
TEL.0287-76-1711

入館料300円引き

那須テディベアミュージアム

1グループ5名様まで
（休館日）12/13、2/14.15、3/14　

TEL.0287-63-8787

50％OFF
キングハム３Dメルヘン水族館

1グループ5名様まで
定休日なし/冬期臨時休業有り

TEL.0287-76-6110

あつあつの串フランクが半額!!

キングハム・手づくりハムのお家

特製！焼き串フランク　通常300円→150円
定休日なし（臨時休業あり）
※悪天候時閉店の場合あり

TEL.0287-74-6511

ランチタイム通常2,000円コース→1800円でご提供
Restaurant cu-eri（レストラン クエリ）

サラダ、前菜、メインディッシュ、デザート、ドリンク
火曜日定休

TEL.0287-62-6720

那須和牛ステーキランチ5％OFF
鉄板焼ステーキハウス きく

火曜日、水曜日ランチ定休
（冬期休業）1/28 ～ 2/3

TEL.0287-78-2263

レイキセラピー半額体験
ペンション 那須のくまさん

ペンション内「レイキ こもれび」にて通常料金の半額
30分通常5,000円→2,500円　60分通常7,000円→3,500円
3/15まで、年末年始・連休は除く、要予約

TEL.0287-63-7423

ロクロ指導料半額！！
ぎゃらりー瀧

通常1,000円の指導料→500円
ギャラリー内の一部作品の半額セールもあります
定休日なし（ほぼ無休）　予約優先
予約時に本チラシの件をお申し出ください

TEL.0287-74-0010

家族割引き（小学生以下半額）
うなぎの丁子屋

小学生以下 特上・通常3,800円→1,900円
上・通常2,900円→1,500円　並・通常2,200円→1,100円
月曜日定休

TEL.0287-78-1164

暖炉deマシュマロ
TOWAピュアコテージ

全室暖炉付き。薪とマシュマロセットをサービス（宿泊に限る）
（冬期休業）11/29 ～12/1、12/6 ～12/8、12/13 ～12/15、1/9 ～ 2/28

TEL.0287-76-7335

ジェラートハーフサイズ＆コーヒー 200円
ジェラート＆輸入雑貨 ロッシ

ちょっと食べたい方にぴったり！休憩に、お買い物のついでにどうぞ！
1グループ5名様まで　火曜日定休
（サービス除外日）12/30 ～1/3

TEL.0287-76-3659

自家製シフォンケーキ1ホールプレゼント！♪
ペンション映山湖（えいざんこ）

ご宿泊のお客様、1グループ1ホール、自家製ふわふわの
シフォンケーキプレゼント
予約時に本チラシの件を
お申し出ください

TEL.0287-78-6000

体験工房「和楽日」で手作り体験すると
温泉優待券プレゼント

ホテルエピナール那須

温泉大浴場が500円（税込）※プールはご利用不可、レンタルタオル付

1グループ5名様まで　1/10・11休館

TEL.0287-78-1882

スノーライフ応援企画「パンの缶詰」1グループ1缶プレゼント
ペンション　もちもちの木

スキー・ボード・スノーシュー・登山を楽しむゲストへ、
「パンの缶詰」を1グループに1缶プレゼント
予約時に「冬の那須フェスタ」でとお申し出ください。
スノースポーツの種目をお知らせください

TEL.0287-76-1026

秋冬の味覚フェア

ペンション　レモンバーム

那須和牛ヒレステーキ二食付プランが特別価格9,900円～
予約時に本チラシの件を
お申し出ください

TEL.0287-62-8782

体験された方にホットケーキ、紅茶セットをサービス
アートスペース那須

10：00 ～16：00（受付9：30）　1回定員25名
フュージング体験（べネチアングラス）　ストラップ・ペンダント・
ステンドグラスキット商品の小物制作
ステンドグラスは1週間前要予約

