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　小山市は、「水と緑と大地」の豊かな自然環境と古い歴史を有し、東京圏からわ
ずか60kmの新幹線の停車する鉄道・国道ともに交差する交通の要衝として、こ
れからも大いに発展する可能性を持つまちです。
　市では、これらの豊かな自然環境と人々の高い技術によって生み出される産品
をブランド化し、全国に発信していこうと2002年度から、7分野に亘って『おやま
ブランド』の創生運動に着手しています。

　小山市は、「はとむぎ」の生産量が国内有数を誇り、「キュウリ、レタス、大
根」の生産量が県下一。黒毛和牛の生産も県下一で、とちぎ和牛の約4割は、肉質
も極上、他の有名和牛などにも引けを取らない高品質の「おやま和牛」が占めてお
り、2007年からはアメリカ合衆国へも輸出されています。
　ユネスコ無形文化遺産に登録された「本場結城紬」を始め、「間々田ひも」や「下
野人形」などの伝統工芸品も、受け継がれる卓越の美として目を見張るものがあ
ります。

　温暖な気候と豊かな自然に恵まれた小山の大地には、古くから人々が集い、寺
野東遺跡、琵琶塚古墳、祇園城など７カ所もの国指定史跡があり、徳川三百年を
決定づけ、山内一豊の立身出世の道筋を付けたと云われる史実『小山評定』が開か
れた地であるなど、指折りの「歴史のまち」、「開運のまち」です。

　小山のどまん中を流れる市のシンボル、母なる川、清流思川には鮎が群れ、鮭
が遡上します。また、「流し雛」や花火大会などのイベントも数多く開催されてい
ます。2001年からは、小山原産の市花「思川桜」を思川堤に「桜の里親制度」によ
り毎年植栽しており、思川堤防全線を「歴史と水と緑と大地」の回廊として整備し
ています。2009年からは、毎年4月に思川ざくらマラソンも開催されています。
また、小山の「宝」である渡良瀬遊水地が、2012年7月3日に世界のラムサール条
約湿地に登録され、貴重な動植物の宝庫となっています。

 小山市は東京をはじめとする各方面へのアクセスが良好であり、地形は起伏が
少なく、自然災害に強い安全なまちです。そのため、多くの工場が集まり、世界
に誇る技術を持った企業がいくつもあります。
 また、小山工業高等専門学校や関東職業能力開発大学校などものづくりの学校
も揃っているなど関東を代表する工業都市であります。

　小山では、日本のトップレベルの実力を持つ「白鷗大学ハンドベルクワイア」
をはじめとして、市民チーム、高専・小中学生・幼稚園など様々なチームが活動
し、ハンドベルが愛され、「天使のハーモニー」と言われるハンドベルの音色が
いたるところで響いています。また小山の花火は関東一の規模を誇り、市内外か
ら多くの来場者が訪れる小山を代表するブランドです。

　心豊かで元気の良い青少年の育成と市民の健康づくりのため、「市民ひとり1ス
ポーツ」を推進しています。競泳の萩野公介選手、柔道の海老沼匡選手ら世界
トップレベルの選手を輩出している他、プロ野球界でも「小山の3羽烏」成瀬（ヤク
ルト）、飯原（ヤクルト）、髙谷（ソフトバンク）の3選手が大活躍しています。

　小山市には、男女共同参画の先鞭をつけた女性、寒川尼がいます。平安末期に
広く勢力を誇った小山市の祖、政光の妻であり、また将軍源頼朝の乳母であった
寒川尼は、鎌倉幕府成立に大功あったとして、日本初の女性地頭職に補任されま
した。2001年には県内初の男女共同参画都市宣言をしています。
　また、小山市は、「広がれ　市民ひとり１ボランティア」を推進しており、す
べての市民が、豊かな個性を大切に持ちながら意欲的に取り組みいきいきと活動
しています。小山市はこのように女性やボランティアの力が生きる「市民力」の
まちなのです。
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～小山市を全国に発信します～

『小山ブランド』とは
お やま

◎小山駅西口から約5キロ（バス有）
◎新4号小田林西50号交差点から約8キロ
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〒323-0065  栃木県小山市下国府塚25-1

TEL.0285-38-0201
【開館時間】午前9時～午後7時（冬期 6時30分）年中無休

おもい 　  がわ

〒323-0023  栃木県小山市中央町3-5-3

TEL.0285-25-5611
【営業時間】午前9時～午後7時   月曜定休日

小山市まちの駅

思季彩館

開運★おやまくま 政光くん 寒川尼ちゃん かぴょ丸くん

セグピー ピンキー ニューピンキー

平成28年7月発行

おやまブランド公認キャラクター

1．農畜産物・加工品・工芸品のブランド化

2．歴史のブランド化

3．思川・思川桜・渡良瀬遊水地のブランド化

4．工業技術のブランド化

5．ハンドベル・花火のブランド化

6．スポーツのブランド化

7．男女共同参画・ボランティアのブランド化

道の駅 思川

道の駅 思 川



薬剤や抗生物質を与
えず、ストレスの少
ない自然な環境と安
全な自家配合飼料で
育った健康な鶏たち
の産んだ卵です。

4 開運おやま　赤たまご

連絡先：日向野農園  
代表者：日向野　昇  
●小山市南和泉606-2 ☎0285-27-1795

より自然に近い状態
で、薬剤や抗生物質
を与えずに育てた南
米原産鶏 (アローカ
ナ) が産んだ、卵黄
の色が濃く、栄養価
が高い卵です。

5 開運おやま　青たまご

連絡先：おおなべ物産 
代表者：渡部　幸一   
●小山市白鳥1155-2 ☎0282-67-3166

連絡先：生井っ子プロジェクト   
代表者：小澤　幸一
●小山市小袋201   ☎0285-33-1311

連絡先：JAおやま 販売課
●小山市小袋170-2 ☎0285-33-3088

小山市生井地区の農家が特
別栽培した、安全と安心を
かね備えたブランド米です。

2 生井っ子 減農薬・減化学肥料の生井の米

消化酵素が多く含まれ、生でも食
べることができる大和いもは、粘
りが強く、とろろに向いており、
市内では絹地区鬼怒川流域の畑で
収穫されます。

3 絹のやまといも

連絡先：JAおやま販売課
●小山市小袋170-2 ☎0285-33-3088

1 ラムサール ふゆみずたんぼ米

連絡先：ふゆみずたんぼ実験田推進協議会
代表者：会長　松本　治
●小山市中央町１-１-１（小山市農政課内）
☎0285-22-9269

ラムサール条約湿地に登
録された「渡良瀬遊水
地」の周辺水田で農薬や
化学肥料を使用せず作ら
れた安全・安心なお米
（コシヒカリ）です。

1 おやま和牛

2 小山の豚「おとん」

4 かんぴょう

3 いちご

10 結城紬

小山市は「とちお
とめ」をはじめとす
るいちごの生産地
です。近年は新品
種である「スカイベ
リー」の生産にも
取り組んでいます。
市内にはいちごを
テーマとした観光農園もあり賑わっています。

6 地酒
県内有数の
穀倉地帯であ
り、日光連山
の伏流水にも
恵まれた小山
市内には5つ
の酒蔵があり
ます。それぞ
れの酒蔵が技の極みを尽くし、美味しい地酒を
造っています。

7 ハトムギ
ビタミンＢ１、Ｂ２やミネラルなど、たくさんの
栄養を含む「はとむぎ」。小山市は全国有数の
生産量を誇っています。

結城紬は、小山市の東部、鬼怒川に面した地
域を中心に生産されている高級絹織物です。
すべて手作業による工程を経て完成される結
城紬は、その柔らかな風合いと独特の渋みが
あり、いつまでも飽きのこない上品な雰囲気を
漂わせています。
平成２２年１１月「ユネスコ無形文化遺産」に
登録されました。

9 小山うどん
日光連山の伏流
水から湧く清冽
な小山の水と、肥
沃な大地で生産
された良質な小
麦粉「イワイノダ
イチ」を使って仕
上げられた小山
うどんは、白く透
き通った美しい
艶と、なめらかで
モチモチした食感が特徴です。

