菅沼

Fｰ3

Dｰ2

尾瀬国立公園

全 国 屈 指 の 透 明 度を誇
り、美しい深青色の湖水
が魅力的な菅沼。湖畔の
キャンプ村 では、釣りや
バードウォッチングなどが
楽しめます。
0278-58-2958
（菅沼キャンプ村）

鬼怒川ラフティング
ゴムボートに乗って、みんなで力を合わせて鬼
怒川渓谷を下る人気のアウトドアツアー。イン
ストラクター付きなので初心者も安心。

本州最大級の高層湿原で、手つかずの自然が
魅力の尾瀬。片品村からは鳩待峠、富士見下、
大清水の3ヵ所の登山口から尾瀬に入れます。
0278-58-3222（片品村観光協会）

キャニオニング

渓流が作り出した岩盤スライ
ダーに身を任せたり、勇気を
出して滝つぼへダイブ。
大自然の楽しさを体で感じる
天然アクティビティ。

Ⅰｰ2

丸沼高原キャンプ・
サマーゲレンデ

0288-70-1181（NAOC／ナオック）
0288-77-2030
（日光那須アウトドアサービス）
0288-77-4802（eラフティング）

水陸両用バス体験

！
！

Eｰ3

！
！

Hｰ4

日光着物体験
アンティークな着物を着て世界遺産日光をお散歩。
名所をバックに記念撮影すれば、思い出深い旅行になり
ます。
0288-53-6465（うたかた）

Jｰ3・4

Jｰ4

金精峠を越えて
日光へＧＯ

きれいな景色で
リフレッシュ♪

すご〜い
日本じゃない
みたい

150台以上の受け入れが可
能なオートキャンプ場や冬と
同じ用具で滑れるサマーゲレ
ン デ な ど 楽しさ 盛りだくさ
ん。レンタルもあるので手ぶ
らでOK。
0278-58-2211
（丸沼高原総合案内）

水陸両用バスで行くダム湖遊覧クルー
ジングや、足の下が透けて見えるスリ
ル満点なキャットウォーク体験など、
アクティブな楽しさ盛りだくさん。
0288-78-0345
（湯西川ダックツアー）

!!

Cｰ4

おかき作りの最終工程を見学できる
ほか、手焼きせんべい体験コーナーで
は、自分 の 好きな絵を書き込める絵
文字せんべい作りができます。
0288-31-1147（日光おかき工房）

武尊牧場キャンプ場
遥かな花の谷のふるさと「片品」へ。
群馬県片品村のお薦めするスポットを楽しくドライブ

藍染め体験

Dｰ4

「天然灰汁発酵建て」という日本
伝統の正式な技法による、ハンカ
チ・Tシャツ・ストール・風呂敷
などの藍染め体験ができます。
0278-25-3443
（藍工房しげ八）

百名山の武尊山中腹にある武尊牧
場キャンプ場は、キャンプはもちろ
んのこと、ログハウス等の宿泊が可
能。また動物とのふれあい牧場や、
自慢のジンギスカンコーナー、そし
て体験教室など楽しみ方いろいろ!!
0278-58-3757（武尊牧場）

日光の陶芸体験

日光おかき工房

初心者や子どもでも気軽にできる手びねり
や、経 験 者 向けの 電 動ロクロを使った陶
芸体験が3つの工房で楽しめます。
0288-53-3379（創作工房さいか） Ⅰｰ4
0288-21-7674（鬼怒焼 上原窯）

Jｰ4

0288-76-0854（日光焼 鬼怒川庵）

Jｰ3

Gｰ5

歴史文化と自然の宝庫「日光」へ。
栃木県日光市のお薦めするスポットを楽しくドライブ

Hｰ4

Hｰ4
Cｰ3

日光二荒山神社神橋
男体山をご神体としてまつる二荒
山神社の建造物で、世界遺産「日
光の社寺」玄関口ともいえる、美し
く朱塗が映える「神橋」。日本三大
奇橋の一つに数えられています。
0288-54-0535
（日光二荒山神社）

Cｰ4

武尊牧場で夏山体験

パン作りや木工クラフト等の体験コーナー「武尊牧場
自然学校」をはじめ、武尊山のトレッキング・登山、キャ
ンプ等、夏山体験を思いっきり楽しめるスポットです。
0278-58-3757(武尊牧場)

高原野菜の収穫体験

尾瀬岩鞍ゆり園（7月中旬〜8月下旬）

Cｰ4

片品の陶芸体験
花咲温泉より直ぐの場所
にある
「尾瀬花咲窯」。
予約をして気軽に楽しめ
る
「陶芸焼物体験」がオス
スメ。初心者の方でも先
生の熱心な指導があるか
ら安心です。
0278-58-4835
（尾瀬花咲窯）

