パイコーめん
990 円

アンナプルナ

大きな豚肉の唐揚げと
手もみ麺のコンビネー
ションが絶妙

t 0282-82-7028 MP20B3
元洋食のシェフをしていたご主人が作
る手もみらーめんは、シコシコツルツ
ル麺と奥深い味わいのスープが評判で、
子供から年配者までが楽しめる。らー
めんのほか、定食類も充実している。

製麺してから1人
前づつ丁寧に手
もみするらーめ
んはおいしいよ

厳選素材にこだわり、チャーシューを
はじめ、すべてが手作りで、丼の1品1品
に奥深い味わいが感じられる。まる重
らーめん700円から、つけ麺などバラエ
ティ豊かな品揃えも魅力だ。

那須御用鶏を
使用したまる重
らーめんをぜひ。
こってりも充実

K 壬生甲3801-6 k 東武宇都宮線国谷駅か
ら徒歩10分 J11時30分〜15時、17時〜20
時30分 i 無休 p20台

斎藤さん

●そばどころみやこあん

t 0282-82-0252 MP20C3
季節ごとのメ
大正12年
（1923 ）創業の老舗で、現
ニューも多いで
在は3代目が腕を振るう。北海道
すから楽しみに
産や地元産のそば粉を使った手打 してください
ち麺は、しっかりした食べ応えで昔な
がらのファンが多い。ダシはやや濃いめ。

高橋さん

野口さん

自家製ケーキ付きが
うれしいパスタランチ
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つ壬生麺
性際 立
道

子供や年配者で
t 0282-82-4948 MP20C2
も、それぞれが
アメリカのテーマレストランを思わ
大好き を見
せる広大な店内にはワクワク感がいっ つけられますよ
ぱい。27種類揃ったパスタをはじめ、
タコス388円〜、濃厚チョコトル
タ486円などのドルチェも充実。
K 安塚3343-33 k 東武宇都宮線
おもちゃのまち駅 から車で5分
J10時30分 〜22時 30分（ 金 ･ 土
曜は〜23時30分 ）i 無休 p70台
スタッフのみなさん
「スパゲッティは運転
できません」のポー
ルが目印。宅配はな
し、店に来て熱々を
食べてねという意味

味が

生まれる
白久さん

味生

イケメンが多いと評判の壬生には、オリジナリティと味に自信のイケテル麺店も
数多い。そばからラーメン、パスタなど、お好みのイケ麺を探してみて。

野菜天付き割子そば 1140 円
山菜、とろろ、大根おろしの 3 種の
そばに、地元産の野菜天ぷら付き

ホルモン焼きそば 650 円
絶品ホルモンたっぷりの焼き
そばはボリュームも評判で、
通常の 2 人前はありそう

K 幸町1-4-7 k 東武宇都宮線おもちゃの
まち駅から徒歩5分 J11〜19時 i 不定休
p なし
店 内 に は 10 辛、
20 辛、 そ し て 50
辛に挑戦した人の
悲惨なコメントが
多数貼られている

t 0282-82-2213 MP20B3
店で提供するそば粉と米は、店舗の近
くに広がる畑で店主自ら育てていると
いうこだわりの一軒。営業時間が短いの
は畑仕事が忙しいため。自家製の粉を
ひいて打ったそばには独特の練りがある。

●のうかそばどころ つうのかくれや きょうか

t 0282-82-4473 MP20A3
そば農家のご主人による自家栽培＆製
粉、そして毎日石臼でひくという自慢の
そば目当てに、遠方から通うファンが多
い。栃木県で人気のきのこ･チタケを汁
に使った天もりセット1150円もうまい。
K 下稲葉874 k 東武宇都宮線壬生駅から
車で10分 J11〜14時 i 火曜 p8台

t 0282-82-2620 MP20B3
無添加の二八そ
そばやうどんのほか、刺身御膳
ばが人気です。安
心してたくさん
1660円などの定食類も充実して
食べてね
いるので家族全員が満足できそう。
国産そば粉を使った二八そばは心地
いい歯ごたえ。厳選素材のダシも自慢。

上野さん
壬生バイパスの大
師町交差点にある
大きな店舗

よろしく丼セット
1200円
壬生菜とかんぴょうの
上に鴨肉、半熟卵がのっ
た丼とそばのセット

そばや ●そばや
t 0282-87-2087 MP20B2
一軒家を改装しているため、
暖簾がかかっ
ていないと通り過ぎてしまいそうな隠
れ家的な人気店。自家製粉でやや粗挽
きにしたそばは、香りを存分に楽しませ
てくれる。おろしそば600円なども。