300年以上に及ぶ
栽培の歴史がある
「かんぴょう」。大
きく成長したユウ
ガオの実を削って
ヒモ状にしたもの
を乾かします。

5 麦・米類
小山市は全国でも有数
の麦の産地です。主に、
ビールの原料となる「二
条大麦（ビール麦）」や、
うどんの原料に適した小
麦「イワイノダイチ」が生
産されています。また、お
米の生産も盛んで、市内
西部を中心に農薬や化
学肥料に頼らない安全・
安心なコシヒカリの生産
にも取り組んでいます。

8 野菜
レタス、ハクサイ、
キュウリ、トマト、
大根などは県内
有数の生産量を
誇っています。市
内直売所や道
の駅思川では、
穫れたての野菜
を購入できます。

おやまブランド選定一覧小山を代表するブランド

540円

160円

400～500円

連絡先：小山商工会議所　
●小山市城東1-6-36 ☎0285-22-0253

8 かんぴょううどん
小山産夕顔を粉末化し、小麦粉
に練り込みました。茹で上がっ
た麺は、ツルツルしてコシが強
く、もちもち感があります。

500円

13 はとむぎうどん
美肌効果や生活習慣病改善
に効果があると言われてい
るはとむぎ粉を練り合わせ
てつくりました。

150円

12 おもいがわ　米うどん
小山産米を使用した無
添加の麺です。お米で
できた独特な麺の「コ
シ」と「味わい」をご
賞味ください。 150円

14 おもいがわ　米らーめん
小山産小麦粉と米粉を使った、
地産地消にこだわったらーめ
んです。小麦粉に40％の米粉
を混ぜることにより、麺のコ
シを強くすると同時になめら
かさを増しています。

200円／2食

10 米ぱん

連絡先：（有）清水パン店  代表者：清水  潔
●小山市城東4-1-27 ☎0285-22-0901

連絡先：（有）木村屋商店  代表者：岸  伸行
●小山市神鳥谷287-1 ☎0285-22-3668

お米を使い、もちもち
とした食感で、噛みし
めるたびにお米の甘味
が感じられます。

350円／5個入

120～180円／2個入

120円

小山産米粉入り麺と小山
産の豚肉・野菜を使った
地産地消にこだわった焼
きそばです。

15 おもいがわ　米やきそば

連絡先：有限会社  安田製麺所
代表者：安田　浩美          　　　　　
●小山市城山町2-11-12
☎0285-22-0262

200円／5枚入

小山のおいしいお米を使い、
一枚一枚心を込めて焼き上げ
ました。

17 お醤油屋さんのおせんべい

18「小山物語」はとむぎ煎餅

連絡先：お醤油屋さんのおせんべい工房
代表者：代表取締役　関口　彩子
●小山市神鳥谷5-18-25
☎0285-25-4995

全国有数の生産量と品質を
誇る小山産はとむぎを使用
したおせんべいです。

410円

良質な小山産ごぼうを国内産
の梅肉で漬け込み、かつお節
で旨みを出しました。

26 ｢小山物語｣梅ごぼう

連絡先：株式会社  おばねや
代表者：代表取締役　野澤  勇二郎
●小山市神鳥谷1747-1 ☎0285-28-6878

良質な小山産のごぼうを使
用し、ごぼうの風味を大切
にしながら漬物に仕上げま
した。｢かつお味｣と｢しょう
ゆ味｣の２種類があります。

25 ｢小山物語｣大江戸ごぼう
良質な小山産ごぼうを原
料に、本醸造しょうゆを
ふんだんに使用して仕上
げた後、約１ヶ月間乳酸
発酵させました。

540円

1,080円

540円

650円

小山産の豚肉を、特製
ダレをつけて炭火焼き
にし、小山産コシヒカ
リのご飯の上にのせた、
小山産品の素材のうまさ
を凝縮したシンプルな弁当です。

4 小山の豚｢おとん｣ 弁当

連絡先：スリーアイ（たる池）               
代表者：五十畑　貴之                        
●小山市中央町2-5-23 ☎0285-23-6660

247円／120g

小山市が全国有数の生
産量を誇る、栄養価の
高いはとむぎを使用し
た納豆です。はとむぎ
は小山産100％で、パ
ッケージには小山評定
の史実により言われている
のまちなみをイメージしたイラストを配置
しました。

23 開運　はとむぎ納豆

連絡先：株式会社  大豆工房おらが    
代表者：代表取締役　勅使川原  唯男    
●小山市下国府塚25-1（道の駅思川内）
☎0285-38-0201

540円／110g
1,080円／240g

29 思川の鮒の甘露煮

連絡先：川魚 さかえ家
代表者：日向野　栄
●小山市南和泉588-3 ☎0285-27-7484

思川で捕れた新鮮な鮒
をじっくり時間をかけ
てくさみを抜き、丁寧
に調理しました。

30 ラムサールホンモロコ

連絡先：ふゆみずたんぼ実験田推進協議会
代表者：会長　松本　治
●小山市中央町1-1-1（小山市農政課内）
☎0285-22-9269

ホンモロコは琵琶湖原産
の川魚です。食味はたん
ぱくで骨がやわらかいた
め、頭から尾っぽまで丸
ごと食べられるカルシウムたっぷりの健康
食です。小山市では、農薬や化学肥料を使わ
ない「環境にやさしい農業」を推進していま
す。農薬や化学肥料を使っていない「ふゆみ
ずたんぼ」と併せて「ホンモロコ」の養殖を
行っています。

200円

31 豆腐 ｢小山評定｣

連絡先：豆腐工房　大地 
●小山市下国府塚25-1（道の駅思川内）
☎0285-38-0201

小山市内で収穫された｢タ
チナガハ｣を使用した安
全・安心で美味しく、健
康に良い豆腐です。

連絡先：株式会社  大豆工房おらが    
代表者：代表取締役　勅使川原  唯男    
●小山市下国府塚25-1（道の駅思川内）
☎0285-38-0201

298円

27 ｢小山評定｣ いざ！関ヶ原納豆
大型容器に小山産大豆を100％入れ
て発酵させた味わい深い納豆です。
厳選されたタレ、からし共に無添加
の商品を添付しています。

28 開運梅干し「開運旨梅・開運甘梅」

連絡先：三星食品　代表者：渡辺　稔
●小山市中久喜451 ☎0285-23-2338

自社農園栽培梅を国
産あら塩で漬け込み、
１年以上熟成した
「旨梅」と減塩タイ
プの「甘梅」です。

甘梅 418円／100g

旨梅 555円／200g

20 カウベルのジェラート

連絡先：アイス工房　カウベル    
代表者：野口　弘子    　　　　　　　  
●小山市下国府塚25-1（道の駅思川内）
☎0285-38-0201

栃木県産の牛乳
と小山市産のは
とむぎを使用し
クリーミーで口
当たりの良い、
ジェラートに仕
上げました。 300円

1,296円

1,337円
1,749円1,749円1,620円

2,500円

1,388円

1,360円1,275円

1,697円

7 開運おやま  へそ餃子

連絡先：中国四川料理　青城飯店   
代表者：代表取締役　渡邊  泉美          
●小山市駅南町2-26-9 ☎0285-27-2794

小山産の農産物を使用
した餃子です。「国道
50号のへそ」である道
の駅思川で販売するた
め、形をへそに見立て
ました。 360円／10個入

32 おやまのうまい水｢思の泉｣
長い年月をかけて自然ろ過さ
れた天然水を、市内若木浄水
場にある地下200ｍの深井戸か
ら汲み上げました。

連絡先：小山市　水道課
●小山市八幡町1-9-4 ☎0285-24-7613

21 ハトムギ美肌うどんの粉
小山産のはとむぎ、小麦と
米粉を使い、練り時間５分、
寝かし時間１０分でできる
うどん粉です。他にすいと
ん、生パスタ等にも使用可
能です。

22 ハトムギ美肌ティー

連絡先：特定非営利法人  健康食菜美
代表者：代表　牧田　泰子
●小山市駅南町1-19-16 ☎0285-27-7166

小山産はとむぎ１００％
を煎じて香ばしさを出し、
緑茶とブレンドして、
すっきりとした上品さを
醸し出す和風ハーブ
ティーです。

310円

260円

9 おやま和牛入りかんぴょうカレーパン

連絡先：栃木県立小山北桜高等学校
代表者：校長　押久保　徹
●小山市大字東山田448-29
☎0285-49-2932

小山市の特産物であ
る「生のゆうがおの
実」と「おやま和
牛」をふんだんに、
水を一滴も使わずに
小山産トマトの水分
だけで煮込んだカレーを使用した
揚げカレーパンです。