http://hikariippai.p-kit.com/

フュージング体験 1,800円～2,500円　ステンドグラス 3,000円～3,600円

串フランク　300円→150円
３D水族館　大人通常800円→400円　小人通常600→300円

TEL.0287-78-1150

入園料半額

那須ハイランドパーク

（定休日）11/29・30、12/1・6・7・8・13・14・15
（冬季休園）1/11～2/28

TEL.0287-76-3111

入園料50％OFF
那須りんどう湖LAKE VIEW

1グループ5名様まで　（定休日）1/11～3/16の水・木曜日
（サービス除外日）3/18～3/31
他の割引との併用不可

通常入園料の半額

大人通常1,600円→800円　小人800円→400円

那須和牛の宿 ラ・ハーユ

半露天貸切温泉小さな隠れ宿
看板猫も

TEL.0287-76-1211

おすすめ：ステーキ丼特上、
よくばり那須御膳

やま吉 那須本店

TEL.0287-73-8868

おすすめ：那須和牛サーロイン
ステーキ、那須和牛ビーフシチュー

おすすめ：那須和牛ステーキランチ、
那須和牛ステーキコース

鉄板焼ステーキハウス きく

那須ブランド登録、那須和牛の鉄板焼

TEL.0287-62-6720

11：00～14：00　17：00～21：00
火曜日、水曜日ランチ定休
1/28～2/3休館、12/27～1/4
ランチ休み

歴史感じる古民家で
那須和牛ステーキ丼を！
11：00～15：00、17：00～20：00
（水曜日は11：00～15：00）
木曜日定休

16：00～10：00
不定休

ペンション レモンバーム

那須和牛を岩塩と
オリジナルソースで

TEL.0287-76-1026

おすすめ：那須和牛ヒレ
ステーキ

ペンション映山湖（えいざんこ）

インターネットプランで
ご予約されたお客様にご提供

TEL.0287-76-3659

おすすめ：ご当地牛「那須和牛」を
映山湖でじっくり味わうプラン

15：00～10：00
定休日なし

囲炉裏料理 与一

地産地消を推進する
旬彩店です

TEL.0287-76-3486

おすすめ：なすべん

11：30～15：00
17：00～21：00
水・木曜日定休

ミートショップ 鶏春

那須和牛一頭買いを
店頭販売しています

おすすめ：那須黒毛和牛

9：00～18：30
水・木曜日不定休
（冬期休業）1/1・2

肉のあづまや

那須和牛スライスをのせた
特製メンチです

おすすめ：特製 那須和牛
メンチ

営業時間9:00～18:00
日曜日定休

ステーキハウス寿楽本店

那須和牛取扱店の精肉店直営です！！

TEL.0287-76-3844

おすすめ：那須和牛サイコロステーキ、
那須和牛ビーフシチュー、那須和牛
ローストビーフ、那須和牛すじ煮込み、
那須和牛ビーフカレー

創業70年を迎える老舗精肉店

TEL.0287-76-4129

おすすめ：那須和牛サイコロ、
那須和牛サーロイン、那須和牛ヒレ、
那須和牛すじ煮込み、
那須和牛ビーフカレー

那須フィッシュランド

自然渓流を眺めながら食事

TEL.0287-69-0009

おすすめ：BBQ那須和牛セット
1人前￥3,000
那須牛のキーマカレー￥1,000

食堂11：00～15：00
BBQ10：00～15：00
定休日なし
BBQ1月2月は要予約

休暇村 那須

那須和牛メインのランチプレート

TEL.0287-76-2467

おすすめ：なすべん　

12：00～13：00　定休日なし
12/6～8、12/11は、館内外メンテ
ナンスで休館予定
※季節により料理内容が変更に
なる場合がございます

ミートショップ牛楽

なすとらん

TEL.0287-78-1219

おすすめ：那須和牛ステーキ丼、
なすべん、那須和牛コロッケ定食

ゲストイン悠香里（ユーカリ）

女子旅、マタニティ歓迎!!
一汁三菜の創作フレンチ

TEL.0287-74-3978

おすすめ：那須和牛赤身肉の
ステーキ、旬の採れたて野菜の
グリル添え

8：00～22：00
不定休　冬期休みあり

ジョセフィーヌ

地元食材を
ぎゅっと盛り合せた
ランチプレート

TEL.0287-76-1237

おすすめ：なすべん

10：30～17：00
（3月からは10：00～17：00）
火曜日定休

那須高原の宿 山水閣

旬の地元食材を使用した
懐石料理が人気

TEL.0287-76-3180

おすすめ：那須黒毛和牛の
豆乳しゃぶしゃぶ

定休日なし

パティ200gのハンバーガー

TEL.0287-74-3250

TEL.0287-72-0379TEL.0287-76-2326

おすすめ：那須和牛
ハンバーガー、
那須和牛コロッケ

11：00～16：00
定休日なし

レストラン大原

ボリュームたっぷり
三種の味が楽しめる！

TEL.0287-72-0269

おすすめ：那須和牛入ミックス
グリル（牛肉、チキン、ハンバーグ、
エビフライ）￥1,500

11：00～20：00
日曜日定休

レストラン ル・ロージェ

那須の食材から生まれた
和と洋のコラボ料理

TEL.0287-78-1164

おすすめ：なすべん

12：00～14：00（LO.13：30）
（冬期休業）11/29～12/1、
12/6～12/8、12/13～12/15
1/8までの提供と
なります

リゾート菊ホテル

那須ブランド登録、
那須和牛の鉄板焼

TEL.0287-62-6717

おすすめ：那須和牛スタンダード
プラン、他

那須どうぶつ王国
「ヤマネコテラス」

那須和牛を使ったカレーを
提供中

TEL.0287-77-1110

おすすめ：那須和牛カレー

11：00～15：00
定休日は那須どうぶつ王国の
営業日に準ずる

定休日なし
（冬期休業）1/28～2/3

Licca NASU Hutte

当店一番人気の那須和牛ステーキランチ
通常5,770円→5,480円でご提供

冬の午後、少し優雅に
ティータイム!!

那須ステンドグラス美術館

★クッキープレゼント

TEL.0287-76-7111

おすすめ：パーネアランチャ
（オレンジバゲット）

パン香房 ベル・フルール

AM9：00～PM5：00（売切次第終了）
木曜日定休
（冬期休業）2/15 ～2/17

無添加で躯にやさしい、別荘族御用達の香房
★3,000円（税別）以上お食事、
お買物でオリジナル保冷バック
1個プレゼント

TEL.0287-76-7008

那須テディベアミュージアム
（テディズガーデン）

9：30～17：00（L.O16：30）
12、2、3月の第2火曜日、
2月の第2水曜日定休

ベア達とくつろぎの時を
お楽しみ下さい

TEL.0287-76-1711

おすすめ：だっぱら おすすめ：お米パン
なかむらや志水

7：00～19：30
不定休

昔ながらの手造りの
和菓子屋

TEL.0287-72-5083

おすすめ：那須ブランド
カツミロール

菓子工房Katsumi

土・日曜日のみ営業 11：00～18：30
（冬期休業）1/1～1/3

地産地消、安心安全な
食材を使用
★小さいマカロンプレゼント

TEL.0287-73-5540

おすすめ：デカプリン

おすすめ：御用邸の月
お菓子の城

8：30～17:00
定休日なし

フレッシュな卵を使った
蒸しケーキ

TEL.0287-62-1800

おすすめ：手作りスコーン

10：00～17：00
火・水曜日定休

高原の景色が楽しめる
ハーブティーカフェ

TEL.0287-76-7315

おすすめ：ライ麦ブレッド

那須りんどう湖LAKE VIEW
本格石窯パン

10：00～19：00
定休日なし

栃木県産小麦使用
スペイン石窯で焼きます

TEL.0287-76-3111

おすすめ：冬季限定
ラズベリーショコラ

ジェラート＆輸入雑貨 ロッシ

10：00～17：00
火曜日定休

34種類のジェラートと
可愛い雑貨に心も躍る
★スペシャルトッピング
プレゼント

TEL.0287-76-7335

おすすめ：コロコロ焼き
ショコラ

那須ラスクテラス

9：00～18：00
定休日なし

喉ごしの良い食感が特徴の
ラスク専門店

TEL.0120-950-077

おすすめ：ジョセフィーヌ
パフェ

ジョセフィーヌ

10：30～17：00
（3月からは10：00～17：00）
火曜日定休

牧場直営のカフェで
ヨーグルトスイーツを!

