
和食・寿司

居酒屋・焼鳥

和食・寿司

宮の総合経済対策実行委員会
■コールセンター（受託者 株式会社JTB宇都宮支店）　☎028−651−3710 10時から17時まで（平日のみ）

お問い合わせ先

※トク×トクチケットのご利用は１会計につき５冊相当（３0，0００円）までとなります。
※利用できない対象外品がございますのでご注意ください。
（商品券・ビール券・図書券・切手・印紙・プリペイドカード等換金性の高いもの、たばこ
等。詳細は専用ホームページの約款第15条をご確認ください。）

最新の取扱店一覧については、
専用ホームページにてご確認いただけます。
https://miyanotokutoku-ticket.jp

専用ホームページ随時更新中宮のトク×トクチケット
宇都宮市プレミアム付商品券

店 舗 名 住　所

中　　央
しもつけ実生 池上町3-4

うなぎ天ぷら　ひよし 泉が丘1-1-1

とんかつ　林屋本店 泉が丘5-4-1

しゃぶしゃぶ温野菜　宇都宮泉が丘店 泉が丘5-8-7

はま寿司 宇都宮今泉店 泉が丘5-2993-2

和堂あさひ阪 泉町1-21

うおよう 一条1-1-6

喜饗 今泉2-1-10

甘味工房　木の葉亭 今泉2-7-5

四季料理はな坊 今泉2-10-13

築地食堂源ちゃんFKD宇都宮店 今泉町237

築地すし源FKD宇都宮店 今泉町237

香鶏FKD宇都宮店 今泉町237

さかな処　だいだい 駅前通り3-2-3
チサンホテル宇都宮

すし華亭宇都宮中央店 江野町1-15-1F

INDIGO85 江野町1-15-2F

一八〈ARAKAWA〉 江野町3-3

美食のWONDER LAND 一鮮 江野町3-5

二葉 江野町4-10

元気寿司　東武店 江野町6-7

日本料理但馬（ホテルニューイタヤ内） 大通り2-4-6

うなぎ蒲焼き　橘家 大通り3-3-6

割烹家　月のうさぎ 大通り4-3-14杵渕ビル1F

川蝉 大通り5-1-19

國酒の仕業 大通り5-2-8

万葉亭（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

漁火（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

すしざんまい　宇都宮駅店 川向町1-23JR東日本ホテル
メッツ宇都宮 3階

うなぎや 北一の沢町24-56

寿司田 材木町5-10

鮨江戸一本店 下戸祭2-7-9

日本料理　蒲焼　青やぎ 下戸祭2-15-7

とんかつあじでん 下戸祭2-20-6

箱膳　協 宿郷3-22-1岡本ビル1-A

かに料理　宇都宮甲羅本店 宿郷5-1-1

季節料理　なかはら 宿郷5-1-12

すし華亭簗瀬店 城東1-9-17

寿司・割烹　友起 新町2-1-28

割烹伊志佐岐 中央2-1-3

新和食うた 中央2-1-8旭ビル2階

土鍋ごはん まんま 中央2-9-6手塚ビル１F

天しん 中央3-3-3JSL中央ビル1階

ろばた割烹とう兵衛 中央5-1-14Nビル

ビストロ一文字 中央5-16-20-2階

栄寿司 中央5-16-36

かもし家 中央5-17-20

鰻割烹　中村 中央本町1-12

しゃぶしゃぶどん亭 宇都宮鶴田店 鶴田町1348-1

店 舗 名 住　所

中　　央
居酒屋なかい 池上町1-1中央ビル１階

和酒海鮮茶々丸 池上町2-2
プラチナビル地下一階

THE SINGLE 宇都宮店 池上町2-10
アイ白鳩ビル3階

居酒屋ばんばん 池上町2-10
アイ白鳩ビル２階

楽蔵　宇都宮池上店 池上町3-11丸井ビル 3F

旬の肴と酒処　小粋 池上町4-6

炭人の台所　ばりちょう 池上町4-11

銀座コケコッコ 池上町4-18

酒蔵ふくべ 池上町4-21

肴と日本酒　克 池上町4-22
東武スマイルビル1階

大虎やちこ 泉町1-12
泉町十二番館ビル1階

おでん・串揚　Omaki 一番町3-5

割烹居酒屋　日本一 今泉3-11-1

ちkiちki 今泉町2543-38

居酒屋　浜ちゃん 今泉町2543-55

ちどりあし 駅前通り1-1-4

大衆酒場キミドリ 駅前通り1-5-5

月あかり宇都宮西口店 駅前通り1-5-6
白木屋ビル2F

酒守　勘兵衛 駅前通り3-1-5
つちやビルB1F

福のや 駅前通り3-1-16