200円

16 栃木県おやまのお米でつくったカレールゥ

連絡先：日の本穀粉株式会社
代表者：代表取締役　黒田　寛
●小山市若木町3-2-15
☎0285-22-1157

小山市のお米を使用
し、米粉の切れの良
いさらっとしたとろ
みを活かして、スー
プカレーでも、こっ
てりしたカレーでも
ない、ほどよく具と
からむ、フルーティー
な甘さでまろやかに仕上げた商品です。

350円

1 元祖 本物の味 おやま和牛串焼

連絡先：小曽根精肉店  代表者：小曽根  幹雄
●小山市乙女3-12-16 　　  
☎0285-45-0383

やわらかく甘みの
ある「おやま和
牛」（Ａ４・Ａ５）
の赤身のもも肉を
丁寧に油とスジを
取り１串、１串心をこめて刺しています。

500円

3 おやま和牛ステーキ串

連絡先：みそ家米ぞう  代表者：本橋 芳明
●小山市東城南1-28-11　　  
☎0285-31-3711

高品質の
「おやま和牛」
（Ａ４・Ａ５）の
もも肉を、シン
プルに焼き上げ
ごまかしのない
「おやま和牛」
そのものの素材を活かしました。

500円～

2 おやま和牛  牛めし

おやま和牛
サーロイン
を使用した
究極の牛め
し弁当です。

1,800円

33 小山産菜種100％使用「なたね油」

連絡先：おやま菜の花
　　　　バイオプロジェクト推進協議会
代表者：会長　大久保  寿夫
●小山市中央町1-1-1（小山市農政課内）
☎0285-22-9252

市内の生産農家が丹精込め
て育てた小山産菜種を昔な
がらの圧搾製法により搾っ
た「なたね油」。焙煎して
香ばしい仕上がりのﾞノーマ
ルオイルﾞと、くせの少ない
生搾りﾞヴァージンオイルﾞ
の２種類があります。

550円／270g瓶 630円／ヴァージンオイル

19 小山産はとむぎ100％使用｢はとむぎ茶｣

連絡先：

●小山市神鳥谷4-1-53
☎0285-22-0006

全国有数の
生産量と品
質を誇る小
山産はとむ
ぎを使い、
粒、ティー
バッグ、顆
粒スティッ
クの３種を
造りました。

ティーパック 679円
粒 720円

6 開運おやま  ジャンボしゅうまい
小山産の農産物を使用し
地産地消にこだわった、
ボリュームのあるしゅう
まいです。

480円／6個入

元祖小山の豚 おとん入りメンチカツ

連絡先：肉のかわだ  代表者：河田  光男
●小山市南小林13-2　　  
☎0285-38-0674

地産地消を心がけ、小山
産の豚「おとん」と「お
やま和牛」もしくは栃木
県産和牛、無添加の生パ
ン粉を使用し、ひとつひ
とつ手作りしています。 150円

●イベントでは200円

3 米粉の焼きドーナツ
小麦粉をまったく使
わず、地場産米粉を
１００％使い、油で
揚げずにオーブンで
焼いたドーナツです。

155円

農畜産物 食品

酒地類子菓品食

2「小山評定」 大開運

連絡先：有限会社  蛸屋菓子店   
代表者：早坂　一幸           　　　　　
●小山市本郷町2-8-26 ☎0285-22-0755

皮種に栃木県産
大麦と小山産は
とむぎを使用し、
更に粉糖をまぶ
して、風味高い
饅頭に仕上げま
した。

5 開運・おやま「麦こがし」
小山産はとむぎ
と大麦焦がし粉
入りの蒸し生地
で、黒豆きな粉
クリームをサン
ドした柔らかい
食感の和菓子で
す。

134円

4 黒糖生どら焼

連絡先：山本屋菓子店
代表者：三瓶　一
●小山市下石塚352-1 ☎0285-38-2011

地粉小麦粉「イワイ
ノダイチ」に山本屋
７０年の秘伝の黒糖
みつを使い、ふんわ
り、もっちりとした
生地に仕上げました。

1 かんぴょう物語「るかんた」

連絡先：乙女屋   代表者：渡辺　利之
●小山市間々田1150
☎0285-45-0127

日本有数の生産を誇る小山産かんぴょう
を独自の技術でお菓子に仕上げました。

140円

連絡先：有限会社  橘屋
代表者：青木　一雄
●小山市中央町2-1-11 ☎0285-22-0636

6 小山物語 「思川とうふ」
小山産の豆乳をふ
んだんに生地に練
り込み、丁寧に仕
上げたヘルシーな
和菓子です。

172円

172円

160円

200円

31 豆腐 ｢小山評定｣

連絡先連絡先連絡先連 ：豆：豆豆腐工房工房房房房房　大地　大地大地 
●小山●小山●小山●●●小●●●● 市下国市下国下市下 府塚2塚府塚2府塚225-5-5-55 11（道の（道の（道の（道ののののののの駅思川駅思川駅思川思川思川思川思思 内）内）内）
☎☎0282885-35 33- 8-08-8 2010120111111111

小小山市小山市小山市小山市小山市小小小小小 市内で収内で収内で収内で収内で収内で収内 収穫され穫され穫され穫され穫され穫さされれ穫ささささささ たたたたたたた｢｢｢｢｢タタタタタ
チナガチナガチナガチナガチナガチナガチナガナチナガガガハハハハハハハ｣｣｣｣｣｣｣｣を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用使使用を使用を使用した安した安したしたした安した安した安
全・安全・安全・安全・安全 安全・安全・安心で美心で美心で美心心で心で美心で美心で美で心で 味しく味しく味しく味しく味しく味しく味しく味し 、健、健、健、健、健健健健
康に良康に良康に良康に良康に良に良康に良良良良康 い豆腐い豆腐い豆腐い豆い豆腐いい豆腐い豆豆 です。です。です。です。でです。です。です。す

32 おやまのうまい水｢思の泉｣
長い年長い年長い年長い年長い年長い年長い年長い年長い長い長長長長い年い長長長長長いいい 月をか月をか月を月をか月をか月をか月をか月をかを月をか月をかを月ををか月をかかか月をかか月月月月月月月月月月 けて自けて自けて自けて自けて自て自て自自ててて 然ろ過然ろ過然ろ過然ろ過然ろ然然ろ然ろ過然然ろ過然ろ然然 さささささささささ
れた天れた天れた天れた天れた天た天れた天れた天た天れた天天天れ 然水を然水を然水を然水を然水を然水を然水を然水を然水を然然然水水 、市内、市内、市内、市内、市内、市、市市市市市 若木浄若木浄若木浄若木浄若木若木浄若木浄若木浄木木若木浄木浄水水水水水水水
場にあ場にあ場にあ場にああ場にあ場にああにああるるるる地下る地下る地下る地下るるる地下るるる地下る地地地 20020020022002000000002 ｍの深ｍの深ｍの深ｍの深ｍのｍの深ｍの深の深の深ｍの深の深深井戸か井戸か井戸か井戸か井戸か戸戸井戸戸戸井戸かか戸戸
ら汲みら汲みら汲みら汲みら汲みら汲ら汲みみ上げま上げま上げま上上上げま上げま上上上げま上 した。した。した。した。した。したした。した。した。し

｣

連絡先連絡絡連絡 ：小：小：小：： 山市　市市市 水道課水道課水道課道
●小山●小山山●小山市八幡市八市八市八幡幡町1-町1-町1-町1---9-49-4 ☎☎☎☎☎0282880285-255-25-2224-74-74-74-7613613613111

33 小山産菜種100％使用「なたね油」

連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連 先先先：お：おやま菜やま菜やま菜やまやまま の花の花の花花花のの花
　　　　　 　バイ　バイ　バイバイオプロオプオプオオオオ ジェクジェクジェクト推進ト推進ト推進ト 協議会協議会協議会協議会会
代表者代表者代表者代代代代代表者者：会：会：会会会長　大長　大長 大長 大久保 久久久保久  寿夫寿夫夫夫
●小山●小山小小 市中央市中央市中央市中央市中市 町1-町1-町1-1-1-11 11 1（小山（小山小小 市農政市農政市農政農政農政農政課内）課内課内）課内）
☎☎☎0280280280282 5-25 25-25-255555555 2-92-92 252252225

