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太
田
駅
周
辺

太
田
駅
周
辺
エリ
ア

area 新旧の歴史と文化を探して
さぁ、たのしい旅はここから
町歩きの起点になる太田駅。
グルメ、読書、アート探訪と気の向くままに散策

11

55

66

22 33 44

太田市美術館・図書館

多彩な美術作品と 1万冊を超える絵本児童
書、9千冊のアートブックを取り揃えている。

おおたしびじゅつかん・としょかん

住 東本町 16-30 0276-55-3036

@Daichi Ano

住 飯田町 771 0276-30-3525

0276-22-2858

太田マロニエ

創業40数年の洋菓子店です。バースデーケー
キや贈答用焼き菓子等を販売しています。

伊勢屋
いせや

太田の基幹産業「SUBARU」の車を
モチーフにしたお菓子を販売して
います。
住 東本町 24-23

Gourmet

太田市北口から徒歩 2分。
大玉たこ焼きと太田焼そばが
名物の気軽に立ち寄れるお店。
昭和な気分を味わえます。
住 東本町 17-11

0276-25-8639

ダニエルハウス
ブルワリー＆グリルレストラン

ブルワリーとレストランが一
体となった珍しいレストラン。
太田市のクラフトビールが楽
しめます。
住 飯田町 895

0276-47-1222

もみの木

こだわりの鉄板で焼き上げた上
州太田焼そば。特に国産のから
揚げをトッピングした「から揚
げ焼そば」は絶品です。
住 浜町 35-4

0276-45-2720

エフエム太郎
地元のラジオ局です。
住 東本町 16-1

0276-30-1111

フォルムが可愛い

ご当地グルメを堪能！

お土産ならコレを

ホテル アールナイン ザ ヤード おおた

太田駅周辺で泊まるなら

Stay

太田ナウリゾートホテル7
（ホテルグランツグループ）

太田第一ホテル8

太田駅徒歩 5分のシティホテル
です。ご宿泊、各種ご宴会にご
利用頂けます。
住 飯田町 1267

0276-49-2111

住 飯田町 1398-1

住 飯田町 1322

住 飯田町 1308

住

駐

飯田町 1320-1
立体 60台 /平地 4台 (1泊 300円 ) 

駐車場を完備した全110室のビジネスホテルです。
住 飯田町 935-1 0276-48-8555

0276-48-8080

0276-45-6661

0276-48-0288

住 内ケ島町 822-1 0276-55-8686

0276-40-1045

パールホテル太田9
太田駅南口から徒歩 1分、無料駐車
場完備（大型可）のビジネスホテル！

隣室の音が響かない、至近の駐車スペースを持つ独立
した客室。室内にはこだわりのベッドにマッサージチェ
ア、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、空気清浄機など快適な
滞在をお約束いたします。

ビジネスホテル太田イン10
なぜか「ホッ」とするホテル。

東横イン群馬太田駅南口12

HOTEL R9 The Yard 太田13

ホテルモンテローザ太田11
太田駅南口から徒歩 2、3分の立地。
無料専用駐車場 25 台の他に提携し
ている近隣の駐車場があります。
ご宿泊、ご宴会のお客様には無料
駐車券をお渡ししております。

太田駅「南口」より徒歩 2分と駅近
です。大きな声の挨拶と明るい笑顔
の接客、きれいなお部屋をお約束し
ます。

※予約不可、先着順となります。

おもひで横丁

なつかし屋

よこちょう

や き

おおた

たろう

おおた

おおただいいち

おおた

おおた

おおた

とうよこ ぐんまおおたえきみなみぐち

Google マップ™へリンク
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金
山
金
山
エリ
ア

