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ソースカツ丼／ 
志多美屋本店
住所／桐生市浜松町1-1-1
電話／0277-44-4693
営業時間／11:00～14:00  
17:00～20:00
木・第３金休

藤屋食堂の「ソースカツ丼」
（830円）

ベーカリーカフェレンガの「のこぎり屋根
のフレンチトースト」（184円）

志多美屋本店の
「ソースカツ丼（4個入）」
（900円）

第二宮島庵境野支店の
「もりひもかわ」（650円）

ベーカリーカフェレンガ
住所／桐生市東久方1-1-55
電話／0277-32-5553
営業時間／8:00～18:00
（土・日・祝7:00～） 無休

手打らーめんよしだや
住所／桐生市東1-2-31
電話／0277-44-3813
営業時間／11：0 0 ～14：0 0
（土曜は14：30）　不定休

アイスまんじゅう／
シロフジ製パン所
住所／桐生市相生町1-298-9
電話／0277-53-5115
営業時間／10:00～18:00　月、第2・4日休

忠治漬／高野商店
住所／桐生市錦町1-8-6
電話／0277-44-3322
営業時間／9:30～18:30　
水・第4木休

花ぱん／小松屋
住所／桐生市本町4-82
電話／0277-44-5477
営業時間／10:00～17:00
水休

星定観光農園
住所／桐生市黒保根町下田沢624
電話／0277-96-3708（要予約）
営業時間／8:00～17:00　不定休
体験料／ブドウ狩り 大人500円、
子供300円、栗拾い 大人100円

着物着付体験
電話／090-4000-5543
営業時間／9：00～12：00（着装時間） 
※16：00までに要返却
受付は随時（要予約）
料金／3,500円（レンタルは着物・帯・帯揚・
帯締・下着・足袋・草履と着装）

桐生うどんの里
住所／桐生市川内町1-254-1
電話／0277-65-9030（要予約・5名以上）
営業時間／9:00～17:00
土・日・祝休（要問合せ）
料金／30分コース1,080円、90分コース1,620円

ぐんま昆虫の森
住所／桐生市新里町鶴ヶ谷460-1
電話／0277-74-6441
営業時間／9:00～17:00（4～10月）、
9:30～16:30（11～3月） 月休（祝日の場合は翌日）
入園料／一般410円、高校・大学生200円、中学生以下無料

カリビアンビーチ
住所／桐生市新里町野461
電話／0277-70-2121
営業時間／10:00～21:00　木休（5～9月・祝日は営業）
入館料／大人510円、小・中学生300円、3歳～未就学児100円（平日）
大人820円、小・中学生500円、3歳～未就学児100円（土・日・祝・7/21～8/31）

黒保根渓流フィッシング
住所／桐生市黒保根町下田沢1874-1
電話／0277-96-2099
※営業時間は季節によって異なる。無休
料金／渓流エサ釣り・大人4,300円（4時間）、
ルアー＆フライ・大人5,300円（1日）ほか

利平茶屋森林公園
住所／桐生市黒保根町下田沢1900-1
電話／0277-96-2588（開園期間）
0277-96-2113（閉園期間、黒保根支所地域振興整備課）
営業時間／8:30～17:00（2月1日から受付開始）
開園期間／４月28日～10月
料金／大人200円、小人100円、バンガロー1棟5,000円～

ひもかわ／
第二宮島庵境野支店
住所／桐生市境野町6-601-8
電話／0277-43-7622
営業時間／11：30～14：30
17：30～20：30
月・第3火休

ハニートースト／
キッチンマカロニ
住所／桐生市錦町2-14-30
電話／0277-46-9325
営業時間／11:00～16:00、
18:00～24:00（月～木）
※金・土は2:00まで　日・第3月休

山ストール／
PRIRET –プライレット-
住所／桐生市宮本町3-6-30
          （新店舗所在地）　
電話／090-6316-1388

松井ニット技研マフラー・
超撥水風呂敷『ながれ』／
桐生さくらや
住所／桐生市本町5-58
電話／0277-43-5113
営業時間／10:00～19:00　水休
※桐生織生地も格安販売

ソースカツ丼／ 
藤屋食堂
住所／桐生市清瀬町5-49
電話／0277-45-1805
営業時間／11:15～14:30  
17:15～20:15
月休

利平茶屋
森林公園
自然の中で、バーベキュー、
キャンプ、ハイキング、イ
ワナ釣りなどのアウトドア
アクティビティが体験でき
る。全国初の小水力発電所
の見学も楽しめる。