市内の市内の市内の市内の市内の内内の生産農生産農生産農生産農生産農産農農家が丹家が丹家が丹家が丹家が丹家家家が家家がが家家家が家 精込め精込め精込め精込め精込め精込め精込め込精精
て育てて育てて育てて育てて育てて育て育てててて育 た小山た小山た小山た小山た小山た小山た小山た小山産菜種産菜種産菜種産菜種産菜種産菜種産菜種産菜産菜産菜菜種産産菜産産菜産菜菜菜菜菜種を昔なを昔なを昔なを昔なをを昔なを昔な昔なをを なな
がががらのがらのがらのがらのがらのがらのがらのががらが 圧搾製圧搾製圧搾製圧搾製圧搾製圧搾製圧搾製搾製搾製圧搾製製圧 製製搾搾搾搾搾 法によ法によ法によ法によによ法によによに り搾っり搾っり搾っり搾っり搾っっり搾搾搾
た「なた「なた「なた「なた「ななた「なた「な ねたね油たね油たね油たね油たね油たね油ね油油」。焙」。焙」。焙」。焙焙」。焙焙。焙焙焙焙煎して煎して煎して煎して煎して煎して煎してし煎してしし
香ばし香ばし香ばし香ばし香ばし香ばし香ばしい仕上い仕上い仕上い仕上い仕上い仕上仕いい がりのがりのがりのがりのがりのののﾞ゙゙゙゙゙ノーマノーマノーマノーマーマノーマノーマノーマママママママ
ルオイルオイルオイルオイルオイルオイオイルルルルルオル ルルルルルルﾞ゙゙゙゙゙と、くと、くと、くと、くと、くと、くくと せの少せの少せの少せの少せの少の少の少少の少ないないないないないいないい
生搾り生搾り生搾り生搾り生搾り生搾り生生搾り生生 りﾞ゙゙゙ヴァーヴァーヴァーヴァーヴァーァーージンオジンオジンオジンオジンオンンオイルイルイルイルイルイルイルﾞ゙゙゙
の２種の２種の２種の２種の２種の２種の２種の 種類があ類があ類があ類があ類があがああああありますりますりますりますりますますすまま 。。。。

550円／270g瓶 630円／ヴァージンオイル

菓子類菓子類

2「小山評定」 大開運

連絡先連絡先連絡先先絡絡 ：有：有有有有有有限会社限会限会   蛸蛸蛸蛸蛸蛸蛸屋菓子屋菓子屋菓子屋屋 店  店  店    
代表者代表者代表者表 ：早：早早坂　一坂　一坂　坂坂 幸  幸幸            　　　　　　　　　　　
●●●小山市小山市小山市小山市小山 本郷町本郷町本郷町郷町町町町町町2-2-82-82222 -26626 ☎☎☎☎☎☎☎☎028280285-22-2-222-02-02-02-0755755755555

皮種に皮種に皮種に皮種に皮種に皮種に種に皮種に皮種に皮種に皮種種に栃木県栃木県栃木県栃木県栃木県栃木県栃木県栃木県木栃 産産産産産産産産産産
大麦と大麦と大麦と大麦と大麦大麦と大麦と大 と大大 小山産小山産小山産小山産小山産小山産産産はははははははは
とむぎとむぎとむぎとむぎとむぎとむぎむぎとむむむむ を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用使使用使使 し、し、しし、し、しし
更に粉更に粉更に粉更に粉更に粉更に粉更に粉糖をま糖をま糖をま糖をま糖をまをま糖をま糖 まを ぶぶぶぶぶぶ
して、して、して、して、して、して、してしてしししし 風味高風味高風味高風味高風味高風味高風味高風味高風 高いいいいいいいいいいい
饅頭に饅頭に饅頭に饅頭に饅頭に饅頭に饅饅頭に饅頭に饅饅饅 仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ上げ上上上上上 まままままままままままままままま
した。した。したした。した。した。した。た。

1 かんぴょう物語「るかんた」

連絡先連絡先連絡先絡先先先先先絡 ：乙乙乙女屋 女屋女   代  代  代 代表者表者表者：渡：渡渡渡渡渡渡辺　利辺　利辺　利辺　利辺　辺　辺　利辺辺　辺　利辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺　辺 之之之
●小山●小山●小山●●小 市間々市間々市間 田11111155505050550
☎☎☎☎02802802802800285-45-45-45-05-05 12712777127712

日本有日本有日本有日本有日本有日本有日本有日本本本有本本本有有有本有有有有本 数の数の生数の生数の生数の生数の生数の生の数の数数数数数のの 産を誇産を誇産を誇産を誇産を誇をををを る小山る小山る小山る小山る小山小小る小山小小小小 産かん産かん産かん産か産かん産かんかんかん産かんかんかかん産かんぴょうぴょうぴょうぴょうぴょうぴょうぴょうぴぴ うう
を独自を独自を独自を独自を独自を独自を独自独独独独独独独独 の技術の技術の技術の技術の技の技術の技術技技技の技技技術でお菓でお菓でお菓でお菓でおでお菓おおおおおおおおで 子に仕子に仕子に仕子に仕子に仕子に仕子に仕子 仕仕上げま上げま上げま上げま上げま上げま上げまま上 した。した。した。した。したしした。したしたした

140円

3 米粉の焼きドーナツ
小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉小小 をまっをまっをまっをまっをまっをををまっをまっをまっっを たく使たく使たく使たく使たく使たく使たくたく使たく使使たたたくたたた 使
わず、わず、わず、わず、わず、わず、わず、わずわずずずずずずずずずずずずわ 地場産地場産地場産地場産地地場産地場産地場産場産地場地場 米粉を米粉を米粉を米粉をを米粉を米粉を粉ををを米粉粉米粉ををををを
１００１００１００１００００１００１００１０ ％使い％使い％使い％使い％使い％使い％使％使％使い％使い％％ 、油で、油で、油で、油で油で油で、油ででで油で油でで油で油で油でででで
揚げず揚げず揚げず揚げず揚げず揚げず揚げず揚げずず揚げずにオーにオーにオーにオーオーにオーオーにオーにオ ブンでブンでブンでブンブンででブンでブンでブブブンで
焼いた焼いた焼いた焼い焼いたたた焼いたたたたたたドーナドーナドーナドーナドーナドーナドーナドドーナドドーナド ツですツですツですツですですですツですツですツですツですツですツですすツですすツツ 。。。。。

155円

5 開運・おやま「麦こがし」
小山産小山産小山産小山産小山産小山小山産小山小山 はとむはとむはとむはとむとはとむはとむむはとむむぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ
と大麦と大麦と大麦と大麦と大麦と大と大麦と大麦麦大大 焦がし焦がし焦がし焦がし焦がし焦がし焦がし焦がし焦 し粉粉粉粉粉粉粉粉
入りの入りの入りの入りの入りの入りの入入りのり入りののの入 蒸し生蒸し生蒸し生蒸し生蒸し生蒸し生蒸し生蒸し生蒸 地地地地地地地地
で、黒で、黒で、黒で、黒で、黒で、黒で、黒黒黒豆きな豆きな豆きな豆きな豆きなな豆きな豆きななななな粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉
クリークリークリークリークリークリーリームをサムをサムをサムをサムをサムをサササムをサムをサをム ンンンンンンンンンンンン
ドしたドしたドしたドしたしたたドしたドしたドしたしドしたた柔らか柔らか柔らか柔ら柔柔らか柔らか柔らか柔らか柔ら柔らか柔らからかかいいいいい
食感の食感の食感の食感の食感の食感のの食感の食 和菓子和菓子和菓子和菓子和菓子和菓子和菓子和菓子菓子和菓子でででででで
す。す。す。す。すす。す。すすすすすすすすすす

134円134円

4 黒糖生どら焼

連絡先連絡先連絡先連絡絡先：山山：山山：山本屋菓本屋菓本屋菓本屋菓子店子店子店子店子店
代表者代表者代表者代表者代表者：三：三：三：三瓶　一瓶　一瓶　一一瓶　一
●●●小山市小山市小山市山市市小山市下石塚下石塚下石塚下石塚下石塚下石塚下下下 352352352352355 -1-1-1 ☎☎☎☎☎0280280280280280000 5-35-35-35-38-28-28-228 0110110110101

