■

キャンプ場名称

■

栃木県

電

話

住所クリックで地図表示

松田川ダム下流ふれあい広場キャンプ場

0284-40-1787

足利市松田町2695-3 申込 渡良瀬グリーンプラザ

まつだ湖畔キャンプ場

0284-40-1787

足利市松田町 申込 渡良瀬グリーンプラザ

足利市名草キャンプ場

0284-20-2227

足利市名草上町地内

市貝町伊許山キャンプ場

0285-68-3338

芳賀郡市貝町大字市塙4763-1

にのみや野外活動センター

0285-73-2277

芳賀郡二宮町大字砂原293

オジマ鷲の巣キャンプ場

0285-63-3092

芳賀郡茂木町後郷1329

那珂川県立自然公園 大瀬キャンプ場

0285-63-3008

芳賀郡茂木町大字大瀬813

オートキャンプ那珂川ステーション

0285-63-4771

芳賀郡茂木町大字飯野1584

(株)ツインリンクもてぎ・へローウッズオートキャンプ場

0285-64-0489

芳賀郡茂木町大字桧山120-1

高館山キャンプ場

0285-72-8835

芳賀郡益子町益子西明寺

大芦川Ｆ＆Ｃフィールドビレッジ
出会いの森総合公園オートキャンプ場

0289-63-5678

鹿沼市下沢1037

0289-60-3321

鹿沼市酒野谷1335-3

上永野キャンプ場
山の神バンガロー （テントサイト有り）

0289-84-0341

鹿沼市上永野1403

0289-82-3518

鹿沼市上粕尾1069

上河内緑水公園・高間木キャンプ場

0286-74-3131

河内郡上河内町宮山田字上河原地内

壬生町嘉陽が丘ふれあい広場キャンプ場

0282-86-7117

下都賀郡壬生町大字上稲葉1056‐8

那須プレリーオートキャンプＮＩＫＫＯ

0287-77-1850

那須郡那須町大字豊原丙3210

南那須オートキャンプ場

0287-88-0064

那須烏山市志鳥2947

那須いなか村オートキャンプ場

0287-88-0455

那須烏山市上川井948-1

那須烏山市自然休養村（守山）キャンプ場

0287‐88‐2531

那須烏山市藤田1970

那須烏山市 宮原青少年野外活動広場キャンプ場
ナラ入沢渓流釣りキャンプ場

0287-83-1115

那須烏山市宮原字河原地先

0288-79-0714

日光市上三依109-1

日光杉並木キャンプ場 しんこう園

0288-26-0817

日光市木和田島2112-7

菖蒲ケ浜キャンプ場

0288-55-0227

日光市中宮祠2485

日光楢原キャンプ村

0288-21-7044

日光市小百楢原1239-2
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日光だいや川公園オートキャンプ場

0288-23-0111

日光市瀬川733－3 管理事務所

大笹牧場オートキャンプ場

0288-97-1116

日光市瀬尾大笹原3405

日光戦場ヶ原キャンプ場
日光霧降高原チロリン村オートキャンプ場

0288-55-0165

日光市戦場ヶ原3163

0288-54-3355

日光市所野1545-3

ニュー霧降キャンプ場

0288-53-4728

日光市所野1545-6

小倉山山荘キャンプ場

0288-54-2487

日光市所野2823

キャンプ・イン・ドロブックル(土呂部キャンプ場）

0288-97-1026

日光市土呂部97

のんびり高原の宿場町ＪＯＢＳおじか

0288-79-0088

日光市横川502-1

こころのもりキャンプ場

090-2220-7922

日光市横川６２８

湯西川安らぎの森ロッヂ 安が森自然公園キャンプ場
開運の里 上栗山オートキャンプ場

0288-98-0145

日光市湯西川1878-3

0288-97-1733

日光市上栗山561

銀山平キャンプ場

0288-93-4099

日光市足尾町5488-4

平ヶ崎憩の森キャンプ場
鬼怒川温泉オートキャンプ場

0288-22-1111

日光市平ヶ崎635-1

0288-77-2334

日光市鬼怒川温泉滝1053

三依ふるさと体験村 中三依温泉センター

0288-79-0262

日光市中三依423

神山温泉キャンプ場 （日光猿軍団直営）

0288-21-7748

日光市高百２６０１

美玉の湯オートキャンプ場
サンタクローズの森 サンタヒルズ

0287-93-0811

那須郡那珂川町小砂3102

0287-96-4622

那須郡那珂川町三輪967

馬頭グリーンヒル 馬頭町青少年旅行村

0287-92-3351

那須郡那珂川町小口1702

那珂川町まほろばキャンプ場

0287-96-3921

那須郡那珂川町小川3454-12

自然学習塾キャンプランドなまずっこ

0287-93-0932

那須郡那珂川町大山田下郷696

こっこランド那須ファミリーキャンプ場

0287-77-2370

那須郡那須町大字大島1031-1

那須高原リバーガーデンオートキャンプ場
メープル那須高原キャンプグランド

0287-78-1667

那須郡那須町高久乙1804-3

0287-78-8101

那須郡那須町大字高久乙2333-130

那須わくわく広場

0287-76-4832

那須郡那須町大字高久乙2722-8
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ファミリーパーク那須高原

