●おもちゃのまちばんだいみゅーじあむ

t 0282-86-2310 MP20C2
約3万5000点のコレクションからセレ
クトされたおもちゃなどを日本、世界、
エジソン、
ホビー
（ガンダム）
の4つのテー
マで展示。時代を超えて愛されるおも
ちゃの世界を堪能できる。

安納 なおさん
レコメンド♪

© 創通・サンライズ

❶
❶ホビーミュージアムでは、
ガンプラや「1/144 ホワイト
ベース」を展示❷ミュージ
アム南側には約 3000㎡の芝
生広場が広がっている❸発
明王エジソンの発明品コレ
クションは世界トップクラス
❷ のクオリティ

見るだけでなく、
おもちゃで遊べ
るプレイエリア
もあります

❸

壬生を訪れたらココはマスト！

おでスポ
ガイド

おもいっきり
体を動かそう！

のびのび遊べる
緑いっぱいの公園

おでス ポ ガ イ ド

K おもちゃのまち3-6-20 k 東武宇都宮
線おもちゃのまち駅から徒歩10分 G入館
1000円 J10時〜16時30分 i 無休
（臨時休
館あり）p70台

原寸大ガンダムの
胸像が迎えてくれる

おもちゃのまち
バンダイミュージアム

❸

子供も大人も楽しめる

おもちゃのまち

❶

壬生町といえばおもちゃ。壬
生町とおもちゃとの関わり
はすでに半世紀になります。
全国に2つとない「おもちゃ
のまち」という夢のある名前
に負けない、笑顔にあふれた、
活力と壬力あるʻ まちʼ を目
指していきます。

❷
❶昔懐かしいブリキのおもちゃが並ぶ「ぶり
きのひろば」❷鉄道模型の部屋ではジオラマ
で電車模型を走らせることができる（有料）
❸すべり台やネット遊具が大人気の「きんぐ
とくいーん」

t 0282-86-7111 MP20B2
おもちゃで遊んで学べる博物館。体を使っ
て遊べる「きっずらんど 」や、約9000点
のおもちゃが展示されている
「きっずた
うん 」がある。オリジナルリカちゃんが
作れるコーナー
（有料 ）も評判だ。
K 国谷2300 k 東武宇都宮線おもちゃの
まち駅から車で5分 G入館600円 J9時30
分〜16時30分
（入館は16時まで）i月曜
（祝
日の場合は翌日）p400台
２０１５年には
累計来館者が
300万人を突破。
とちぎわんぱく
公園に隣接

みぶふるさと夢大使
タカラトミー会長

富山 幹太郎さん

おもちゃのまちの匠の技で生まれるおもちゃ
年代を問わず人気の鉄道模型

子供心をぐっとつかむ「食玩」

リアルに再現された鉄道模型を走ら
せたり、憧れの車両を集めたり、根
強いファンが多い鉄道模型。おも
ちゃ団地を代表する企業、
トミーテッ
クは鉄道模型の高いシェアを誇る。

バンダイナムコグループの国内生産
会社であるシーズでは、組立式のプ
ラスチック玩具とお菓子を同梱した
食品玩具を生産。低価格かつ作って
遊ぶ楽しみがあり幅広い世代に人気。

❶夢花壇には 1 年を通して多種の花々が
咲き、楽しませてくれる ❷土 ･ 日曜、祝
日に園内を走るわんぱくトレイン。1 周約
20 分 ❸こどもの城の前で大きな恐竜が出
迎えてくれる

❷
❶よじ上ったり滑ったり多
彩に遊べるアスレチック遊
具 ❷子供たちが夢中になる
せせらぎでの水遊び

公園で遊んでグルメや買物も

みぶハイウェーパーク･
道の駅みぶ
道の駅みぶの広大な敷地内にある公園や博物館は、遊びごた
え満点。みぶハイウェーパークは、壬生パーキングエリアに
連結していてアクセス抜群だ。

ひと休みや
みやげ探しにぴったり

❶

懐かしいおもちゃ
も展示されてい
るから親子で楽
しめますよ

●とちぎわんぱくこうえん

K 国谷2273 k 東武宇都宮線国
谷駅から車で5分 G入園無料
（ふ
しぎの船200円、わんぱくトレイ
ン1区 間100円 ）J8時30分 〜18時
30分
（10〜3月は〜17時30分 ）
i 屋内施設は火曜
（祝日の場合は翌
❷ 日）p1000台