地粉小地粉小地粉小地粉小地粉小地粉粉地粉地粉小地粉小地粉粉小地地粉地地地粉 麦粉「麦粉「麦粉「麦粉麦粉麦粉「麦粉「粉麦 イワイイワイイワイイワイイワイワイイワイイイワイワイワイ
ノダイノダイノダイノダイノダイノダイノダイノダイダダダダダダダイチ」にチ」にチ」にチ」にチ」にチ」にチ」チ」にチ」チ」にチチ」にチ」にチ」にチ 山本屋山本屋山本屋山本屋山本屋山本屋山本屋本屋山山本山山山本屋山山山山山山山山本屋本本
７０年７０年７０年７０年７７７０年０年７０年０年０年７００年の秘伝の秘伝の秘伝の秘伝の秘伝の秘伝の秘伝の秘伝秘の秘伝の秘伝のの秘伝秘秘秘の秘のの 伝秘 の黒糖の黒糖の黒糖の黒糖の黒糖の黒糖の黒糖の黒糖の黒糖のののののののののののの黒のののののののののののの黒ののののの
みつみつをみつをみつをみつみつみつをみつをつをつをつをを使い、使い、使い、使い使い、使い、い、使使使使使使使使 ふんわふんわふんわふんわふんわわわわわわふんわふんわわわわんわわふんわわんんんんんんんんんんんんん
り、もり、もり、もり、もり、ももり、ももっちりっちりっちりっちりっちっちりっちりっちりりちちっ としたとしたとしたとしたとしたとしたたとしたとととととととととと た
生地に生地に生地に生地に生地に生地に地生地に生 に仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕仕上げ上げげげましたましたましたましたましたましたましたましたましたた。。。。。。

連絡先連絡先絡先絡先絡先絡先絡先絡絡先絡先絡先絡先先先先絡先絡先絡先絡絡先 有：有：有有有限会社限会社限会社限会社限会社会社会会社会社社社  橘  橘  橘橘橘屋屋屋屋屋屋
代表者代表者代表者代表者代表者：青：青：青：青青青青青青青青青青青青青木　一木　一木　一木　一木 雄雄雄雄
●●●●●小山小山市小山市小山市小山 中央町中央町中央町中央町央 2-12-12-1222 -111-1 ☎☎☎☎0280280280285-25-25-2255 2-02-02-02 0636636636636333

6 小山物語 「思川とうふ」
小山産小山産小山産小山産山産産小山産小山産産産産小山産産産産産産小山産産産産産産産産の豆乳の豆乳の豆乳の豆乳の豆乳の豆乳の豆乳豆の豆の豆豆豆乳乳をふをふをふをふをををををふををををふををををををををををををををををふをふ
んだんんだんんだんんだんんだんんだんだんだんに生地に生地に生地に生地に生地に生地に生地に生地に生生に に練に練に練に練に練に練に練練にに練
り込みり込みり込みり込みり込みり込みり込み込り込みりり込みみ、丁寧、丁寧、丁寧、丁寧、丁寧、丁寧寧、丁寧寧丁丁丁丁丁寧に仕に仕に仕に仕に仕にに仕に仕にに
上げた上げた上げた上げた上げ上げた上げた上げたげげたた上 ヘルシヘルシヘルシヘルシヘルシヘルシヘルシヘルシヘルシルヘルシルシシシシーなーなーなーなーなーなーなーななななーなななな
和菓子和菓子和菓子和菓子菓和菓子和菓子和菓子和菓子和菓子菓菓菓菓和菓子菓菓菓菓和和 です。です。です。です。です。です。すすです。す

172円

172円

「思の泉」源泉水を使用
し、市内の自社畑にて栽
培した を原料
として本格芋焼酎を造り
ました。

2 開運のまちおやま「本格芋焼酎  金の鈴・銀の鈴」

純米吟醸　小山評定　雄東正宗
連絡先：杉田酒造株式会社 
代表者：取締役社長　杉田  一典             
●小山市上泉237　☎0285-38-0005

純米吟醸　小山評定　若盛
連絡先：西堀酒造株式会社
代表者：代表取締役　西堀  和男  
●小山市粟宮1452 ☎0285-45-0035

純米吟醸　小山評定　鳳凰金賞
連絡先：小林酒造株式会社  
代表者：代表取締役　小林  甚一郎           
●小山市卒島743-1 ☎0285-37-0005

純米吟醸　小山評定　若駒（蔵元4社代表）
連絡先：若駒酒造株式会社             
代表者：代表取締役　柏瀬  福一郎         
●小山市小薬169-1 ☎0285-37-0429

清流思川や日光連山の伏流水と小山産のお
米を原料として、小山の酒蔵が技術の粋を
尽くした地酒統一ブランドです。

1 おやまの地酒統一ブランド「小山評定」

連絡先：杉田酒造株式会社      　　
代表者：取締役社長　杉田  一典
●小山市上泉237 ☎0285-38-0005

小山産五百万石米を原料に、
アルコール分を抑え、甘く上
品に仕上げた、見た目も美し
い「ピンクのにごり酒」。お
酒にあまり強くない方、女性
などにお勧めです。

3「ピンクのにごり酒」

市内下泉のゆずを１００％使
用し、そのゆずのエキスを抽
出し、ゆずの皮も使用したこ
とにより、相乗効果が増した
逸品に仕上がりました。

7「開運　ゆず酒」

連絡先：若駒酒造株式会社      　　
代表者：代表取締役 柏瀬 福一郎
●小山市小薬169-1
☎0285-37-0429

4「木桶仕込み　 かねたまる」

あんずの里でとれた熟成あんずを
使用し、６ヵ月間エキスを抽出し
た後、１年間貯蔵した熟成あんず
酒です。

6 「あんずの里でとれた杏酒」

8 この酒  小山のコシヒカリ
小山産コシヒカリ１００％のお
米を精米歩合６５％で仕込んだ
本醸造酒です。

連絡先：西堀酒造株式会社
代表者：代表取締役  西堀  和男  
●小山市粟宮1452 ☎0285-45-0035

吟醸粕を原料とし、古来の常
圧蒸留法によって生み出され
た本格焼酎です。

10 吟醸粕焼酎 「門外不出」

連絡先：4社
〈諏訪ちひろ・大久保染店・西堀酒造・若駒酒造〉
代表　西堀酒造株式会社      　　
代表者：代表取締役  西堀  和男  
●小山市粟宮1452 ☎0285-45-0035

思川桜染の伝統工芸士、下野
しぼりの伝承者、国登録有形
文化財建造物を所有している
酒蔵とのコラボレーションに
よる小山の文化の薫り漂う商
品として開発されました。

5 思川桜染しぼり  地酒「下野しぼり」

900円

連絡先：杉田酒造株式会社      　　
代表者：取締役社長 杉田  一典
●小山市上泉237
☎0285-38-0005

9 この酒  小山のラムサールふゆみずたんぼ米

戦前に使用していた木桶を復活
させ、手造りにこだわり、しず
く搾りの自然な味わいをそのま
まビンに詰めました。

（箱代別）（箱代別）（箱代別）
1,749円
（箱代別）

（記載価格は税込）

県下第１位の飼育
及び出荷頭数を誇
る小山の黒毛和牛
は、他の有名和牛
にも劣らない高品
質です。

市内の生産者が丹
精を込めて育てた、
安全・安心な柔ら
かくてジューシー
な豚肉です。

連絡先：酒蔵　中野屋
代表者：代表取締役 松森  幹治
●小山市城山町2-12-16
☎0285-25-0737

市内粟宮産山田錦を主原料に、
オーク樽で２年半熟成させたま
ろやかな焼酎です。

11 本格米焼酎「思川物語」

1,522円

5
開運小山うどん

連絡先：開運小山うどん会
代表者：丸地　一夫
●小山市中央町1-1-1（小山市商業観光課内）
☎0285-22-9317

日光連山の伏流水から
湧く清冽な小山の水と、
肥沃な大地で生産され
た良質な小麦粉「イワ
イノダイチ」を使って
仕上げられた小山うど
んは、白く透き通った美しい艶と、なめら
かでモチモチした食感が特長です。