TEL.0287-76-1237

おすすめ：パンケーキ

コピスガーデンカフェ
（CoppiceGARDEN Cafe）

10：00～16：00変動あり 不定休
（冬期休業）12/29～
1/2、1/25～2/2

★お食事、デザートパンケーキ
ご注文のお客様お1人につき
ドリンク1杯無料（コーヒー or紅茶）

TEL.0287-73-8311

那須のお米のパン屋さん

9：00～17：00
水曜日定休

お米ならではの
もちもち食感のパン屋さん

TEL.0287-74-3272

おすすめ：フレッシュ
フルーツパンケーキ

11：00～16：00
定休日なし

たっぷりフルーツパンケーキ

TEL.0287-74-3250

おすすめ：かぼちゃぜんざい

みちのく民芸店

AM9：00～PM5：00
木曜日（冬期不定休）

北海道産小豆と地元かぼちゃのコラボ

TEL.0287-76-2337

おすすめ：冬限定！
手作りナス・ショコラ・ソフト
クリーム２個で300円！

なすこぐまアイス

TEL.0287-76-6113

おすすめ：ブルーベリー
パウンドケーキ

フランクリンズカフェ

11:00～18:00
年末・年始休業(12/28～1/1)
水曜日定休

自家製ブルーベリー使用の
パウンドケーキ

TEL.0287-74-2066

11：00～16：00（L.O）
16：30（閉店）
定休日なし
2/18休館

★喫茶利用で味噌おでん1本
サービス＆漬物バイキングサービス

冬期オープン日 12/23～25、
3/18～20、25～26
11:00 ～17:00

Licca NASU Hutte

おすすめ：パンナコッタ

TEL.0287-76-2337

「すいとんおこわ、ゆばこんにゃくセット」25％OFF
みちのく民芸店

1枚で2名様まで　木曜日定休（冬期不定休）
（サービス除外日）12/30 ～1/3

体にやさしい玄米を発酵させた団子で作る「すいとん」に笹おこわとゆばこんにゃく、
漬け物バイキングがつくセット通常800円→600円

TEL.0287-62-6522

入館料300円引き

那須高原　私の美術館

一般通常1,000円→700円　高・大学生800円→500円　小中学生600円→300円
1グループ5名様まで　火曜日定休（1/3は営業）
（臨時休館日）1/11～3/1までの水曜日、1/12・13、2/9・10
※他の割引との併用不可　TEL.0287-62-6662

入場料半額

那須クラシックカー博物館

1グループ5名様まで有効　※1/10～2/28の期間に限る
定休日なし

大人通常1,000円→500円　小人600円→300円

スイーツ・パン・カフェめぐりスタンプラリー

最大50％OFFなど冬のお得情報をご紹介！！

冬は那須和牛を食べよう 楽しく美味しく、お土産にも最適!

冬だからこそできる、おもてなし!
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チラシ
ご提示

各店で那須和牛メニューをお召し上がり、またはお買物をされたお客様にお１人様1回1枚の応募券を
差し上げます。抽選で6名様に那須和牛ステーキ肉をプレゼント。詳しい応募要項は応募券をご覧下さい!

500円以上のご利用でスタンプ1個を押印いたします。

10店舗達成した方には抽選で30名様に、ステキなプレゼントを差し上げます。

スタンプラリー用紙は那須町観光協会、道の駅友愛の森観光交流センター、

各店舗にて配布します。詳細はスタンプラリー用紙をご覧下さい!

本チラシ掲載内容の有効期間は2016年12月1日～2017年3月31日まで。　個別に日程や条件が示されている施設は記載内容が優先されます。

本チラシを持参し、ご注文、お買物時にご提示ください。
事前予約が必要な場合は予約時にお申し出ください。

協力：JAなすの、那須町農林振興課

チェックイン 15：30～
チェックアウト～10：00
定休日なし

＜昼の部＞10：30～14：30（受付終了）
＜夜の部＞17：00～19：00（受付終了）
※状況により変動あり　木曜日定休
12月～2月水・木曜日連休

9：00～19：00※準備時間あり
木曜日定休
12月～2月
水・木曜日連休

那須のブランド和牛を
ステーキ丼で。特製ダレ、
野菜の旨味が自慢の一品
11：00～15：00
火曜日定休

（土産品、民芸品でもスタンプ押印）

10店舗達成した方の中から抽選で30名様
に、ステキなプレゼントを差し上げます!

応募券3枚を集めて那須和牛を当てよう!

那須和牛は指定生産農家が丹精込めて
育てた、那須高原地域で生産された特選
和牛です。
是非ご賞味ください。

那須には、おしゃれでおいしいお菓子屋
さん、パン屋さん、カフェが多く点在し、
人気を集めています。満足感たっぷり
スイーツや、食感、材料にこだわったパン、
くつろぎの空間で過ごすカフェでのひと時。
ぜひお楽しみください。

宿泊施設 飲食店 販売店

チラシ
ご提示
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芦野
駐在所前

東北自動車道

大谷
大沢大沢

広谷地広谷地

田代小前

那須高原SA
スマートI.C

那須I.C

JR東北新幹線

JR東北本線

一軒茶屋

池田

大谷

南ヶ丘牧場

ステンドグラス
美術館

那須歴史
探訪館

御殿山

余笹川ふれあい公園

黒田原地区
まちづくり
センター

那須町役場

鹿の湯

石の美術館
STONE PLAZA

遊行柳

高久駅黒磯駅

豊原駅

黒田原駅

那須温泉神社
那須高原ビジターセンター那須湯本温泉

那須町観光協会前

新那須

一軒茶屋前

藤城清治
美術館

ホテルサンバレー那須

東急ハーヴェストクラブ那須

那須テディベア
ミュージアム

りんどう湖
ロイヤルホテル

那須ワールド
モンキーパーク

那須とりっく
あーとぴあ

人力車＆
昭和レトロ館

サッポロビール
那須 森のビール園

チーズガーデン
那須本店

ホテルエピナール那須

繭の里 入口

那須高原 清流の里

那須遊膳

那須平成の森フィールドセンター

那須高原観光案内センター
那須町観光協会
那須温泉旅館協同組合

道の駅
那須高原友愛の森

道の駅
東山道伊王野

お得な前売りチケット!