自然を楽しみながら
過ごせる

●みぶまちおもちゃはくぶつかん

とちぎわんぱく公園
t 0282-86-5855 MP20B2
四季折々の植物が楽しめる花壇のほか、
カヌー遊びができる池や原っぱもある
自然豊かな公園。屋内で遊べる
「こども
の城 」や
「ふしぎの船 」などの施設やレ
ストランもあり、1日じゅう楽しめ
る。体験プログラムも充実。

❸

壬生町おもちゃ博物館

観生

栃 木 県 壬 生 町 出 身 の シン ガ ー。
2011年「Brightest love 」で着うた
配信デビューし、2週連続1位を獲
得。関東を中心にシンガー、モデル、
MCと幅広く活動中。

壬生町で育った安納 なおさんが太鼓判を押す、
おでかけにぴったりなスポットをご紹介。
広々とした公園や、おもちゃのまちへ家族や友達どうしで遊びに行こう！

高度経済成長期におもちゃ産業の要だった
「おもちゃ団地」
がある壬生町。おもちゃに親しめるスポットは、家族みん
なで遊べて大満足。

おもちゃ博物館 マスコットキャラクター
壬雷（みらい ）ちゃん

が
観光る
れ
ま
生

安納 なお さん

広い芝生での
〜んびりでき
るのも魅力で
すよ！

みぶハイウェーパーク
みらい館
●みぶはいうぇーぱーく みらいかん

t 0282-82-3591 MP20B2
北関東自動車道の壬生パーキングエリ
アに連結し、高速道路からも利用できる。
休憩はもちろん、特産品の買物や食事
で利用したい。情報交流コーナーでは
観光情報をゲットしよう。

行きにも帰り
にも寄りたい
スポットです

K 国谷1870-2 k 東武宇都宮線国谷駅から
車で5分 J 施設により異なる i 無休
p68台
❶

ートな撮影スポット
キュ
ゆうゆ館の壁画
壁一面の青空をバックに壬生ゆうゆ
が描かれているのは、おもちゃ団地
内の子育て支援施設「ゆうゆ館」
。
前に立って記念撮影したい。
M P20C2

シルバニアファミリーの
モニュメント
おもちゃのまちで誕生し、30 周年を
迎えたシルバニアファミリー。おも
ちゃのまち駅のコンコースにモニュメ
ントが登場。MP20B2

壬生町総合公園
●みぶまちそうごうこうえん

t 0282-86-7117 MP20B2
せせらぎや池が整備された緑豊かな公
園は散策にぴったり。わんぱくっ子が
大好きなアスレチック遊具も揃っ
ている。春は桜の名所として有名で、
花見に訪れる人々で賑わう。
K 国谷783-1 k 東武宇都宮線
国谷駅から車で5分 GJi 散
策自由 p1000台
緑の中でくつろ
げるって贅沢な
時間ですよね

観光やイベント情報を入手できる壬生町観光の
拠点。無料の休憩所も完備

JAしもつけ みぶ
農産物直売所 みらい館
●じぇいえーしもつけ みぶ
のうさんぶつちょくばいじょ みらいかん

t 0282-82-8838
毎朝生産者が届けてくれる新鮮な野菜
や、特産品を使用した加工品が手に入
るJAの直売所。旬の野菜を持ち帰ろう。
J8時30分〜18時
i 無休
シーズンにはみぶ
の妖精のイチゴや
トマト、ニラも並ぶ

みぶのおばちゃんち
●みぶのおばちゃんち

t 0282-82-8371
地元食材を使ったメニューが豊富に揃
うレストラン。大洗直送しらす丼710
円などが人気メニュー。ゆうゆ焼き
（➡
P9 ）もこちらで購入できる。
J9〜20時
i 無休

そば、うどんのほ
か、定食メニュー
も充実

ときめき
ステーション
●ときめきすてーしょん

t 0282-21-7680
栃木県や壬生町のみやげがズ
ラリと並び、ソフトクリームも大
人気。季節限定の種類もあるので
見逃せない。
J8〜20時
i 無休
みぶブランド（➡
P12 ）も扱ってい
るので要チェック

©2015 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

5

4