area 太田のシンボル、金山
四季彩る景色をたのしもう
太田を訪れたら立ち寄りたい、おすすめスポットを紹介。
散策しながらいにしえの歴史にふれて

66

77

1212

長念寺

太田市七福神の恵比寿神奉安所

ちょうねんじ

住 本町 22-6 0276-22-2747

やせがわ

22 金山城跡

33 金山ハイキング

国指定史跡。日本百名城。戦国時代、有
力大名の猛攻を退けてきた難攻不落の名
城は、復元されてその姿を私たちに伝え
ています。

標高 239ｍの山。
四季折々の風景を楽しみ、
野鳥の声に耳を傾けながら
ハイキングが楽しめます。

かなやまじょうあと

44 新田神社

金山山頂に鎮座する、新田義貞公を祀
り「初志貫徹」の神様として崇拝され
る神社。

にったじんじゃ

だいこういん

しせきかなやまじょうあと

11 大光院

「子育て呑龍さま」の愛称で親しまれる、上州太
田七福神の一つにもなっている寺院。弁天財を
祀っています。
住 金山町 37-8 0276-22-2007

住 金山町 40-44 0276-25-0487

55 史跡金山城跡ガイダンス施設

史跡金山城跡を紹
介する学習施設。
各種体験教室も開
催。

住 金山町 40-30
0276-25-1067

住 八幡町

0276-47-1833　（太田市観光物産協会）

八瀬川の桜

約150 本もの桜が彩る八瀬川では、桜を眺め
ながらの散策がおすすめ。

88
かないさん えいふくじ

住 東金井町 7-1 0276-25-2777

金井山永福寺

太田七福神の一つで寿老人を祀っている。
本尊様が冠をかぶった珍しい釈迦如来座
像がある。

99
そうげんじ

住 東今泉町 165 0276-25-1343

曹源寺 さざえ堂

堂内は3階造りのらせん状。秩父・坂東・
四国の札所の百観音を安置。国の重要
文化財となっており、「群馬のアジサイ
寺」とも呼ばれています。

Gourmet

Facility

がんそどんりゅう　やまだやほんてん

1010 新田パン

100年以上の歴史あるパン屋さん。看板商品である「栄養パン」
は、黒糖を使用した生地に甘納豆とレーズンが人気。
住 本町 25-33　　0276-25-3001

にった

1111 万徳
まんとく

子育て呑龍さま近くの江戸
時代から続く老舗和菓子店。
みたらし団子や赤飯、巻き
寿司が看板メニュー。

住 本町 33-29
0276-22-7921

元祖呑龍 山田屋本店

焼きまんじゅう専門店です。
昔ながらの製法で、まんじゅ
うの素になる麹から味噌だれ
まで、すべて自家製です。

住 金山町 13-1
0276-22-3557

関東屈指の名城！

かなやま

Google マップ™へリンク

どう

さくら

しせつ
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秘伝のタレで仕上げた炭火焼きの
「とり重」。旨味をとじ込めたジュー
シーな「モモ唐揚げ」。イベント予
約配達では 2000 個までをご指定の
場所にお届けします。便利なネット
注文ご利用ください。

とり弁鶏太田店
べんけい おおたてん

住 飯塚町 693-2　　0276-55-0009

77

Ristorante Moderato

住 藤久良町 54-10　　0276-56-9947

本場の味を追求するイタリア料理店。
イタリア全土のワイン 200 種類がそ
ろうのも魅力。

66

55 島岡酒造
しまおかしゅぞう

「生もと系山廃造り」にこだわった力強い醇味
豊かなお酒「群馬泉」の蔵元

0276-31-2432住 由良町 375-2

to touch ota style shop

ファッションブランド「to touch」のフラッグショップ。
地元ニットブランド「OTA KNIT」などを取り揃えている。

住 富沢町 239-6 0276-55-5205

44

33

住 城西の杜直売所 城西町 53-1 ／九合直売所 飯塚町 130
0276-32-8311/0276-45-0413　

ＪＡ太田市城西の杜直売所／九合直売所

農産物直売所では旬の野菜や果物の販売、米の精米販売を
行っております。

22 ＯＴＡ ＦＡＣＴＯＲＹ

無添加「ＯＴＡぜいたくプリン」は、
東毛酪農の「63℃低温殺菌牛乳」と、
市内養鶏場生産「千の恵み卵」で作っ
たこだわりの一品。

住 高林南町 659-1 0276-38-2159

11

0276-32-2500

冠稲荷神社
かんむりいなりじんじゃ

県指定天然記念物「冠稲荷のボケ」は樹齢 400 年といわれ、縁結び、子宝
安産、子育て健康長寿で知られる。3月～ 4月初旬開花。

住 細谷町 1

ご当地グルメを堪能！

Gourmet

街
な
か

街
な
か

area 太田がぎゅっと詰まった、
伝統・ファッション・グルメが楽しめるエリア
遠方からも参拝者が訪れる神社、太田発のファッションブランド、
スイーツから農産物などのグルメスポットまで勢ぞろい。