「冬の那須フェスタ」期間中に「e那須ネット」を利用して

ご宿泊のお客様へ、立寄り湯「那須温泉周遊券」プレゼント！

公式宿泊予約サイト

那須のホテルや旅館、ペンションなどの宿泊情報が満載!!e那須ネット。
那須町観光協会が運営するからこそできるプレゼントや施設利用券の特別価格などをご用意して、皆様のご利用をお待ちしております。

レジャー施設・温泉施設等の前売り
チケットが通常料金の500円～
200円引き等でご購入できます!
ご利用の方はチケットを事前にご購入ください。

那須塩原駅または那須ガーデンアウトレット～山水
閣の片道を通常宿泊料金で送迎。そのほか周遊プラ
ンあり。　●2016年4月にオープンした2つの有料
貸切風呂が好評の宿。

●那須塩原駅、黒磯駅、道の駅友愛の森などから無
料にて路線バスに乗車できます（三日前までに要予約）。

リフト券付ご宿泊プラン・1泊朝食付プラン等お得なプ
ラン有。　●県道沿いで、インターやバス停が近く、各
レジャー施設へのアクセス◎。広い駐車場有。

ご利用期間：12/1～3/17
ライオンバス（大人1,100円　小人600円）が
付いた限定チケット。
3/18～31は利用不可

冬限定ライオンバス付
前売りチケット

http://www.e-nasunet.jp

一般社団法人 那須町観光協会　TEL. 0287-76-2619 栃木県那須郡那須町湯本182　FAX.0287-76-3355

那須の観光については、那須町観光協会ホームページをご覧下さい。　http://www.nasukogen.org
お問合せ

」券遊周泉温須那「 湯り寄立
2016.12/1      2017.3/31THU FRI

・マウントジーンズ那須（インフォメーション）

「温泉周遊券」は、上記の2ヶ所と、
マウントジーンズ那須および温泉周遊券
参加施設で販売しております。（鹿の湯では販売しておりません）

道の駅 友愛の森観光交流センター

那須町湯本182…Tel. 0287-76-2619
【8：45～17：30】

※それぞれの施設・温泉の詳細は、チケット購入時に配布される湯めぐりスタンプラリー用紙をご覧下さい！

鹿の湯・中藤屋旅館・小鹿の湯
旅館山快・雲海閣・休暇村那須
旅館ニューおおたか
アイランドホテル＆リゾート那須
こころのおやど自在荘

大丸温泉旅館・りんどう湖ロイヤルホテル・那須高原の宿山水閣
松川屋那須高原ホテル・ひがしやま・國弘やしき
那須高原ホテルビューパレス・ホテルラフォーレ那須
ホテルエピナール那須・TOWAピュアコテージ・ホテルサンバレー那須

1,000円で  最大3つ  の温泉が楽しめる!

1,000円 で3枚 綴りの「温 泉 周 遊 券」を購入し、
下記の1枚で入れる施設、又は2枚で入れる施設
からお選び下さい。最大で3つの温泉に入れます。

1枚で    
入れる
施設

2枚で    
入れる
施設

温泉周遊券は１枚のチケットで複数人数・同じ施設でのご利用も
可能です。※未使用の場合でも払戻しはできません。

チケット
販売所那須高原観光案内所（那須町観光協会）

那須町大字高久乙593-8…Tel.0287-78-0233
【9：00～18：00】

那須町大字大島…Tel 】00：51～00：9【 0032-77-7820.
12/19から販売予定

チケット
購入

チケット
購入

ネットで
ご予約

スタンプラリー !
 ・6施設まわって
　「四季の那須カレンダー」をGET!

※詳細はチケット購入時にお渡しする

　スタンプラリー用紙で!

・全施設制覇された方には素敵な
   賞品を全員にプレゼント！

2 016年12月から2017年3月
までの情報が満載!

2016年12月から2017年3月
までの情報が満載!

那須全体がイベントエリア！

那須へ遊びに来たら 【1日フリーパス】
大人/1,000円 子ども/500円
【1回乗り券】
大人・子ども/350円

※乗車前にチケットをご購入
下さい。（各停留所施設で販売）

イルミ
ネーション☆

冬のあったか
温泉巡りを
楽しもう!

撮影
スポットだよ

冬の那須
フェスタ

冬ならではのイベント
盛りだくさん♪

那須ブランド
和牛を食べに!

那須高原には
スイーツ・
パン屋さんが
いっぱい

今年もやってきました!

世界的に有名な
建築家、隈研吾さん
設計の建物

レンタサイクル

野菜や蕎麦が
あるよ♪

スキーヤー
ONLY!!

チケット販売所

チケット販売所

芭蕉の句碑が
あるよ

桜の
名所です!