片品のおいしい水
「 尾 瀬 の 郷 片 品 湧 水 群 」は、
「平成の名水百選」に認定され
ており、水質はもちろん周辺
の環境なども含めた名水の魅
力をお楽しみいただけます。
0278-58-3222
（片品村観光協会）

尾瀬の代表的な花、
ミズバショウをはじめ、群馬県の天然記念物レンゲツツジやシラネアオイ等、古来より沢山の花々が四季折々の風景
を彩ります。片品で一面に咲き誇る可憐な花々を巡ってみませんか?
0278-58-3222（片品村観光協会）

Cｰ4

越本のミズバショウ

約1万5千株のミズバショウの森。ゴールデンウィー
クにはライトアップが行なわれ、夜のミズバショウも
楽しめます。

「日光の社寺」
として世界遺産に登録されている名刹。
徳川3代将軍家光公の霊廟「大猷院」の夜叉門など見どこ
ろ豊富です。
0288-54-0531（日光山輪王寺）

Eｰ3

丸沼高原のシラネアオイ

（6月上旬〜6月下旬）

山野草の女王と呼ばれるシラネアオイ。日光白根山
山頂駅にあるロックガーデンの雄大な景観とのコン
トラストは絶妙です。

Cｰ4

針山の天王桜

（4月下旬〜5月上旬）
群馬県の天然記念物で、推定樹齢300年以上の
大きな一本桜。ライトアップにより幻想的な夜桜を
堪能できます。

Cｰ4

武尊牧場のレンゲツツジ

（6月中旬〜6月下旬）

群馬県の天然記念物レンゲツツジ約2万株が、標高
1,500mの三合平付近一面を赤一色に彩る風景を
お楽しみください。

ワァー
きれい♪

夏山の
アドベンチャー
を満喫

！
！

（4月下旬〜5月上旬）

日光山輪王寺 大猷院

昭和3年に建てられたイタリア大使館の別荘を復元。
和洋折衷でモダンな建物とともに、美しい中禅寺湖の景
観を望める公園です。
0288-55-0880（日光自然博物館）

Hｰ4

トマト・トウモロコシ・ブルーベリー・りんご、その
冬はスキー場として人気の尾瀬岩鞍の広大なゲレンデに、
他四季を通じて様々な高原野菜の収穫を体験でき
さまざまなテーマで植えられた約50種、300万輪ものゆ
ます。自分で収穫した野菜のおいしさはひとしお。
りが咲き誇ります。
お土産やお持ち帰りにどうぞ。
0278-58-7131（尾瀬岩鞍リゾート）
※季節により収穫出来ない野菜もございます。
0278-25-4644（片品村振興公社 旅行部）

片 品 花 めぐり

イタリア大使館別荘記念公園

！
！

金精峠より望む絶景スポット

Fｰ3

片品村より金精トンネルを抜けると直ぐに、湯ノ湖や戦場ヶ原、そし
て男体山が一望できる絶景がお出迎え。四季折々の自然美がお楽し
みいただけるスポットです。
0288-22-1525（日光市観光協会）

日光 花 めぐり

世界遺産「日光の社寺」の一つで、徳川家康公を神としてまつる霊廟。
境内には国宝8棟を含む55棟の建造物はどれも荘厳で素晴らしい。
0288-54-0560（日光東照宮）

戦場ヶ原や中禅寺湖、華厳ノ滝など、日光特有の自然環境で見られる多彩な花々がお薦めです。
日光の絶景と共に楽しめる花めぐりを、四季を通じてご堪能ください。
0288-22-1525（日光市観光協会）

Gｰ4

Fｰ4

竜頭ノ滝の
千手ヶ浜のクリンソウ
トウゴクミツバツツジ（5月上旬〜6月上旬） （6月上旬〜6月中旬）
奥日光 三 大 名 瀑 の 一つ、竜 頭ノ滝を紫 色に彩る
トウゴクミツバツツジ。その見事なコントラストは、
まさに絶景です。

日光東照宮 唐門

花茎を中心に何段にも花を輪生させるクリンソウ。
まるで絨毯を敷き詰めたようにボリューム感ある
群生をご堪能ください。

Fｰ4

戦場ヶ原のワタスゲ

（6月中旬〜6月下旬）

真っ白くふわふわした綿毛が辺り一面に広がるワ
タスゲの 群 生 。そ の 幻 想 的でかわいらしい 風 景
をお楽しみください。

Hｰ3

霧降高原のニッコウキスゲ

（6月下旬〜7月中旬）

関東平野を一望する標高1,600mの高原を黄色
に染める、約26万株のニッコウキスゲによる雄大
な風景を満喫できます。