11

1,890円

2,160円

1,400円
本醸造酒

純米吟醸酒

純米大吟醸酒

小山産の「ラム
サールふゆみ
ずたんぼ米」を
100％使用して作られた、口当たりの柔らか
い日本酒です。

24 ｢小山物語｣思川ごぼう

の
でああああああ
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その他

焙煎した小山のひまわりの
種を加えた焼酎は、夏のひ
まわりの香ばしさが漂い、
柔らかな飲み口となってい
ます。

16 本格焼酎「開運小山ひまわり」

連絡先：卸元3社代表　

●小山市神鳥谷4-1-53
☎0285-22-0006

焙煎されたひまわりの種を加えた
おやまブランド認定商品「ひまわ
り焼酎」をシェリー樽に貯蔵して
熟成させました。夏の香ばしさが
漂い、柔らかな飲み口の「ひまわ
り焼酎」を、シェリー樽で貯蔵熟
成させたことにより、まろやかで
薫り高い黄金色に輝くお酒に仕上
がりました。

17 本格焼酎「ひまわりの輝き」

前日光山地を水源とする思川の伏流
水など、豊富な地下水に恵まれた小
山市の水田。そこで育まれた真に理
想的な酒造好適米山田綿を、同じ伏
流水で仕込んだ小山の地の酒です。
純米酒と純米吟醸酒の２種類がブラ
ンドに認定されています。

12「小山祇園城（純米・純米吟醸）」

連絡先：農業生産法人　
 湯本農場いちごの里
代表者：代表取締役　小黒  曻巳
●小山市大川島408 ☎0285-27-0001

日本一のいちごの産地栃木
県でも有数の産地、小山市
の「いちごの里」で作った

100％使用。

18 いちごの里「いちごワイン」

市内で唯一の
天然温泉100％
源泉風呂のあ
る温泉です。
露天風呂付き
ログハウスで
は休憩の他、
宿泊もできま
す。

3 民間ブランド「小山  思川温泉」

連絡先：株式会社  小山温泉  
代表者：代表取締役社長　大髙  弘
●小山市喜沢1475 
☎0285-21-2020

といわれる美しい
音色のハンドベ
ルは大学や多く
の市民チームが
活躍しています。

連絡先：小山市総合政策部文化振興課  ●小山市中央町1-1-1 ☎0285-22-9662

市民の心のよ
りどころとな
るよう昭和53
年７月に制定。
街の姿や名物
を唄いこんだ
小山の未来を
志向し、情緒豊かな歌詞になっています。

2 小山音頭
祭りの華、お
囃子。本来は
上霊を賑やか
に迎える際に
演奏するもの
で、歴史と伝
統をもった多
くのお囃子が伝えられています。

1 おはやし

連絡先：小山市商業観光課  
●小山市中央町1-1-1 ☎0285-22-9273

　平成17年に人口が16万人を突破し､県内第二の都市となった躍進著しい小山市は､「水と緑と大地」の豊かな自然環
境に恵まれています。こうした環境から、この大地には古くから人々が集い、暮らし、魅力的な歴史を育んできました。7ヵ所も
の国指定史跡があるのは、小山市が指折りの歴史のあるまちであることを示すものと言えるでしょう。
　そのことは、日本の歴史を決定付けた1つの史実が物語っています。江戸幕府の成立に道筋を付けた「小山評定」です。
「小山評定」は、小山市の最大の「ブランド」であります。

　徳川家康は、慶長５年(１６００)７月２４日、上杉景勝を討伐するため
に会津(福島県)に向かっていた途上、下野国小山に本陣を置きました。
その時、石田三成挙兵の報が入り、翌２５日急遽家康は本陣に諸将を
招集して軍議を開き、「このまま上杉を討つべきか、反転西上して石田
を討つべきか」を質したのです。これが世に言う「小山評定」です。　
このとき、尾張国清州(愛知県)城主の福島正則が家康のために命を
投げ出すことを誓い、続いて遠江国掛川(静岡県)城主の山内一豊が、
「家康に城を明け渡してまでもお味方します」と進言しました。一豊らの
建議が諸将の気持ちを動かし、家康支持で固まったのです。
　そして９月１５日、美濃国(岐阜県)関ヶ原に東西両軍約２０万の大軍
が相まみえて天下分け目の一大決戦が行われ、東軍が勝利したので
した。家康が勝利を収めることができたのは関ヶ原の戦であっても、そ
の栄光の道筋は、小山から始まったといっても過言ではないでしょう。
　小山市は、江戸幕府の成立に栄光の道筋を付けた「開運」のまち
と言えるでしょう。

小山評定

●東北新幹線利用

●東北本線（宇都宮線）利用

●自動車利用（東北自動車道）

●水戸線利用

東  京 小  山

小  山

小  山

福  島 仙  台
42分 75分

上  野東  京
快速利用64分

水戸より80分 高崎より100分

100分
●両毛線利用

栃木より15分
●東武線利用

東  京

福  島

仙  台

80km

新  宿
湘南新宿ライン（快速利用）70分

上野・東京ライン64分

190km

小  山五霞IC 30km
（国道4号）

270km

小  山
前  橋

水  戸

70km

97km

●自動車利用（北関東自動車道）

●自動車利用（圏央道）

佐野・藤岡インターチェンジより国道50号を小山／水戸方面へ。岩舟－静和－大平を経て小山市街へ。

市
山
小

の
へ

ス
セ
ク
ア

小山市中地区で、昔
から夏バテしないよ
う、すりおろした
じゃがいもに、刻ん
だ青じそなどを入れ、
味噌で味付けして揚
げたスタミナ料理です。

1 郷土料理「うづまあげ」

連絡先：ひまわりグループ
代表者：代表　須賀　トシ子
●小山市下初田1018-2 
☎0285-37-1047

2 OYAMAの雫  美容液

1 本場結城紬

結城紬で使われ
ている地機は、
千数百年も昔の
まま変わること
なく今日に至り
ます。

2 本場結城紬織機（地機）

連絡先：仁平　忠
代表者：仁平　忠
●小山市高椅1269-1 ☎0285-49-0054

じばた

N

栃木県栃木県

小山市小山市

問い合わせ

小山ブランド創生協議会
〒323-8686　
小山市中央町1丁目1番1号
〔事務局〕小山市役所経済部商業観光課ブランド創生推進室内
　  　　 TEL.0285-22-9317  FAX.0285-22-9260

佐野・藤岡インタ

問い

小小小小小小小小小小小小小小小小小
〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒32323232323232223
小山小山小山小山小山小山小山小山小山小山小小山
〔事〔事〔事〔事事〔事事〔事事事〔事事事事事事〔事事〔 務務務務務務務務務務務務務務務務務務
 　  　  　

日本一の生産量と品質を
誇る小山産はとむぎを原
料としています。

13 本格はとむぎ焼酎「小山物語」

ビタミン、ミネラル
が豊富な小山産古代
米、赤米、緑米を原
料としています。

14 おやま古代米本格焼酎「千年の思い」

生産量日本一の小山産二
条大麦を原料に、花酵母
で造った花香吟と非公開
新酵母で造った旨吟の２
種類があります。

栃木県小山産のハトムギの精白粒
（ヨクイニン）を使って「ヨクイニ
ンエキス小山」をたっぷりと入れ、
他に大豆エキス、アロエベラエキ
ス、シコンエキス、ヒアルロン酸
などお肌に良い成分をたっぷりと
使用して作り上げた美容液です。

15 小山産大麦100％本格麦焼酎「開運小山思川」

1,566円

1,860円

鎌倉・江戸と二つの幕府
成立に栄光の道筋をつけ
た「開運のまち  おやま」
を全国発信するために、
おやまブランド品の中で
も を呼び込む伝統
工芸品「下野人形」と「間
々田ひも」のコラボレー
ションによる商品。