エリ
ア

 おおたしじょうさい　もりちょくばいじょ くあいちょくばいじょ
リストランテ モデラート

オオタ ファクトリー

トゥータッチ オオタ スタイル ショップ

Google マップ™へリンク
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99 ミラノカフェ

当店自慢の無添加の手作り
ジェラートをぜひご賞味く
ださい！
住 大原町 2311-1

090-1849-5100
または 090-9238-0547

88

0276-37-0300

八王子農園
はちおうじのうえん

緑豊かな丘の上にあるレストラン！
スカイデッキでのお食事や屋外ＢＢ
Ｑも人気です。

住 菅塩町 1029-10

鳳凰ゴルフ倶楽部

丘陵という恵まれた地形だからこそなしえた
魅惑の 36 ホール。

住 北金井町 903 0276-37-2111

77㈱太田双葉カントリークラブ

高まる鼓動！素晴らしい眺望！
戦略性を秘めた 27 ホールズ。

住 西長岡町 1524 0276-37-1511

66

ジャパン・スネークセンター

世界各国の珍しいヘビを飼育展示しています。

住 藪塚町 3318 0277-78-5193

55

三日月村

「木枯し紋次郎」の故郷、三日月村を再現した
テーマパーク。家族で楽しめる、からくり屋
敷などのアトラクションもあります。
定休日：金 (臨時休業有 )

住 藪塚町 3320 0277-78-5321

44

金星食品㈲

点灯直売所では冷凍餃子の販売からア
ツアツ焼き餃子のテイクアウトもでき
ます！お電話にてご予約も承っており
ますのでぜひお気軽にお電話ください。

住 大原町 107-1
0277-78-3046

きんせいしょくひん

33

0276-22-2680

今井酒造
いまいしゅぞう

慶応２年 (1866) 創業の蔵元。蔵、母屋
など、登録有形文化財に指定されてい
ます。敷地内に直売所・喫茶室を併設
しています。
住 鳥山中町 746-2 

22

11 北部運動公園（八王子山公園）

太田市北部の高台に位置する公園。毎年春には丘陵一面を
花畑が彩ります。 住 上強戸町 2079-3 0276-37-3434

ほくぶうんどうこうえん はちおうじやまこうえん

お土産ならコレを

や
ぶ
塚
・
八
王
子

や
ぶ
塚
・
八
王
子

area 豊かな自然に囲まれて、
　　　　　　心も体もリフレッシュ
自然の中で遊び、疲れた体を温泉で癒す。
大人から子供まで楽しめる、レジャーエリア。

エリ
ア

Gourmet

藪塚周辺で泊まるなら

Stay

開祖今井館10

やどり今屋11

住 藪塚町 162

住 藪塚町 163

住 藪塚町 162

住 藪塚町 246 0277-78-2318

0277-78-2678

0277-78-2321

西山館12

ホテルふせじま13

0277-78-2421

住 藪塚町 211 0277-78-2518

藪塚館14

みかづきむら

おおたふたば ほうおう くらぶ

かいそいまいかん

いまや

にしやまかん

やぶづかかん

Google マップ™へリンク
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太
田
尾
島
エリ
ア

area 歴史と伝統が今に受け継がれる、徳川氏発祥の地。
四季折々の自然の中で、歴史に触れる。
疲れたら、地元の名産品でひと休み。ゆったりとした時間をお過ごしください。

22 33 44

11 世良田東照宮

三代将軍徳川家光により、日光東照宮の元社殿や宝物などを移築したもので、徳川氏発祥の地の
東照宮として知られています。群馬県で一番太いソメイヨシノである御神域桜も有名。