鹿の湯

ロンドンタクシー片道送迎プラン

那須高原の宿 山水閣

1泊2食付￥7,560 ～（税込）

ペンション グリーンアベニュー

秋冬の味覚フェア

ペンション レモンバーム

那須和牛ヒレステーキの二食付プランを特別価格にて
ご提供。

おいしいとちぎ和牛すき焼きプラン

松川屋 那須高原ホテル

「立寄り湯温泉周遊巻」+「チーズガーデン500円
おかいもの券」付、那須フェスプラン

スコッチコート

●サファリパーク一望のペンション

冬季限定！雪景色満喫プラン

ペンション アンティーク

一泊二食付のプランを冬季限定の割引料金でご提供
除外日：12/22～25、12/29～1/3
●雪の庭でカマクラ作りもできます。

那須サファリパーク

ご利用期間：12/5～3/5
大人（中学生以上）900円
3歳～小学生500円
冬季営業日はホームページをご確認下さい。
3/11～3/31は利用不可

冬季入国券

那須どうぶつ王国

ご利用期間：12/1～3/31
前売りチケットお持ちの方は
ゾウライド半額 2,000円→1,000円
ぞうさんペーパープレゼント
定休日12/8・12/9

ぞうさん満喫プラン

那須ワールドモンキーパーク

エサあげ体験付
ご利用期間12/1～2/28
定休日1/11～3/9の水・木曜日
3/1～3/31は利用不可

冬期前売り券

那須りんどう湖LAKE VIEW

ペンション ナザル・ボンジュ／英国の森ホテル クイーンズマナ／スコッチコート／
那須高原 ホテルビューパレス／コテージ ルナガーデン那須／
ペンション ペーパームーン／ペンション 散歩道／ガストホフ アルタニー／
那須観光ホテル／那須いちやホテル／ホテル板室／二期倶楽部／那須温泉山楽／
大丸温泉旅館／絶景 一望閣／那須高原の宿 山水閣／かんすい苑覚／
ガストホフ エール／ペンション グリーンアベニュー／プチホテル晩餐館／
ペンション BE ／ペンション アパッチ／ペンション AIOI ／
貸別荘はなみずき／ペンション レモンバーム／松川屋那須高原ホテル／
ペンション エル・ハレオ／ペンション アニバーサリー／
ホテルエピナール那須／ホテルグリーンパール那須／
ペンション 森のうーたん／ヴィラージュ那須高原／ペンション シャローム／
ペンション ハミングバード／ペンション 那須のくまさん／
貸別荘　森の灯び／アイランドホテル&リゾート那須／
那須高原の宿 花奈里／ペンション アンティーク／休暇村 那須／
那須オオシマフォーラム

【その他宿泊プランいろいろ、e那須ネットからご覧下さい。】

WINTER NASU FESTA

WINTER NASU FESTA

▼ 冬のプランあります ▼

　　　　　　　　　　　　　　那須ハイランドパーク/那須とりっくあーとぴあ/
那須ステンドグラス美術館/源泉 那須山/那須オルゴール美術館/エミール ガレ美術館/
那須高原 私の美術館/ダイアナガーデンエンジェル美術館/森林木漏れ日の小路/
那須クラシックカー博物館　※詳細はホームページをご覧ください。

その他前売りチケット取扱施設
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時間：受付10：00 ～14：00　料金：500円　定員:なし
※無料ワークショップは冬季、毎日実施　問合せ/那須高原ビジターセンター　TEL.0287-74-2301
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

前年度も好評であったタカタコを今年も作ります。
鷹の形をした凧を自分でデザインします。鷹凧作り

那須高原ビジターセンター

時間：9：45～12：00　受付9：30　料金：無料　定員:15名
持ち物：作業ができる服装（防寒着・手袋・長袖・長ズボン・防寒靴）帽子、上下分かれている雨具、リュックサック、
あたたかい飲み物、行動食、タオル、着替え　※積雪がある場合はスノーシュー（無料貸出し）で行います。　
問合せ/那須平成の森　TEL.0287-74-6808　http://www.nasuheiseinomori.go.jp

冬の森を安全に楽しく歩くために、ふれあいの森散策路の積雪期用目印
付けなどをします。一緒に作業してくれる協力者を募集中!冬のための準備隊

那須平成の森

 時間：15：30～19:30　受付15：15　料金：2,500円　定員:15名（大学生以上）
持ち物：スノーブーツ、防水性のある防寒着、手袋、帽子、あたたかい飲み物、カイロ、夕食
※積雪が無い場合はガイドウォークへ変更します。　※荒天時中止
※スノーシュー、ストックの貸出有り（別途レンタル料500円）
問合せ/那須平成の森　TEL.0287-74-6808　http://www.nasuheiseinomori.go.jp

夕暮れから夜へ変わる森をスノーシューで歩きます。
スノーシューで歩く新月の森
那須平成の森

時間：19：00～21：00　受付18：45　料金：大人 1,600円　小中学生 800円
定員:各回15名　※積雪がない場合はガイドウォークへ変更します。
※荒天時中止　※スノーシュー、ストックの貸出有り（別途レンタル料500円）
問合せ/那須平成の森　TEL.0287-74-6808　http://www.nasuheiseinomori.go.jp

満月の夜の森をスノーシューを履いて歩きます。
物語の中にいるようなゆったりとした雰囲気を味わいます。

満月の森スノーシューハイク
那須平成の森

ＷＥＢまたはＴＥＬにて要予約　時間：午前の部10：00 ～12：00、午後の部13：30 ～15：30
料金：（冬の大感謝祭特別料）金6,000円、小人5,000円（小学生）、犬2,000円
集合場所（受付）：マウントジーンズ那須ベースロッジ2Ｆインフォメーションカウンター前
※積雪の状況によりスノーハイキングに変更になる場合がございます。
問合せ/ネイチャープラネット
TEL.0288-78-1177（携帯.080-6678-1178）
http://nature-planet.com

ブナの原生林の中、山を登ったり、下ったり、滑ったりできる、初心者に安心のゆったりコースです！
ワンちゃん大歓迎！！ワンちゃんも一緒にゴンドラにお乗りいただけます！

スノーシューツアー inマウントジーンズ那須

ワンちゃんのおやつプレゼントいたします！ＷＥＢまたはＴＥＬにて要予約　時間：8：30 ～12：30
料金：大人8,000円、小人7,000円、犬2,000円（入浴料、保険料、ガイド料）
集合場所（受付）：マウントジーンズ那須ベースロッジ2Ｆインフォメーションカウンター前
※北温泉駒止の滝駐車場からマウントジーンズ那須まで無料送迎いたします。
※積雪の状況によりスノーシュー無料レンタルいたします。
問合せ/ネイチャープラネット　TEL.0288-78-1177（携帯.080-6678-1178）
http://nature-planet.com

スノーハイキング！マウントジーンズ那須山頂
ゴンドラ駅から北温泉をめざしてワンちゃんと一緒にスノーハイキングするコースになります！
ドッグトレーナー同行でワンちゃんサポートも万全！
温泉付きツアーになりますので温泉にお入りの間ワンちゃんお預かりいたします♪

時間：10:00～14:00　定員：30名（事前予約制）　料金：3,500円（バス代、昼食：寒ざらし蕎麦、
記念品、保険代、ガイド込み）　問合せ/ホテルサンバレー那須　TEL.0287-76-3800

那須の広大な雪原や冬の森で遊んだ後は、幻の寒ざらし蕎麦を堪能します。

那須高原スノーハイキング with DOG
ネイチャープラネット＜ワンコネット那須協議会協賛＞

なすとらん俱楽部＋サンバレー那須コラボ企画

那須高原自然学校

那須高原自然学校

那須高原自然学校

ネイチャープラネット

那須高原湯本ガイドクラブ

ＷＥＢまたはＴＥＬにて要予約　時間：9：30 ～13：30
料金：大人7,000円、小人6,000円、犬2,000円（レンタル一式、保険料、ガイド料）
集合場所（受付）：那須高原自然学校（那須町野外研修センター）
※積雪の状況により冬のハイキングツアーに変更になる場合がございます。
問合せ/ネイチャープラネット　TEL.0288-78-1177（携帯.080-6678-1178）
http://nature-planet.com