7 伝統工芸品「開運ストラップ」

連絡先：一般社団法人  小山市観光協会
代表者：会長　大久保  寿夫 
●小山市中央町3-7-1 ☎0285-30-4772

ラムサール条約湿地に登
録された渡良瀬遊水地の
良質なヨシを厳選して、
100％使用し丁寧に仕上げ
ているため、大変長持ち
します。

8 ラムサール渡良瀬遊水地 よしず

連絡先：株式会社  池貝正一商店
代表者：池貝  孝雄         
●小山市下生井1201-1  
☎0280-55-1078

1,800円

大人：平日 750円／土日祝 900円

子供：平日 400円／土日祝 450円

720ml 1,360円／1800ml 2,592円

1,566円

1,337円

1,337円

1,337円

草木染の手法により、
思川桜の枝の色素を
利用して製作した
染物です。媒染剤
の種類により、黄色、
サーモンピンク、グレー、
ベージュの色調が出来ます。

5 結城紬「思川桜染」

連絡先：大久保染店 
代表者：大久保　雅道                          
●小山市福良2567-5 ☎0285-49-0105

4 家紋帳箪笥・ダルマ戸棚

連絡先：春山木工所
代表者：春山　信行
●小山市八幡町2-12-29 ☎0285-22-3411

ダルマ戸棚は、オ
リジナルのデザイ
ンで、発祥はよく
分かっていません
が、ダルマを飾る
ため、または、職
人がダルマを作る過程で使った戸棚、とい
う説と、戸棚の形が上下にくびれているた
め外観がダルマに似ているからという説が
あります。

純米酒

720ml 1,723円／1800ml 3,380円
純米吟醸酒

人形（ひとがた）
は下野の国の工芸
品。市の無形文化
財指定の「下野し
ぼり」和紙で作ら
れています。

6 下野人形・下野しぼり

連絡先：諏訪　ちひろ 
代表者：諏訪　ちひろ 
●小山市城東1-3-17 ☎0285-22-2572

草木染ならではの
落ち着いた色合い
が魅力で、手で丹
念に組み上げて作
ります。

3 間々田ひも

連絡先：間々田ひも店
代表者：渡辺　悦子                             
●小山市間々田1315 ☎0285-45-0343

●史跡小山評定跡

開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち開運のまち

芸能伝統工芸品地酒

連絡先連絡先連絡先連絡先：農：農：農農農業生産業生産産法人　法人法人人法人
 湯本 湯本湯本農場い農場い農場い場 ちごのごのちごのちち 里
代表者代表者代表者代 ：代代代表取締表取取取取 役　小役 小役 小小小黒  黒  黒黒 曻巳曻巳巳巳
●小山●小●小山●小 市大川大市大川大 島408 ☎8 ☎8 ☎☎0288285-25-25-227-00010001

日本一日本一日本一日本一日本一日日本一一のいちのいちのいちのいちのいちののの ごの産ごの産ごの産ごの産の産ごの産の産の産地栃木地栃木地栃木地栃木地栃木地栃木栃木栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃
県でも県でも県でも県でも県でも県で県で県県県県県県 有数の有数の有数の有数の有数の数有数 産地、産地、産地、産地、産地、地産地、地産 小山市小山市小山市小山市小山市山市小山市山市市市
の「いいの「いいの「いの「いの「いいの ちごのちごのちごのちごのちごのちごのごご 里」で里」で里」で里」で里」で里」でででででででででででで作った作った作った作った作った作った作った作作
とちおとちおとちおとちおとちおとちおとちおとととととととととととととと とめとめとめとめとめめ 100100100100100001000 ％使用％使用％使用％使用％使用％使用％使％使用。。。。

181 いちごの里「いちごワイン」

結城紬結城紬結城紬結城紬結城紬結結城結結結 で使わで使わで使わで使わで使わで れれれれれれれれれ
ているているているているるているていていいてて 地機は地機は地機は地機は地機は地 、、、、
千数百千数百千数百千数百千数百千数百千数千千千千千千千 百年も昔年も昔年も昔年も昔年も昔年年年年年ももも ののののの
まま変まま変まま変まま変まま変まま変まま変ままま 変わるこわるこわるこわるこわるこここわ ととととと
なく今なく今なく今なく今なく今なく今く今日に至日に至日に至日に至日に至日日日 りりりりりりり
ます。ます。ます。ます。ます。ますますまま

2 本場結城紬織機（地機）

連絡先連絡先連絡先連絡 ：仁平　忠平平
代表者代表者代表者：仁仁仁仁： 平　忠忠忠忠忠忠忠忠忠忠
●●小山市小山市小山市高椅1高椅椅 269692696969-1-  ☎0☎☎028555-494 -00000 545445

じばた

1,860円

草木染草木染草木染草木染草木染草木草木染草 染草木木木木草 の手法の手法の手法の手法手法の手法手法手の手法法手法手手手手手 によりによりによりによりよりによりよりりよよりよりによりより、、、、、、
思川桜思川桜思川桜思川桜思川桜思川桜川桜川桜桜桜桜川 の枝のの枝のの枝のの枝のの枝のの枝のの枝ののの枝のののの枝ののののの 色素を色素を色素を色素を素ををを色素を色素を色素を素を色素を素を素素素素
利用し利用し利用し利用し利用し利用し利用し用し利用し利用利利 して製作て製作て製作て製作て製作て製作て製作て製作て製作作作製 したしたしたしたしたしたしたしたしししししししししし
染物で染物で染物で染物で染物で染物で染染物で染染物物 す。媒す。媒す。媒。媒す。媒す。媒す。媒す。媒すす 染剤染剤染剤染剤染剤染剤染剤染剤染剤
の種類の種類の種類の種類の種類の種類の種類の種類の によりによりによりによりによりによにににににににににに 、黄色、黄色、黄色、黄色、黄色、黄色黄色黄黄色黄黄黄黄黄黄 、、、
サーモサーモサーモサーモサーモサーモサーモーモモサー ンピンンピンンピンンピンンピンンピンンピンンンピンン ク、グク、グク、グク、グク、グク、ググクク レー、レー、レー、レーレー、レーレ
ベージベージベージベージベージベージージベージジジジュの色ュの色ュの色ュの色ュの色ュの色ュの色色の 調が出調が出調が出調が出調が出調が出調が出調が出出来ます来ますま来ます来ます来ます来ます来来 。。。

5 結城紬「思川桜染」

連絡先連絡先絡先連絡先連絡先：大：大：大：大大久保染久保染久保染久保染店 店店
代表者代表者代代 ：大：大：大大久保　久保久保久久 雅道 雅道 雅道雅                            
●●小山市小山市小山市山 福良2福良2福良2福良2福良2567567567-5-5-5-  ☎0☎0☎0☎ 285285288 -4949-01-010000000-010 0505050

4 家紋帳箪笥・ダルマ戸棚

連絡先連絡先先絡先：春春春山木工山木工工山木工工工工所所所所所所所所所所所所所所所所所所
代表者代表者表者表表者表 春春：春春山　信山　信山　信山　信山　山 信山山山山山山 行行行行
●●●小山市小山市小山市市八幡町八幡町八幡町八幡八八幡 2-12-12-12-222-22-22 9999 ☎ ☎☎0280280280285-25-25-25-255555 2-32-32-32-32 341141411411

ダルマダルマダルマダルマダルマルマダルマルマ戸棚は戸棚は戸棚は戸棚は戸棚は棚は棚はは棚棚 、オ、オ、オ、オ、オオオオオオオ
リジナリジナリジナリジナナジナジナリジナジ ルのデルのデルのデルのデルのデルのデザイザイザイザイザイザイザイ
ンで、ンで、ンで、ンで、ンで、で 発祥は発祥は発祥は発祥は発祥は発発 よくよくよくよくよくよく
分かっ分かっ分かっ分かっ分かっっかか分かかかか分かかかか ていまていまていまていまていままていまていままませんせんせんせんせんせせ
が、ダが、ダが、ダが、ダが、ダダルマをルマをルマをルマをルマをルマをルママママママママママママ 飾る飾る飾る飾る飾る飾る飾飾
ため、ため、ため、ため、ためため、ため、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた またはまたはまたはまたはまたははまたはたた 、職、職職、職、職、職、職職
人がダ人がダダ人がダ人がダ人がダがが ルマをルマをルマをルマをルマをルマをををを作る過作る過作る過作る過作る過作る過作る過過過過過る過る 程で使程で使程で使程で使程で使程程程で程ででで程で使程 使った戸った戸った戸った戸った戸った戸たった戸戸棚、と棚、と棚、と棚、と棚、と棚、と棚、と棚 とといいいいいいいい
う説とう説とう説とう説とう説とううう 、戸棚、戸棚、戸棚、戸棚、戸棚戸棚戸棚戸 の形がの形がの形がの形がの形ががの形 上下に上下に上下に上下に上下に下に上下に下下下下 くびれくびれくびれくびれくびれくびれく れているているているているているているているいるて るいるるるるるるい たたたたたたたたた
め外観め外観め外観め外観外外外め外観め外観がダルがダルがダルがダルがダルがダルダルダルルルマに似マに似マに似マに似マに似にマに似ママにに ているているているているているるるるいるているいるるるるているい からとからとからとからとからとからとからとから いう説いう説いう説いう説いう説いう説いう説いう説ういうう説説説説説説がががががががががが
ありまありまありまありまありまあ まり す。す。す。す。す。す。。。。。す

