ます戸ンチもお手頃値段で美味しいです！

Eight Cranes - —キッチンカー
〇閤盆，（ズの値段でLサイズ

-------------------------
看板犬’まめちゃん”が迎えてくれる、おいしい＋体に良いド
リンクや食べ物を楽しめるお店です。
お隣(})BPL」で衣屈や雑貨なども一緒にこ覧になれます。

oti溢占雰晶証提示）-------------------------
築80年以上の目家をリノベーションしてオープンしたコー
ヒー屋さんです。店主のおすすめは「マンデリン」。その他に
も7種類ものコーヒーやトースト、スイーツが楽しめます。
男性がコーヒーを飲んでいる窓If)絵が目印です。

栃木市で一番きれいな庭園が残っています！お店
を眺めながらのんびり過ごす時間もいいですよ）
記念写真撮影のロケーションとしても最適です！！

かな半旅館 —定食・老舗の旅館
〇高校生限定500円丼（税別）
-----------------------
江戸時代から続く老舗の旅館。女将さんが高校
生のための特別な丼ぶりを販売しています。

19 

;-
u 

閂栃木店

稟会館

R桜同4
全 . 口叩~

9ずほ網行

ミ=0.... 
栃木市観

コエド市場
の '-

ROEN 街匝〕H

磁—ヲートチギ
こ 皐 wakucacafe 

ー・エ

柑 占
血＾吾

寧キャ’／オ訂 ス7-g

群i
なにわ寿司

栃木市マスコット
キャラクターとち

出日光珈琲両／街 —---—カフェ
1999年に始まった歴史あるカフェが、2018年7月に山車会館
前にオープンしました。見世蔵を改装したオシャレな店内で
は、店長おすすめの「オリジナルブレンド」やお食事が楽し
めます。イチオ渡「日光天然氷のかき氷・とちおとめ」です！

出蘭と閂栃木店 ———お香専門店
足利に本店を置くお香の専門店です。数十
種類のお香やお線香を店内で作っています。
置くだけで香る「月の香」がイチオシです！

摯好古壱番館 —じゃがいも入り焼きそば
O50円引き（学生証orマップ提示）
-------------------------
大正時代の雰囲気と旬の食材を使ったそばや
じゃがいも入り焼きそばが味わえます。
鴨南蛮そばがオススメですよ。

摯とちぎ山醒会館 —店山車の資料館
とちぎ秋まつりで登場する人形山車が目の前
で見られます。その大きさと装飾の迫力に圧
倒されます。

・ とちざ両(T.)街観光館 ー一―物産館出
栃木市の昔ながらの物や名産品、かわいいと
ち介のグッズなどを沢山売っています。
欲しいものがありすぎて困っちゃいます！

摯麟烹-----―ージェラート
かわいい看板が目印のイタリアンジェラート
のお店！定番のミルクは甘く美味しくてとろ
けちゃいます0

棗頃cafeuが(T.) --- —ーカフェ
〇？産iそ冠詮閑古頭で伝える）-------------------------
明治中期に建てられた蔵の雰囲気に魅了され

出
ること間違いなし！
自慢のおかきと手作りスイーツが楽しめます。

栃木市観光協会 ーーイ円身霜畠 そシ---o
栃木市の様々な情報をここで知ることができ
ます。栃木市の観光名所を回りたいなら、ぜひ

r~吋蒻日

辛コエ
観光協会にお立ち寄りください！

ド市場 —----—直売所

〇出甜紺．学生証提示）-------------------------
コエド市場には、栃木ならではの物産が販売されています。
また、ここにある「わいわい工房」は、勉強•読書・飲食が
できます。学生さんも利用しています。そして、コエド市場 一
の入り日にある FMくらら 857は放送の様子を外から見る

摯
ことができるので、ぜひ立ち寄ってみて〈ださい。

FR口GSGRRDENーアンテナショップ

0 芦塁？50円引き ----』

亭

-------------------------
空き店筐を改装してオープンしたお店です。農薬を使わず
に育てた野菜や、デザイナーのハンドメイド雑貨を販売し
ています。とち介の蘭焼きがオススメ！

陶珈紗 —珈琲豆・食器•生活雑貨
〇翌贔雙＿＜＿•-高戻野＿下1____ ti 
コーヒーの良い香りに癒されながら、厳選さn
れたうつわと上質なコーヒー豆、雑貨を楽し
める素敵なお店です。

奪，/エアスペース「戸（限珈紗2F)
〇 輝・欝書・イベント・パーティーなどE口
-------------------------
有料で個人、団体を問わず多目的に利用
できるおしゃれなシェアスペースです。
時々 、私たち蔵部も利用します。
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