ネイチャープラネットと那須高原自然学校コラボ企画那須高原今牧場さんの
チーズを使ったチーズフォンデュ付きのツアー！！那須高原自然学校のキャンプ場を
ベースにお楽しみいただきます！ワンちゃん大歓迎♪20名限定ツアー！

チーズフォンデュ＆エアボード
＆スノーシューツアー with DOG

ネイチャープラネット+那須高原自然学校コラボ企画

時間：9：30～11：30　料金：500円（鹿の湯当日入浴券・オリジナル地図付）　定員：各回とも15名
集合場所：那須高原観光案内センター (那須町観光協会）　※各催行日３日前までにお申し込み下さい
※雨天の場合は「白面金毛九尾狐」DVD鑑賞に変更となります
問合せ/那須町観光協会　TEL.0287-76-2619

ガイド終了後鹿の湯へ入浴し疲れを癒して下さい（タオルを持参してください）

那須高原湯本ガイドクラブと歩く那須湯本と鹿の湯入浴

時間：9:30～16:00　料金：大人7,000円（プログラム費、食費、保険代込み）　定員：15名
集合場所：那須町野外研修センター（栃木県那須郡那須町大字大島1988）他
※大人対象、男性限定。事前予約制。　問合せ/NPO法人那須高原自然学校　0287-63-5559

那須地域で活躍しているアウトドアのスペシャリストによる冬の
アウトドアスキル講座！！スマートな火起こし、カッコイイ薪割り、オシャレな
ダッチオーブン料理、そしてダイナミックなスノーシューなど冬の那須で男を磨き上げましょう！！

アウトドア男塾～冬～

ＷＥＢまたはＴＥＬにて要予約
時間：8：30～15：00料金：8,500円（レンタル装備、ガイド料、保険料）
集合場所（受付）：県営大丸駐車場 8：30　レンタル装備：アイゼン、ヘルメット、ストック
※服装（ブーツ含む）昼食は各自準備
問合せ/ネイチャープラネット　TEL.0288-78-1177（携帯.080-6678-1178）

冬の茶臼岳山頂をめざす冬山登山です！5名限定の特別ツアーになります！

初心者向け冬山登山体験in那須茶臼岳

時間：13：00・15：00　受付12：00～
料金：2,045円（入館料+教室料）
館内をご覧いただけます　定員:各10名　
※予約優先　問合せ/那須高原  私の美術館
TEL.0287-62-6522
http://watashi-museum.jimdo.com

イラストレーター・臨床美術士の
えんどうえみこ先生を講師に迎え、
やさしくふんわりした色彩のパステルで、
2017年の年賀状を描きます。

やさしい色彩・
パステル簡単年賀状教室

那須高原  私の美術館

時間：10:00 ～12:30　料金：大人2,000円、子ども1,500円（小学生以下）
子どものみの参加は不可。事前予約制。　定員:15名
場所：那須町野外研修センター（栃木県那須郡那須町大字大島1988）
夜の森さんぽと合わせてご参加の場合は、特典あり。
問合せ/NPO法人那須高原自然学校　TEL.0287-63-5559

寒い地域では、冬の大切な仕事であるまき割り。
斧を使ってまき割り体験をしましょう♪割った薪を使って焚き火体験もできます。

まき割り＆焚き火体験

時間：19:00 ～21:00　料金：大人2,000円、子ども1,500円（小学生以下）　子どものみの参加は不可
事前予約制　定員:15名場所：那須町野外研修センター（栃木県那須郡那須町大字大島1988）
まき割り＆焚き火体験と合わせてご参加の場合は、特典あり。
問合せ/NPO法人那須高原自然学校　TEL.0287-63-5559

夜の森を散策して、冬の那須の自然を五感で感じませんか？最後は、焚き火を囲みながら、
ホットデザートを食べて語りましょう♪天気が良ければ満天の星空も見ることができます。

夜の森さんぽ

時間：受付10：00 ～15：00　料金:600円　定員：3日間で60コ分
※無料ワークショップは冬季、毎日実施　問合せ/那須高原ビジターセンター　TEL.0287-74-2301
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

那須に自生している「モミ」からハンドクリームを作ります。
保湿やリラックス効果ありモミのハンドクリーム

那須高原ビジターセンター
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那須の寒ざらし体験
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312/

263/
りんどう湖をフル活用した壮大かつファンタジックなイルミネーション。
湖面反射で輝く湖や、高さ30m級の噴水をライトアップした「トライデントイルミネーション」
夜空に浮かぶ「フェアリーキングダム」など、見どころ満載。

那須りんどう湖イルミネーション
～Lake of Fairies 夜に目覚める妖精の王国～

時間：日没～19：00　※期間中の土日祝、年末年始は12/23～1/9に開催します
入園料：大人（中学生以上）税込1,600円　子供（3才～小学生）税込800円　※16時以降半額
http://www.rindo.co.jp/　問合せ/TEL.0287-76-3111

那須りんどう湖 LAKE VIEW

312/

263/ 幻想的なりんどう湖のイルミネーションを湖上からお楽しみいただけます。
高さ30m級の噴水「トライデントイルミネーション」や湖面にゆらめく色とりどりの光を
すぐ目の前でお楽しみいただけます。

ナイトクルーズ～ファンタジーツアー～

時間：16：00～　※期間中の土日祝、年末年始は12/23～1/9に開催します
料金：お1人様（3歳以上）税込800円（入園料別途）　定員：各便40名様まで
※天候等の影響により中止の場合あり　http://www.rindo.co.jp/　問合せ/TEL.0287-76-3111

那須りんどう湖 LAKE VIEW

311/

282/ 2017年は酉（とり）年、幸運のシロクジャクと写真撮影ができます。毎日限定10組様！
年賀状用に、運気アップにいかがですか！？

干支アニマル撮影会

時間：13：00　料金：入園料のみ　問合せ/TEL.0287-78-0838

那須サファリパーク

812/

311/
明治、大正、昭和にかけての那須の写真を50点ほど展示いたします。昔の「鹿の湯」の入浴、
硫黄鉱山の作業風景など、貴重なものもたくさんあります。どうぞ皆さんでお越し下さい。