手作りのブルー
ベリーチーズ
ケーキなどのデ
ザートもぜひ
田中さん

ひやがけ600円
大根と大葉の千切り、
ゴボウの細切りきんぴ
らがのって、さっぱり

K 幸町3-21-3 k 東武宇都宮線おもちゃ
のまち駅から徒歩3分 J11時30分〜14時
（麺がなくなり次第閉店 ）i 月曜、第3日曜
p6台

K 大師町21-2 k 東武宇都宮線壬生駅か
ら車で5分 J11〜15時 LO、17〜20時 LO
i 水曜 p20台

山田さん

中嶋さん

趣ある店構え。隣接の「そば菓子
工房 casico」
（→ P8）は姉妹店

●てうちそばとわごぜん りきゅうあん

勇気がある人
は50辛に挑戦し
て。ボクは絶対
に無理だけどね

古い農家の大谷石
でできた納屋を改
装した店舗

そば粉はすぐに
香りがなくなる
から、毎日石臼
でひいています

農家そば処
通の隠れ家 蕎香

手打ちそばと和御膳 利休庵

焼きそば もりもり
●やきそば もりもり

t 0282-86-2713 MP20B2
20年かけて納得の味を見つけたという
ホルモンはさっぱりしてジューシーな
逸品。焼きそばの辛さは1辛から50辛ま
でオーダー可能で、辛いものマニアに
は知られた店。ただしハンパじゃない…。

●そばどころ みかど

野菜たっぷり
オリジナルメニューは
必食

●ぱすたあんどでざーとかふぇ あっぷる

きのこのスープパイ包
み焼き、パスタ、ケー
キ、ドリンクのセット

個

蕎麦処 みかど

天ざる1450円
壬生産の野菜など、カ
ラッと揚げられた天ぷ
らの食感がたまらない

自家栽培している
素材のよさを実感

パスタ＆デザートカフェ
アップル

ランチのおすすめ
セット1598円

昔 な がらの “ 町 の そ
ば店 ” という雰囲気。
ランチ時には店内は
大賑わいとなる
渡辺さん

K 至宝1-5-10 k 東武宇都宮線国谷駅から
徒歩5分 J11時30分〜14時 i 月曜、第3火
曜 p15台

3 代目が生まれる
前から通っている
常連さんも多いと
いう

K 安塚1095-11 k 東武宇都宮線安塚駅か
ら徒歩3分 J11〜15時、17〜21時 i 火曜
p7台
民家風のスタイリッ
シュな店構え。店内は
シックで落ち着ける

丁寧に手打ちし
た麺の香りと、
生ワサビの相性
は抜群だよ

二八そばと
多彩な和食が楽しめる

トマトソースにモッツァレ
ラチーズが絶妙に絡まる。
M サイズでもかなりの量

そば処都庵

かんぴょうや野菜、キ
ノコなど が 入ってい
て歯ごたえ抜群

ジューシーな
モツ入り焼きそばが
絶品

t 0282-86-4481 MP20C2
ソースやパン、
デザートまで手
スープパイ包み焼きや、ビーフシ
チュー1922円などが看板の洋食レ 作りです。ぜひ
1度味わってね
ストラン。ランチのセットでは日替
わりのパスタや、手作りケーキが楽し
める。とくにレアチーズケーキが人気。

K 本丸2-25-2 k 東武宇都宮線壬生駅か
ら徒歩5分 J11〜15時、17時〜20時30分
i 火曜、第3日曜 p11台

香り高いそばと
地元野菜の料理を堪能

モッツァレラチーズの
ポモドーロ
（M）1080円

t 0282-82-7070 MP20C4
冷たいそばには生ワサビが添えられ、
おろしたての香りを満喫できる。ボ
リュームも満点。壬生ならではの韮せ
いろそば940円
（天ぷら付き1250円 ）や
カニ雑炊うどん1250円なども人気だ。

K 通町2-3 k 東武宇都宮線壬生駅から徒
歩10分 J11〜20時 i 木曜 p20台

昼時には行列がで
きる人気店。ゆっ
くり食事するなら
夜がおすすめ

季節ごとに変わる
パスタメニューが
楽しみ

DANDERION
●だんでぃらいあん

●てうちそばじんさく

お煮汁そば 875 円

t 0282-82-9650 MP20B3

K 壬生乙3566-2 k 東
武宇都宮線国谷駅か
ら 車 で5分 J11 〜14
時、17〜21時 i 火曜
p20台
黄色の外壁に赤の看
板は遠くからでもす
ぐに見つけられる

柳麺まる重
●りゅうめんまるしげ

●あんなぷるな

手打そば甚作

生ワサビをおろして風味豊かに

煮干しのスープに背脂
を加えた “ こてあっさ
り ” が魅力の逸品

あっさ り も こって り も
バラエティ豊か

MIBU MEN

コシの強い手 打ちそばは
食べ応えアリ

シコシコツルツルの
自家製手もみらーめん

手打ち燕三条
750 円

蕎香セット1100円
そばに、風味豊かなそ
ばの実入りとろろご飯
が付く人気メニュー

テーブル席の奥に
座敷もあり、休日
などには家族連れ
でいっぱいとなる

そばは二八が基
本です。粗挽き
のそば本来の香
りを楽しんで
松本さん

6