せらだとうしょうぐう

住 世良田町 3119-1 0276-52-2045

Gourmet

東楊軒

ファミレス感覚でリーズナブ
ルに楽しめる本格横浜中華
店。太田の食材を使った「上
州煮ぼと」が有名です。
住 岩松町 594-6

0276-52-0660

割烹　明養軒
かっぽう　めいようけん おしょくじどころとうようけん

詩人の北原白秋や地元の名士
中島知久平がこよなく愛した
名店として知られる明治 18年
創業の割烹料理店
住 尾島町 62-1

0276-52-0007

御食事処よしくら

産地直送と地産地消にこだわっ
た料理の数々が揃う和洋食店。
特に地元尾島さんの大和芋料理
はここでしか味わえないものば
かり。
住 出塚町 492-1

0276-52-1990

住 粕川町 701-1 0276-56-9350

道の駅おおた

「道の駅おおた」では地元の出荷者さんのご協力により新鮮野菜、お弁当、お土産を多数ご
用意しております。

みちのえき

55

お土産ならコレを

　　　160円（税込）

太田産大豆を使用した

道の駅おおたオリジナル納豆

村長のこだわり納豆

　　　 500円（税込）

日本中の道の駅グルメが集まる

「道-1グランプリ」で3年連続

入賞した一品。ケータリング

カービレッジ「えきまえ食堂」

で食べられるほか、冷凍でも

販売している。

上州もつ煮ぼと

　　 各種540円（税込）

市内のレストランシェフと共同

開発。旬野菜を使用しており、

内容は季節で異なる。

道の駅おおた 
限定ドレッシング

ご当地グルメを堪能！

Google マップ™へリンク

むらおさ
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太
田
新
田
エリ
ア

area

昔と今が集う街。
歴史探索をしながら、美味しい香りに寄り道しませんか。

44

55

33

22

0276-57-1077

大慶寺
たいけいじ

東国花の 100 ヶ寺の 1つ。4月下旬
から 5月上旬にかけて、約 150 種、
3500 株ものぼたんが咲き誇ります。

住 新田大根町 1000

0276-56-0049住 新田木崎町 526-11 0276-57-0581住 新田嘉祢町 203-2

Gourmet

助平屋饅頭総本舗

105年続く老舗焼きまんじゅう店。炭火でカリッ
と焼いたまんじゅうに、甘じょっぱいタレを
纏った一本は虜になること間違いなし。

深町食品
ふかまちしょくひんすけべやまんじゅうそうほんぽ

自社農場で心を込めて育てた野菜から作られる
国産キムチは、低温熟成により辛さの中にも旨
味を感じる本格味。

歴史探索しませんか

0276-56-1241

山崎酒造
やまざきしゅぞう

120 年前に建てられた酒蔵を改装し
て蔵ゼミや二十四節気にまつわる
イベントを開催しています。

住 新田木崎町 966

お土産ならコレを

88

66

ニコモール

ジョイフル本田新田店の北側に併設
された専門店街。幅広い品揃えで、
週末は多くの家族連れでにぎわう。

0276-57-3001
住 新田市野井町 592-13

77

0276-37-4711住 寺井町 690-2 0277-78-2729住 六千石町 48

新田乃庄　寒山亭

昭和 42 年創業。郷土料理「おきりこみ」の名
店として、市内外の人たちから愛されています。

武井漬物
たけいつけものにったのしょう　かんざんてい

「心のこもったお漬物」をモットーに安心・安
全な採れたての国産野菜を使った漬物専門店。

11 新田荘遺跡

11箇所の遺跡から構成される全国
でも珍しい広域に複数存在する荘園
遺跡。寺社境内・館跡・湧水地など
の史跡は見応えあり。

にったのしょういせき

Google マップ™へリンク
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漬け物

藪塚地区で特産のだいこんたくあん漬け。日
照時間が長いことに加え、上州名物空っ風が
吹くことで美味しい漬物用干し大根ができあ
がります。

武井漬物（Ｐ15）

ニット製品

高い技術力で作られた肌触りの良いニット製
品。地域ブランドの「ＯＴＡ　ＫＮＩＴ」は
お土産にも最適です。

to touch ota style shop（Ｐ08）

おきりこみ

幅広の生めんを旬の野菜などと一緒に煮込ん
だ群馬県の代表的な料理です。「うどん」と
の違いは、生の麺を茹でずに直接煮込むため
打ち粉が溶け出して「おきりこみ」特有のと
ろみと風味が出ます。

新田乃庄（Ｐ15）

地ビール

群馬のおいしい水と空気が造り出す地産ビー
ルは絶品。ダニエルハウスではすっきりとし
た味わいのヴァイツェン、喉ごしなめらかな
アルトの他に、季節に合わせたビールを楽し
むことができます。

ダニエルハウス（Ｐ04）

焼きまんじゅう

群馬県民のソウルフードである上州名物、焼
きまんじゅう。太田市内でも多くの店で売ら
れています。各店ごとに個性はありますが、
甘じょっぱい味噌だれの香ばしさはどの店も
共通です。

元祖呑龍山田屋本店（Ｐ07）
助平屋饅頭総本舗（Ｐ07）

上州太田焼そば

太田は焼きそばのまちと言っても過言ではない
ほど、焼きそばを販売している店がたくさんあ
ります。太麺、細麺、甘め、しょっぱめ、洋風
味付けなど各店それぞれに個性があり、自分好
みの味を探すのも楽しみ。地元密着のソウルフー
ドとして市民から愛されています。

もみの木（Ｐ04）
おもひで横丁なつかし屋（Ｐ04）

大和芋の粗生産高日本一を誇るのは尾島地区。
利根川の豊富な水がもたらす肥沃な土壌は、や
まといもを作るのに適しているのです。市内に
は大和芋料理を出す店も多く、特産品として市
民にもおなじみの野菜です。