0287-60-1058

那須郡那須町大字高久乙3440-1 受付C

キャンプ・アンド・キャビンズ那須高原 （名称変更）

0287-64-4677

那須郡那須町大字高久甲5861-2

長南寺パークキャンプ場

0287-77-7145

那須郡那須町大字高久丙1125-118

那須オオシマフォーラムモンゴリアビレッジテンゲル

0287-76-6114

那須郡那須町大字高久丙1577-9

ハーモニーヒルズキャンプ場 （有）那須高原ナチュール内

0287-77-2894

那須郡那須町大字高久丙3170-11

ホリデーパークオートキャンプ場

0287-62-7021

那須郡那須町大字高久丙4420

那須オートキャンプカーコ

0287-64-0840

那須郡那須町大字高久丙5074

那須町野外研修センター

0287-72-5959

那須郡那須町大字寺子乙2516-36

那須休暇村キャンプ場

0287-77-2663

那須郡那須町大字寺子丙2719-3

那須高原アカルバ

0287-77-1640

那須郡那須町大字寺子丙2993－1

キャプテル那須

0287-72-1895

那須郡那須町大字富岡1268-24-26

ガーデンハウス丘の上

0287-77-0870

那須郡那須町大字豊原丙4270-3

キャンプラビット

0287-77-2721

那須郡那須町大字豊原丙4387-1

休暇村 那須キャンプ場

0287-76-2467

那須郡那須町湯本

休暇村那須コテージ・キャンプ場

0287-76-2522

那須郡那須町湯本西原

日興リバーランド鷹の湯温泉

0287-69-0150

那須塩原市細竹174

板室オートキャンプ場 ナーデルバウム

0287-69-1777

那須塩原市板室225-3

ハニー牧場キャンプ村

0287-35-3838

那須塩原市下田野５３１-８８

塩原温泉カントリーキャンプ

0287-35-2220

那須塩原市上横林404-140

くろばねスプリングス

0287-59-0311

那須郡黒羽町中野内1825-1

塩原グリーンビレッジ

0287-32-2751

那須塩原市塩原1230

たんぽぽ村キャンプ広場

0287-64-4188

那須塩原市寺子1842-1

那須たかはらオートキャンプ場

0287-35-3141

那須塩原市下田野268-5

那須野が原公園オートキャンプ場

0287-36-5588

那須塩原市千本松801-3

奥塩原オートキャンプ場

0287-32-5292

那須塩原市大字湯本塩原前黒国有林
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箱の森プレイパーク

0287-32-3018

那須塩原市中塩原ハコノモリ

鳥野目河川公園オートキャンプ場

0287-64-4334

那須塩原市鳥野目

百村の森キャンプ場

0287-69-0018

那須塩原市百村2192-9

与一公園キャンプ場

0287-23-8711

大田原市福原1414-1

黒羽町総合運動公園キャンプ場

0287-54-2858

大田原市大輪１７２６ （運動公園体育館管理棟）

湯けむりふれあいの丘キャンプ場
佐野市青少年キャンプ場

0287-98-3425

大田原市湯津上5-776

0283-87-0327

佐野市秋山町116-1

古代生活体験村

0283-87-0203

佐野市秋山町771番地

根古屋森林公園キャンプ場

0283-66-2939

佐野市飛駒町2299

佐野市作原野外活動施設

0283-67-1506

佐野市作原町818

蓬山ログビレッジ
(ログキャビンのみ)
下野市 蔓巻公園オートキャンプ場

0283-67-1139

佐野市作原町1271

0285-40-8428

下野市箕輪20-2

塩谷町自然休養村センター 大平崎キャンプ場

0287-45-1465

塩谷郡塩谷町熊ノ木987-2

オーキャン宝島

0287-45-2225

塩谷郡塩谷町大字上寺島1436-1

鬼怒川年年オートキャンプ場

0287-47-0086

塩谷郡塩谷町大字船生7149-12

鬼怒川篭岩オートキャンプ場
(財)とちぎＹＭＣＡ塩谷キャンプ場

0287-47-1619

塩谷郡塩谷町大字船生7245

0287-45-0495

塩谷郡塩谷町大字鳥羽新田1

喜連川ファミリー・キャンプ場

028-685-3661

さくら市穂積1431-1

太陽の丘オートキャンプ場

0286-86-6177

さくら市喜連川5686-4

つがスポーツ公園キャンプ場

0282-27-5133

下都賀郡都賀町大字家中4785-3

出流（いずる） ふれあいの森キャンプ場 管理事務所

0282-31-0810

栃木市出流町４１７

宇都宮市森林公園キャンプ場

028-652-3450

宇都宮市福岡町１０７４－１

うつのみや 冒険活動センター

028-669-2441

宇都宮市篠井町1885-1

うるぎ星の森オートキャンプ場

0287-44-2800

矢板市下伊佐野973

栃木県県民の森キャンプ場

0287-43-0479

矢板市長井2927

あきやま学寮総合管理棟
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