那須高原写真展
～那須温泉・昔の街並み・暮らし・自然を紹介します

料金：無料　http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/
時間：9：00～16:30　水曜日休館　問合せ/TEL.0287-74-2301

那須高原ビジターセンター

2412/

281/

252/

大きな音響空間に、相応の音響設備を配しました。CD、LPレコードをお持ちください。
お好きな音楽をお楽しみいただけます。もちろん喫茶だけでもOK、お越しをお待ちしております。

弦楽亭  名曲喫茶  日にち限定オープン

時間：11：00 ～16：00　料金：コーヒー・紅茶 400円　ワイン800円　定員：50名
http://www.genrakutei.com/cafe-2016winter.p　問合せ/TEL.090-3409-3865

那須の木立の中の小さな音楽ホール「弦楽亭（げんらくてい）」

2312/

91/
122/

53/

アルパカがゲレンデへ
やって来る！
場所：マウントジーンズ那須
時間：10：30～12：00
問合せ/TEL.0287-77-2300

出張那須どうぶつ王国

2112/

3112/

11/

181/

152/

153/

221/

192/

32/

7

123/

ワインと料理のマリアージュを楽しんでいただく会です。
（ワインを飲まない方の参加もOK)

ワイン会

時間：18：00　料金：コース料理 3,000円　ワインチケット4枚 3,000円　
定員：12名　※要予約　問合せ/TEL.0287-74-6511

）リエク　ンラトスレ（ire-uc tnaruatseR

12月

173/ この冬も2頭の人なつっこいアジアゾウがやってきます。入園ゲートでのお出迎えや
ミニパフォーマンスなど普通ではありえない近距離でふれあい、写真撮影が楽しめます

WINTER SAFARI～冬のゾウ祭り

時間：8：30～16：00　料金：入園料金のみ　問合せ/TEL.0287-78-0838

那須サファリパーク

毎月1回お子様向けのイベントを開催します。

雪と遊ぼう

場所：那須温泉ファミリースキー場
時間：未定（詳細はスキー場に直接お問合わせください）　問合せ/TEL.0287-76-2567

Eastern Bloom

フランクリンズカフェ
音楽ライブ

精子BANKS

君島 大輔

2412/

211/

112/

時間：18:00～19:00　場所：フランクリンズカフェ
料金：無料（但し１オーダーしてください）
http://www.franklins-cafe.com
問合せ/TEL.0287-74-2066

津軽三味線＆民謡ライブ

Bar Amigo～バル・アミーゴ
～冬のライブイベント

クロナスブラザース
ライブ

201/

83/

時間：19:00～（Open 18:30）
料金：1,000円（飲食代別）
※当日はライブ限定飲食メニューでのオーダー受付となります。
※荒天により止むを得ずイベントが中止となる場合がございます。
※完全予約制で20名様限定となります。
問合せ/バル・アミーゴ　TEL.0287-74-2351

時間：受付 21：00
料金：ミクソロジーカクテル 1,200円他
宿泊以外のお客様もOKです
http://www.sansuikaku.com　問合せ/TEL.0287-76-3180

ラウンジ206
「大人のクリスマス」

那須高原の宿　山水閣

時間：開館9：00～16：30　料金：大人￥1,300、
中高生￥800、小学生￥500、シニア￥1,000
問合せ/TEL.0287-76-7111

ペアスイーツフェアー
那須ステンドグラス美術館

場所：マウントジーンズ那須
１日券購入者にシーズン中有効の1日券をプレゼント
レンタル利用者にはセットorフルセットを半額で利用可能
※窓口にて1日券定価購入の方のみ対象　問合せ/ TEL.0287-77-2300