大和芋

道の駅おおた（Ｐ13）
ＪＡ太田市直売所（Ｐ09）

明養軒（Ｐ12）
御食事処よしくら（Ｐ12）

小玉スイカ

品種改良によって生まれた小玉スイカは、直径
約 20cm と小ぶり。冷蔵庫で丸ごと冷やせるサ
イズです。大玉スイカよりも糖度が高く、タネ
は半分ほど、皮も薄いため、最後まで美味しく
食べられます。

道の駅おおた（Ｐ13）
ＪＡ太田市直売所（Ｐ09）

特
産
品

特
産
品

太田といえばこれ！
一度食べたらクセになる
地元の味覚・名産品

買うなら

食べるなら

こだま やまといも

じょうしゅうおおたやき や せいひん

じ

つ　　 もの
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哀愍寺
青田自動車（手づくりジェラートミラノ太田店）

赤城食品(株)

朝日印刷工業(株)東毛営業所

(株)新井商運

(有)和洋菓子あんどう

石川建設(株)

(有) 伊勢屋　岡田商店

今井館

(株)今井酒造店

(有)今屋

(宗)永徳寺

金井山　永福寺

(株)エーコープ関東 A コープ新田店

王鉄興業(株)

大沢建設(株)

太田飲食店組合

太田市ウォーキング協会

太田菓子工業組合

(有)南雲商事　太田グランドホテル

(株)太田グリーンパレスパーティサービス

(株)おおたコミュニティ放送

太田山草会

太田市新田商工会

太田市農業協同組合

太田商工会議所

太田第一ホテル

太田都市ガス(株)

(株) ルセット　太田ナウリゾートホテル

OTA FACTORY (株)

(株) 太田双葉カントリークラブ

(有)太田マロニエ

太田南一番街商店街振興組合

太田ロータリークラブ

正法寺

照明寺

(株)ショーダクリエイティブ

御菓子司　新虎

(株)SUBARU　群馬製作所

世良田東照宮

(株)セレブ助平屋饅頭総本舗

曹源寺　さざえ堂

ソニック(株)

大慶寺

大光院

大仙館

武井漬物製造(株)

ダニエルハウス

だるま工房　吉んと

長慶寺

(株)腸詰屋

長念寺

(株)千代田製作所

出口屋旅館

(株)テラウチ

(株)田園都市未来新田（新田ショッピングセンターニコモール）

東亜工業(株)

東京広告(株)

東毛酪農業協同組合

(有)東楊軒

(宗)東楊寺

東横イン　群馬太田駅南口

(株)ボストンハウス（とり弁鶏太田店）

(一社)なでしこ未来塾

(株)西岡設計

西山館

(株)ニッコクトラスト

新田神社

(有)おかの

尾島生活研究グループ連絡協議会

尾島世良田酒類小売組合（寿屋酒店）

尾島繊維組合（すずまん）

尾島ねぷた太鼓会

尾島郵便局

おもひで横丁なつかし屋

(有)金井製菓所

金山華光会

川富興業(株)　かわとみ

(有)元祖呑龍山田屋本店

関東建設工業(株)

冠稲荷神社ティアラグリーンパレス

喜多製菓舗

響香

玉巌寺

KYO-YA

金星食品(有)

クルンモット

(株)群馬銀行　太田支店

群馬電気(株)

群馬燃料(株)
(株)群馬プロバスケットボールコミッション

小金井太々神楽保存会

子育色地蔵保存会

(有)権田金物店

サッポロビール(株)群馬工場

三和食品(株)

しげる工業(株)

島岡酒造(株)

ジャパン・スネークセンター(財)日本蛇族学術研究所

(宗) 受楽寺

上州太田焼そばのれん会

上州ねぷた会

新田製パン(有)

(株) 新田乃庄

新田みどり農業協同組合

ユアサ・フナショク(株) パールホテル太田　

(株)橋本絞店

和菓子はせ川

八王子農園

東日本電信電話(株)　群馬支店

ビジネスホテル太田イン

Faine (株)　ふぁーいんてーぶる

(株)深町食品

富士スバル(株)　太田店

藤森屋

太田資源開発(株)　鳳凰ゴルフ倶楽部　

HOTEL R9 The Yard 太田

(株)伏島館　ホテルふせじま　

ホテルモンテローザ太田

ホテルルートイン太田南－国道 407 号－

(株) マウンテンディアー

(有)万徳

特定非営利活動法人 Way To The Dream（道の駅おおた）

割烹　明養軒

もとじま整形外科・糖尿病内科

もみの木

エヌメイク(株)　呑龍文庫ももとせ

(株)森永新田

焼そば美味

藪塚館

山口太鼓店

山崎酒造(株)

山田ブルーベリー農園

食事処　よしくら

吉屋食堂

Ristorante Moderato
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