
令和４年度 大田原市観光協会 会員一覧  

       247 件（R4.5.15 現在） 
 大 田 原 地 区 122 件 

(有)アート美術印刷 (有)阿Ｑ (有)アブラヤパン店 

(有)荒喜家 いづみ製菓(有) (有)稲見商店 

(有)いのうえフーズ (有)岩上商店 (有)魚鶴（きみのゆ） 

(株)エヌ・シー・シー 王冠ボウル (有)おうげん 

(有)応竜 大田原飲食業組合 大田原園芸 

大田原温泉・ホテル龍城苑 大田原金融団((株)足利銀行) 大田原皐月会 

大田原市飲食業友交組合 大田原市菊花展実行委員会 大田原ふれあいの丘 

大田原商工会議所 大田原商店連盟  大田原神社 

(株)大田原ツーリズム (株)大田原まちづくりカンパニー 大田原料理組合 

大田原旅館組合 (有)岡繁商店 御菓子司小島屋 

岡屋本店 乙連沢梨園 (有)尾張屋 

(有)菓子づくり松月 (有)菓子処木村 カシマウェディングリゾート 

(有)華泉 (有)片岡屋 KATSUTAYA(有)勝田屋記念会館 

カメラの山口 木下商店 (有)共栄電気商会 

きらり佐久山農産物直売所 キングフィッシャー (有)グリーンハートティーアンドケイ  

クローバーボヌール 須峯山 玄性寺 康栄観光バス(株) 

大田山 光真寺 斉藤川魚店 佐久山商興会 

山和タクシー(有) 自家焙煎珈琲 コトリ 月江山 実相院 

(株)志ぶ家 (有)写真のオヤマダ 写真のヒカリ 

川越山 正浄寺 本朝山 正法寺 (株)ストロイエ 

千成ゴルフクラブ (株)大桜 与一温泉 髙橋 有美子（個人） 

竹内建設(株) 立岩屋 たわら寿 

ちくげい工房 中華料理 白龍 中国料理 華((有)華楽） 

沼瀧山 長泉寺 龍谷山 洞泉院 (株)東武宇都宮百貨店大田原店 

戸邊食品工業(株) とんカツ専門店 とんくん 中川屋旅館 

和み菓子 えのわ (有)ナス工芸 (有)那須山麓土の会 

那須神社 (医法)亮仁会 那須中央病院 那須土木(株) 

那須野ヶ原温泉(株)ホテルアオキ 那須野ヶ原カントリークラブ 那須野ヶ原ベルビューホテル 

那須野農業(協)大田原営農経済センター (同)NASU no Maki Udon 那須与一公顕彰会 

(有)那須プラザホテル 七浦建設(株) (株)奈良スポーツ 

成田山 遍照院 ﾆｭｰｾﾝﾄｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ (有)乃ん喜 

(株)パインズ ハルチョンラーメンはるっ子大田原店 (株)ヒッサン 



(株)平山酒造店 琵琶池ゴルフ倶楽部 伏見屋菓子店 

蓮台山 不退寺 (有)プランニングオフィスワン 古谷農産 

(有)ホテルタマノ 前田牧場 (有)まえむろ 

益子印刻所 (株)まつや薬局 丸亀精肉店 

味噌屋麺吉((有)金沢商事) 道の駅那須与一の郷 めっちゃバナナ大田原店（NanaRabo） 

麺家 幸乃鶏 (株)本宮 八木澤竹芸 

八木沢 政和（個人） 焼きたて焼き菓子工房 kabaco 与一西瓜 髙橋農園 

吉岡食品工業(株) よりあい処 若駒 龍頭山 龍泉寺 

(株)若林肥料店 (株)和氣精肉店  

 黒 羽 地 区 87 件 

アイエスシー(株) アーベストフーズ(株) あとりえ・あほうと 

あゆの小林 井上 泰弘（個人） (株)猪股建設 

(株)エーエム企画 大田原市森林組合 大田原市ポッポ農園 

(有)大西製麺 大宮温泉神社 御食事処 すみれ 

(有)小山田建設 カーショップイナバ (一社)カネキ(杉の家) 

カフェレストラン 糸 かまくら (有)木屋油店 

金花楼 クロダ保険事務所 黒羽藍染 紺屋 

黒羽観光簗漁業組合 黒羽小売酒販組合 黒羽商工会 

黒羽商工会青年部 黒羽ドライブイン 黒羽ふるさと物産センター組合 

小西酒店 寒井観光余一やな 茶房 城山 

光明山 常念寺 (株)商美社 (有)すどう 

(有)ソノベ そば屋 なおの木 黒羽山 大雄寺 

髙木自動車(株) 髙﨑 和夫（個人） (株)高館の森 

髙野園茶舗 (株)高橋商店 滝観光 

中華料理 華園 帝國造林(株) 東龍 

富田屋商店 那珂川北部漁業協同組合 (有)那須観光自動車 

那須クレマチスガーデン 那須黒羽ゴルフクラブ (株)那須里山舎 

那須ダイワ(株) 農村レストラン ラージヒル のぎく 

羽田屋川魚店 hikari no café 蜂巣小珈琲店 ひつじ珈琲 

人見カメラ店 人見釣具店 (株)二葉産業 

明王山 不動院 ふるさとを知る会 (有)フルヤ商事 

(有)ヘラクレスファンタジー ベリー農場 Solo ペンション泉 

豊実園 あくつ梨園 (有)星田屋酒店 (株)ホテル花月 

桝田屋商店 松下屋旅館 (株)丸公 

(有)ミサオ商事 みつしま屋食堂 宮崎りんご園 

高岩山 明王寺 (有)屋代本店 ヤナセ釣具店 



矢野目釣具店 皇和大親宮 やみぞあづまっぺ協議会 

Yoichi-Factory よしのや ラーメン角さん 

ローソン黒羽向町店 (有)渡辺酒店 渡邉酒造(株) 

 湯 津 上 地 区 25 件 

阿部糀店 霊牛山 威徳院 (株)S・さとう 

笠石神社 菊の里酒造(株) 光丸山 法輪寺 

ごちそうや江戸ッ子 (株)佐藤組 (有)ジョセフィンファーム 

Think FUTURE(株) (株)舘林工業 (株)蔦屋 

天鷹酒造(株) トラベル加藤 栃木県なかがわ水遊園 

那珂川北部漁協湯津上支部 那須スポーツパーク (有)二十一那須北園芸 

(有)林屋油店 深澤果樹園 富士ぼたん園 

山木屋清水商店((資)清水商店) 湯津上商工会女性部 湯津上商工会青年部 

 湯津上梨街道   

 市 外 13 件 

(税)アイ会計事務所那須塩原支店  (株)アイ電子工業 石窯イタリアン アンジェロ 

委託販売店☆スターライト 関東自動車(株)那須塩原営業所 (有)クローバーカンパニー 

幸福の科学 総本山・那須精舎 来世幸福園 小堀 聡（個人） 塩原自動車(株) 

鮎楽 (株)栃木プロジェクトプロ (社法)日本盆栽協会那須支部 

モスバーガー大田原店((有)セコー)    

 