草木染草木染草木染草木染草木染草木染草草 ならでならでならでならでならででら はのはのはのはのはのはのはのはは
落ち着ち着落ち着落ち着落ち着落ち着落ちち落 いた色いた色いた色いた色いた色色色た色色たた 合い合い合い合い合い合
が魅力が魅力が魅力が魅力がが魅力魅が 力で、手で、手で、手で、手で、手手手で丹で丹で丹で丹で丹
念に組念に組念に組念に組念に組念に組に組念に組組念ににににに み上げみ上げみ上げみ上げみ上げみ上げげて作て作て作て作て作作作作作作て
りますりますりますりますりますますままりますますまますすすすすま 。。。。

3 間々田ひも

連絡先連絡連絡連絡先：間間々田ひ田ひ々田ひ田ひひひひひひも店
代表者代表者者：渡：渡辺　悦辺　悦子  子 子 子                           
●●●小山市市山市市間々田間々田間々田13113 5 ☎0285-4554 -03-00000300 4343343434444

天使の天使の天使の天使の天使の天使の天使天使天使天使の天天使の天天天天天天天天使の天 ハーモハーモハーモハーハーモハーモハーーモハハーハーハーハハ モハ ニーニーニーニーニーニーニニーニニニニニニニニ といわといわといわといわといわいわといわとといわいいいいいいといわわわれる美れる美れる美れる美れる美れる美れる美れれるれ 美美美る美美しいしいしいいしいいしいしいしいしいいいいいいしいいしいしいしいしいしししいいししいしし
音色の音色の音色の音色の音色の音音色の音色の音音色の音音色の音音色音音音音音音音色音色 ハンドハンドハンドハンドハンドハンハンドンハンドハンドンンンンドドドベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベ
ルは大ルは大ルは大ルは大ルは大は大は大大は大ルは大は大ルは大は大はルは大は大は大は大は大は大ルはははははははははは大ははは大は大ルはは大学や多学や多学や多学や多学や多学や多学や学や多学や学学学学や多学学学学や多学学や学学学や学や多くくくくくくくくく
の市民の市民の市民の市民の市民の市民市民の市民市市市民市民の市民民市市 チームチームチームチームチームチームチームチームムチームムムムムムムがががががががががが
活躍し活躍し活躍し活躍し活躍し活躍し活躍し躍し活躍し活躍し活躍しし活躍し活躍し躍し躍躍躍躍躍躍躍躍 いまていまていまていまていまていまていていまていまままいいまままままままます。す。す。す。す。す。す。す。す。すす

連絡先連絡先連絡先連絡先連連連連連絡先連連連絡先連 ：小：小：小：小小山市総山市総山市総山市総市山山山 合政策合政策合政策政策合政策部文化部文化部文化部文化部文化部文化振興課振興課振興課課振興課課  ●  ●  ●●●小山市小山市小山市小山市小山市山市中央町中央町中央町中央町中央町中央 1-11-11-11-111-1-1-1 -1 -1 11 ☎02☎02☎02☎02☎02☎02285-85-85-85-5-8 22-22-22-22-22-2 96696696696696 222222

市民の市民の市民の市民の市民の民民民市民の民の民民民民民民市民の民の市民の民民民民民のの心のよ心のよ心のよ心のよ心のよ心のよ心のよ心ののよ心のよよ
りどこりどこりどこりどこりどこりどこりどこりどここり ろとなろとなろとなろとなろとなろとなろとなろととなろ なな
るるるるるるるるるようようよううようようようよ 昭和昭和昭和昭和昭和和和昭和和53535353553553533
年年年年年年年年７７７７７７７月に制月に制月に制月に制月に制月に制月に制月に制月月月に 定。定。定。定定定。定。定
街の姿街の姿街の姿街の姿街の姿街の姿姿街の姿街街街街街街街街の姿街街街街街 姿や名物や名物や名物や名物や名物や名物や名物や名や名物や名物や名物名物名名名名名名名名名名物名名名名名名
を唄いを唄いを唄いを唄いを唄を唄いを唄い唄い唄い唄いこんだこんだこんだこんだここんだこんだんだこんだこんだ
小山の小山の小山の小山の小山の小山の小山の小山の小山の山山山山小山山山小小小小小小 未来を未来を未来を未来を未来を未未来を未来を来を
志向し志向し志向し志向し志向し志向し志向し志向し志向し志向しし向志志志 情緒、情緒、情緒、情緒、情緒、情緒情緒情、情、情緒、情緒情情情 豊かな豊かな豊かな豊かな豊かな豊かな豊か豊かな豊かな豊豊かなか豊 歌詞に歌詞に歌詞に歌詞に歌詞に歌詞に歌歌詞に歌詞に歌詞に歌 なってなってなってなってなってなってなってなってななななってな いますすすすいますいますいますいますいますいますまいますいますいますます。。。。。。。

2 小山音頭
祭りの祭りの祭りの祭りの祭りの祭りの祭りの祭りのりの祭りのり祭り祭 華、お華、お華、お華、お華、お華、お華、おお華、おおお華華
囃子。囃子。囃子。囃子。囃子。囃子。囃子。囃子囃囃子子子 本来は本来は本来は本来は本来は本来は本来本来は本来は本本来本本 は来は本来は来
上霊を上霊を上霊を上霊を上霊を上霊を上上霊を上 を上上 賑やか賑やか賑やか賑やか賑やか賑やか賑やか賑ややか
に迎えに迎えに迎えに迎えに迎えに迎えに迎えに迎え迎迎迎 にる際にる際にる際にる際にる際にる際にる際る際に際
演奏す演奏す演奏す演奏す演奏す演奏す演奏す演奏す演奏演奏すすすすすするものるものるものるものるものるものるもののるものの
で、歴で、歴で、歴で、歴で、歴、歴で、歴、歴で、歴歴歴歴歴で、歴歴歴歴歴歴歴歴歴史と伝史と伝史と伝史と伝史と伝史と伝と史史と伝と
統をも統をも統をも統をも統をも統をも統をも統をもをも統をもももった多った多った多った多った多った多った多った多っ 多っ
くのおくのおくのおくのおくのおくのくのおくくくくくくくく 囃子が囃子が囃子が囃子が囃子が囃子が囃子が子が子子が囃子が子 伝えらえら伝えら伝えら伝えらえら伝えら伝えら伝伝ええ れていれていれていれていれていてれていれていててててててててててててててて ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ままま

1 おはやし

連絡先連絡先連絡先絡先連絡連絡連絡先絡絡先先：小：小小小山市商山市商山市商山市商山山山山山山山山 業観光業観光業観光観光観光業観光課課  課  
●●●●小山市小山市小山市市小山市中央町中央町中央町1-11-1-11-1- -1-1-  ☎0 ☎0☎0☎☎☎☎ 285285228528 -22-2222222-92-92-9 73733733

芸能芸能
袖を通すほどに艶やかさを増すと言われる
本場結城紬。

連絡先：栃木県本場結城紬織物協同組合     
●小山市福良2358  ☎0285-49-2430
連絡先：株式会社  結城屋工房思川桜
代表者：代表取締役　井上  和也
●小山市福良2140-4  ☎0285-39-1020

①手つむぎ糸　②柄付けは絣しばり
③地機で織られている

～小山市を全国に発信します～

2,880円

3 ハンドベル

連絡先：株式会社  食メディア
代表者：代表　牧田　泰子
●小山市駅南町1-19-16
☎0285-27-7166

その昔、帳場（旅館や商
店の勘定場）で使われて
いた箪笥で、扉に２つ
の家紋が入っています。
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