オープニングサービスウィーク

料金：コース料理 5,000円　※要予約　問合せ/TEL.0287-74-6511

クリスマスディナーコース
）リエク　ンラトスレ（ire-uc tnaruatseR

マウントジーンズ那須

マウントジーンズ那須

マウントジーンズ那須

那須温泉ファミリースキー場

21
1/21・22の2日間限定
食堂：うどん、そば、塩焼　釣り堀：魚代（加工料除く）

冬の那須フェスタ半額セール

食堂11：00～16：00
釣り堀9：30～15：30（最終受付）
問合せ/TEL.0287-78-0337

滝のある釣り堀 那須高原 清流の里

1/

2/

シュトーレン￥1,980（税別）　小￥1,000（税別）

クリスマス限定ディスプレイ
＆冬期限定メニュー

木曜日および2/15～17は休み　問合せ/TEL.0287-76-7008

パン香房 ベル・フルール

1
25

12/ 23
25

12/

26
12

12/

3/

12/1～12/25　本格的クリスマスディスプレイ
12/23～25　　スペシャルコース
12/26～3/12　冬季限定ホットメニュー

クリスマス限定ディスプレイ＆冬期限定メニュー

毎月第3木曜日および2/15 ～16は休み
問合せ/TEL.0287-76-4478

イタリア料理 ジョイア・ミーア那須本店

マウントジーンズ那須

マウントジーンズ那須

マウントジーンズ那須

マウントジーンズ那須

場所：マウントジーンズ那須　時間：14：00～15：00
問合せ/TEL.0287-77-2300

猿のおみくじショー（フサオマキザル）
出張那須ワールドモンキーパーク

場所：マウントジーンズ那須　8：30～16：00
サンタの衣装（全身）で滑走の方はリフト券無料!
問合せ/ TEL.0287-77-2300

開館9：00～16：30　入館料：大人￥1,300、
中高生￥800、小学生￥500、シニア￥1,000　問合せ/TEL.0287-76-7111

クリスマスコンサート
那須ステンドグラス美術館

時間：16：30～18：30　料金：大人2,100円　小人1,600円
（ナイトサファリ入園料と同じ）　問合せ/TEL.0287-78-0838

クリスマスナイトサファリ
那須サファリパーク

開館9：00～16：30　入館料：大人￥1,300、
中高生￥800、小学生￥500、シニア￥1,000
問合せ/TEL.0287-76-7111

メサイアコンサート
那須ステンドグラス美術館

時間：13：00　問合せ/TEL.0287-78-0838

干支の引継式
那須サファリパーク

時間：10：00～16：00
問合せ/TEL.0120-377-228

春コレ2017（クリスマスローズ展示即売会）
コピスガーデン（CoppiceGARDEN）

那須温泉映画祭2017
温泉に浸かりながら、炬燵に入りながら観る
冬の那須の一大イベント

時間：9：00～16：30　入館料：大人￥1,300、中高生￥800、
小学生￥500、シニア￥1,000　問合せ/TEL.0287-76-7111

ランプフェアー
那須ステンドグラス美術館

場所：マウントジーンズ那須　時間：10：00～ 
※品切れ終了（数量限定・先着順）　問合せ/TEL.0287-77-2300

餅つき＆甘酒振る舞い

開演11：00　受付10：30　料金：無料　定員：10名　
問合せ/TEL.0287-63-8855

モンパーカルタ大会
那須ワールドモンキーパーク

場所：マウントジーンズ那須　１日券購入者に1/13～2/12まで有効の
半額券をプレゼント　問合せ/ TEL.0287-77-2300

スキーの日

時間：12：30　問合せ/TEL.0287-63-8855

モンパー豆まき大会
那須ワールドモンキーパーク

那須別邸 回にあるラウンジ206では
「大人のクリスマス」を実施します。
やさしいキャンドルの灯の中で、季節の生フルーツを
使ったミクソロジーカクテルをお召しあがり下さい。

那須の食材を使ったフルコースにワンドリンクが付いたクリスマス限定コース。

動物たちがサンタに変身！お客様と動物がプレゼント交換をしたり、
クリスマスナイト限定コースをご案内します。

今年の干支の「猿」から来年の
干支「酉」へ。良き1年になりますように

同じものが二つとない希少なクリスマスローズ
ウィンターシンフォニー・シリーズが集結！
コピスガーデンで、春コレ2017をお楽しみください。

モンキーパークオリジナルの
カルタを使ったカルタ大会

ゾウさんと一緒に豆まきをします。

開館9：00～16：30　入館料：大人￥1,300、中高生￥800、小学生￥500、シニア￥1,000
※2/18は休館となります　問合せ/TEL.0287-76-7111

ヴァレンタイン曲オルガン演奏
那須ステンドグラス美術館

4
場所：マウントジーンズ那須　豆まき+お得なサービス券プレゼント！　問合せ/TEL.0287-77-2300
節分イベント

場所：マウントジーンズ那須　男性へチョコレート+お得なサービス券プレゼント♡
問合せ/TEL.0287-77-2300

バレンタインイベント

12
ホワイトデーイベント
場所：マウントジーンズ那須
女性へお菓子+お得なサービス券プレゼント♡
問合せ/TEL.0287-77-2300

クリスマスin
マウントジーンズ
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時間：【昼の部】開場：11：00～ 上映:12：00～
　　 【夜の部】開場：19：00～ 上映20:00～（19：30～）
料金：チケットは入浴代として一律1000円
（映画は無料）
※上映会場・上映作品等の詳細は那須温泉旅館協同組合
　にお問合せください。
問合せ/TEL.0287-76-2755

初めてでも
大丈夫！！

宝探しゲーム
そり滑りゲーム
その他景品多数
豚汁無料サービス

美しいステンドグラスの輝きを、記念にパシャリ

時間：9：00～16：30　入館料：大人￥1,300、中高生￥800、小学生￥500、シニア￥1,000
この期間、館内写真撮影が可能となります。　※ただし、フラッシュ撮影、ムービー、商業用は不可。
問合せ/TEL.0287-76-7111

館内撮影可能
那須ステンドグラス美術館16

28

スキー場で
アルパカとあそぼう!

時間：10:00～16:00
場所：サッポロビール那須森のビール園
詳しくは、https://www.facebook.
com/nasukonentai/

Nasu
Wedding Festa
「結婚したい街♥那須協議会～婚援隊」が
初めて企画する合同ブライダルフェア
那須のリゾートウェディング9社10ブライダル
施設とさまざまなアイテムを揃えるお店や企業
が、結婚式を楽しくまるごとご提案します。「和装

のどてっ備準の式婚結「」？のい辛に当本は くら
い大変なの？」などなど、今さら聞けない疑問
や結婚式のあれこれを解決します。体験もいろい
ろ！カップルで、ご家族やお友達同士で、お気軽
にお出かけください。

森の表情が変わる様子を
感じてください

マウントジーンズ那須
KIDS PARK 情報
マウントジーンズ那須
KIDS PARK 情報
マウントジーンズ那須
KIDS PARK 情報
そりエリア、雪遊びエリア、絵本スペース、
無料休憩室など充実。
9:00～16：00
料金：大人・小人お一人様1,200円
（3歳から有料）
問合せ/TEL.0287-77-2300

スノーラフティング
1回500円（大人・小人共通）
キッズパーク利用者以外も1,000円で利用可能。
スノーラフティングは12/23～3/26土日祝と
年末年始（12/29～1/3）のみ

ハンドル付そりも
レンタル無料!
（数量限定）

23日にはクリスマス礼拝
が行われます

マウントジーンズ那須

221/

サンタの衣裳で

リフト券無料！

WINTER NASU FESTA EVENT
冬の那須めぐり体験

大

晦
日情
報!!

大晦日 甘酒配布
那須温泉神社

23：00～甘酒無料配布
（無くなり次第終了）

問合せ/0287-76-2306

大晦日 餅つき甘酒配布
黒田原神社

24：00～もちつき甘酒無料配布
（無くなり次第終了）

問合せ/0287-72-0228

3112/

友だち・家族で
遊びにきてね!

木

木

金

日

日

月

土

土

日

日

日

土

金

日

土

土

土

土

土

日

水

木

日

土

土

土

日

木

火

土

日

土

日

木

水

水

水

水

金

月

日

土

土

土

日

月

火

金

土

日

日

日

金

火

土

土

土

金

水

日

火

木 月

日

木

日

土

木

木

日

金

土

金

土

金

土

日

日

日

日

土

日

土

日

水

火

金

土

水

金

日

日

日

火

木

木

日

月

日

金

日

冬の那
須

フェス
タ

イベン
ト情報

日