カリビアンビーチ
関東最大級の屋内温泉プー
ル。波のプール、ウォータスラ
イダー、ダンズリバーフォー
ルなど、多彩なプールで、一年
中夏の楽園！

星定観光農園
ぶどう狩りをメインとして、
芋掘り、栗ひろいなどができ
る体験型の観光農園。ぶど
う狩りの収穫体験は、9月上
旬～10月中旬頃に楽しめる。
（要予約）

ぐんま昆虫の森
敷地内に棚田、畑、小川などを再現した、全国的
にもユニークな昆虫をテーマにした体験型施設。

野菜チャーシュー麺
地元で大人気のラーメン店。あっ
さり味ながら、コクとうま味があ
ふれる一杯。
よしだやの「野菜チャーシュー麺」（950円）

ハニー 
トースト
トーストを生クリームやイチゴで
デコレーション。地元の女子高
生から火がついた桐生の人気デ
ザート。（レギュラーサイズ 800円）

（1個 248円）

アイス
まんじゅう
こしあんをミルクア
イスでくるんだ桐
生の定番アイス。

のこぎり屋根の
フレンチトースト
伝健地区にあるノコギリ屋根工場
を改装したベーカリーでは、ユニー
クな「のこぎり屋根のフレンチトース
ト」が味わえる。他にクランベリー、
ブルーベリーなど天然酵母の自家
製パンやセットメニューも人気。

花ぱん
桐生天満宮の梅紋
を模した形で、卵と
小麦粉を練って焼い
たもの。（1袋 700円）

ひもかわ
もう一つのご当地グルメがこれ。
普通のうどんより麺の横幅が広く
て薄い。幅は店によってまちまちで
10㎝以上という幅広麺も。ツルン
としたのど越しが楽しめる。

忠治漬
日本一の穂高産のわさびと吟
味した酒粕、瓜の入ったわさび
漬。格別な香りと風味で桐生み
やげの定番。（378円～）

ソースカツ丼
桐生発祥の二大ご当地グル
メの一つ。サクサクとした歯
ごたえとソースの旨味が特徴
で、キャベツを敷かないのが
桐生流。肉の味わいはもちろ
ん、店によって異なるソース
を比べる楽しみも。

超撥水風呂敷『ながれ』
撥水加工を施した、進化した風呂敷。一般的な
用途はもちろん、濡れたものを包んだり、傘代わ
りになったりと幅広く使用できる。（3,024円～）

山ストール
織物の街・桐生ならではの物産。
ストールにもネックゲイターにも
なる逸品。「山ストール」（9,396円）

「Ｔシャツ」（3,500円）

松井ニット技研
マフラー
世界的に有名な
松井ストライプ柄の
マフラーが人気！

「マフラー」
（ 9,396円～）

黒保根渓流フィッシング
ルアーとフライフィッシングが手軽に楽し
める管理釣り場。イワナ、ヤマメ、ニジマス
など、60cmを超える大物が釣れると評
判。渓流では家族でイワナやヤマメの餌釣
りも楽しめる。

着物着付体験
織物産地ゆえに、本格的な着
物着付体験ができる。着物の
所作もレクチャー。他の着物
着付体験と
は一線を画
す、日本文化
体験メニュー
をぜひ。

桐生うどんの里
吾妻山麓の源水を使用し
た吾妻うどんの手打ち体
験ができる。玉から伸ばし
て切る30分コースと、粉
から足踏み、玉にして切る
90分コースが選べる（要
予約・5名以上）。

桐生へ来たらぜひ食べたい。
そんなとっておきのご当地グルメと

自慢の特産品をラインナップ！

見る、食べるだけじゃなくて、
自分の体で体験！

 桐生らしいアクティビティをご紹介。
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道の駅くろほねやまびこ
黒保根産の季節の野菜を販売。 
地粉を使用したうどんもご賞味を。
住所／桐生市黒保根町下田沢91-4
電話／0277-96-2575
営業時間／9:00～17:00（直売所）、
11:00～15:00（食事/土・日・祝日は
～15:30、冬のみ火休）

桐生観光物産館わたらせ
花ぱん、ひもかわうどん、織物など、 
桐生の特産品を買うならココ。
住所／桐生市末広町11-1（JR桐生駅構内）
電話／0277-40-1888
営業時間／8:30～18:00　無休

お土産買うならココ！
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※商品の料金はすべて税込価格です。


