
体験スポット
Experience-based spots

市内にはいろいろな体験を楽しめるスポッ
トがたくさん！遊んで学んで、思い出に残
るひとときを。

工場見学  クリクラ本庄工場・クリクラミュージアム
波を打ったような大きな建物がひときわ目を引く「クリクラ本庄工場」。
宅配水業界最大規模の複合見学施設を兼ね備え、ミュージアムの見
学後は生産ラインから倉庫格納まで全自動で行われる大迫力の製造
工程を間近で見学できます。
Factory visit　CreCla Honjo Factory/CreCla Museum
The “CreCla Honjo Factory” immediately draws your attention with its large, 
wave-like buildings. Having the largest complex tour facilities in the home 
delivery water industry, you can closely observe the impressive manufacturing 
process that is fully automated from production to storing into a warehouse after 
visiting the museum.

古民家宿泊体験  
稲沢　古民家「木村邸」
築200年の古民家「木村邸」は、
かつてこの地域で盛んだった養蚕
農家を改修した民泊施設。ハイキ
ングコースやホタル観賞を楽しめ
るのどかな環境なので、家族や友
人とのんびり過ごしたり、グルー
プでのご利用にもおすすめです。
Enjoy staying in an old farmer's house
Inazawa, an old farmer's house 

“Kimura-tei (house)”
The 200-year-old K imura-tei is a 
r e n o v a t e d  f a r m e r’ s  h o u s e  o f 
sericulture that once flourished in this 
a rea .  Sur rounded by a peace fu l 
environment where you can enjoy 
hiking and watching fireflies, it is also 
recommended for relaxing with your 
family and friends, or for group use.

そば打ち体験  ふれあいの里 いずみ亭
そばの栽培から収穫、乾燥、製粉まですべてお
店で行っている「いずみ亭」では、自慢のそば粉
を使ったそば打ち体験が人気！講師が丁寧に教え
てくれるので、初心者も安心して参加できます。
Soba (buckwheat noodle) making workshop
Fureai no Sato Izumi-tei
At Izumi-tei, where every process of soba making from 
buckwheat cultivation, harvesting, drying and milling is 
carried out on their premises, the soba making workshop 
using their own special buckwheat flour is popular! An 
instructor will carefully guide you, so even beginners can 
feel free to participate in the workshop.

工場見学  赤城乳業 本庄千本さくら『5S』工場
工場外観のガリガリ君のイラストが見えただけでワクワク！
日本のアイス生産量の約10％を製造できる能力を持つ、日
本最大規模のアイス工場です。おなじみのガリガリ君のほか、
赤城乳業の主力商品の製造工程を見学できます。

Factory visit
Akagi Nyugyo Company Limited Honjo Senbon Sakura “5S” Factory
You will be excited just by finding the illustration of GariGarikun on 
the exterior of the factory! It is one of the Japan's largest ice 
cream factories, which is capable of producing about 10% of 
Japan's frozen treats and ice confectionery. In addition to the 
popular GariGarikun, you can see the manufacturing process of 
Akagi Nyugyo's main products as well.

塩素反応実験で、
おいしさの理由が

一目瞭然！

DATA Map p2
☎ 0120-867-867（受付時間　月曜〜土曜 9:00 〜16:30）Reception hours are from 9:00 am to 4:30 pm, Monday to Saturday　
所  本庄市児玉町児玉2256 ／ 2256 Kodamacho-Kodama  Honjo-shi　

時  水曜、土曜の1日2回（水曜は午後の部のみ）Open on Wednesday (once a day) & Saturday (twice a day).

　 ※10名以上の団体は日時応相談

DATA Map p28 d-1
☎ 0495-73-0011
　（NPO法人 本庄市げんきの郷本泉「遊楽荘」）　
所  本庄市児玉町稲沢575 ／
　  575 Kodamacho-Inazawa  Honjo-shi　
￥  要問合せ　申  要予約 Reservation required.

所  Address  時  Business hours  申  Application  ￥  Charge

DATA Map p28 d-2
☎ 0495-78-0280　
所  本庄市児玉町河内209-1 ／
　  209-1 Kodamacho-Kochi Honjo-shi　
時  11:00 〜（所要時間　約1時間30分）90 minutes required.
￥ 1セット（5人前）4,500円（税込み）　
申 要予約 Reservation required.

DATA  Map p2
☎  0120-60-6092（受付時間は月〜金10:00 〜12:00、13:00 〜15:00）　Reception 

hours are from 10 am to 12 pm and from 1 pm to 3 pm on weekdays.
所  本庄市児玉町児玉850-10 ／ 850-10 Kodamacho-Kodama Honjo-shi　
時   9:30 ／10:00 ／13:00 ／14:30 ／15:00（所要時間　約90分）Open on 

weekdays 9:30 ／10:00 ／13:00 ／14:30 ／15:00 (Tour time: 90 minutes)
申  要予約 Reservation required.

「ガリガリブルー」
のソファだよ！

このチューブの中
を「アイスのもと」
が流れてくるよ！

「当たり棒」は一定
の割合で混ぜられ
ていきます

クリクラの歴代
ウォーターサーバー
も展示しています

波と海をイメージしたミュージアム棟 開放感のある広い館内

実際に場内で使用されている機械

世界のミネラルウォーターが並ぶ
「水ギャラリー」

見学開始までロビーで待機。
ソファも遊び心たっぷり！ いよいよ工場見学へ。ガリガリ君の口の中に入ります

赤城乳業のこ
れまでの歩み
を 商 品 パ ッ
ケージととも
に振り返ります

最後のガリガリ君広場では、お楽しみのアイスの
試食のほか、ゲームや限定グッズのお買い物も！

工場内の様子は廊下の窓から見学。
あれは何味かな…？？

頭上に工場内の映像が流れる人気のエ
リア。このほか、見学ルートには楽しい
仕掛けがたくさん！

粉と水の混ぜ具合が難しいので、しっかり教わろう。
薄くなればなるほ
ど扱いは慎重に。

お店ですぐにゆでてもらえるのもうれ
しい！自分で作ったそばは格別です。 緊張の瞬間。均一に切れるかな？

養蚕農家の雰囲気を残す外観

最大 15 人宿泊できるという広々とした室内

畳と障子の雰囲気に、 どこか懐かしさを感じます

遊びにきてね！

♪ク
リクラ　クリクラ♪
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向かって
左：クリクラ水　右：水道水
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