KK第二ビルB1

寧々家　宇都宮駅前店 駅前通り3-1-18

焼とん屋二代目こっこのすけ 駅前通り3-3-1
まつのやビル2F

大衆酒場出世街道 江野町2-8タテノビル

博多串焼　馬肉料理　一九 江野町2-9

オリオン横丁 江野町2-10

おさけおにく　呼馬力 江野町2-15

炉ばた　鹿芭莉 江野町3-6

一軒め酒場東武宇都宮店 江野町5-11

料理と酒　海賊船 江野町6-7

ユニバーサルダイニング宇都宮店 江野町7-13
プラザヒカリビル 3階

店 舗 名 住　所

中　　央
HACHIRO 二荒町1-6

天ぷら旬造 二荒町1-6宇都宮屋台横丁内

銀座コケコッコⅡ 二荒町1-11

九州男児　宇都宮オリオン通り店 二荒町1-14鮎澤ビル　1F

鮮肴 二荒町2-18

種一本店 二荒町2-6

花咲種一 二荒町4-8
ベネフィットビル1F

ヒノマチ食堂 二荒町4-13上野ビル１階

Ms.MYSTIC 二荒町5-7-1F

サムライ寿限無 二荒町8-1渡清本店ビル1階

きょうや 本町2-1M-style.B.L.D 1F

やまき 本店 本町4-12虎屋ビルB1階

炭火三昧ぐ 本町5-2

旬料理響 本町5-7ノアビル1階

はんなり 本町7-11ヒルズビル1階

居酒屋　じょうきげん 本町13-16イイノビル２階

和串酒家　てんぐ 曲師町2-5

食堂酒場 38HOUSE 曲師町2-16

ごとくっ！ 曲師町3-13

やきとり頭 曲師町3-15

くわ坊 オリオン通り店 曲師町4-1三笠ビル１階

楽味 曲師町4-2亀山ビル

ダベり居酒屋EXP 曲師町5-4中村園ビル1-A

店 舗 名 住　所

北　　部
梵天の湯 今里町18-4
フタバ食品（株）
上河内サービスエリア（下り線） 今里町1149

すし稲佳 岩曽町1364-5

羽黒寿司 上田町1056

花みずき 下岡本町4310

寿し割烹　大和 下岡本町4423

つくし 下金井町663-2

黒潮鮨　御幸本店 下川俣町206-32

店 舗 名 住　所

四季の味　さくら 伝馬町4-14

旬風土season food弥里 戸祭1-1-16

新和寿司・肴料理ののじ　坂の下店 戸祭町2229

奴寿司華月 戸祭町3031-1

夢酒房かりん 戸祭元町5-5

有限会社　やまと鮨 中今泉2-1-9

四季和彩　心 中今泉3-9-18

和食処きむら 中今泉5-20-1

今泉新町食堂 中今泉5-23-1

笹寿司 中今泉5-23-10

味問屋明日香 仲町3-12

日本料理 みつわ 西2-6-13

ゆず庵 宇都宮桜通り店 西大寛2-3-1

肉割烹 BENNKEI 西大寛2-5-23

すし割烹　蘭亭 西大寛2-5-27

割烹　大山 西原1-4-25

かつ盛　不動前店 西原町186-1

二番町 蔵　酒食　calm 二番町1-27

つむぎ庵 花房2-3-10

お食事処  にっとの 塙田2-5-5モンクール塙田1階

割烹 吉本 塙田2-5-32
セントラルステージ１階

てんぷらいち村 東宿郷2-4-1
ホテルマイステイズ宇都宮3F

寿司割烹恵風駅東口店 東宿郷2-11-8

浜やき屋　壺亭 東宿郷2-17-10

日本料理　いな穂 東宿郷3-2-5
コーポルベーレI

恵風本店 東宿郷3-2-25

鮨遊膳 みのり 東宿郷3-13-6
吉田マンション１階南

ひょうたん寿司 東宿郷4-6-3

石の蔵 東塙田2-8-8

三代目本家　金鮨 二荒町1-3

逢初寿し 二荒町1-14

治兵衛 本町4-11

鮨　四季の味　しおん 本町4-12虎屋ビルB1階
日本料理 簾

（宇都宮東武ホテルグランデ内）
本町5-12宇都宮東武ホテル
グランデ　2F

割烹武蔵野 本町6-7

有限会社　多喜川 本町7-8

相馬龍 本町12-31びぜんやビル

和風料理　みやしろ 本町13-6

琉球おにぎり　Ｓｈｅｅｐ 曲師町5-1宮本ビル

うな常 峰2-5-11
和食 月山 鮨処 明日香　
東武宇都宮百貨店8F 宮園町5-4
黄金とんかつ博多もつ鍋 一福来　
東武宇都宮百貨店8F 宮園町5-4

すし華亭匠 宮みらい1-1
宇都宮テラス　2F

仙台炭焼き　牛たん欅　宇都宮店 御幸町64-3

菜々家　御幸町店 御幸町186-1

かつや宇都宮御幸本町店 御幸本町4864-4

活うなぎ　寿司龍 簗瀬1-32-2

かつや宇都宮簗瀬店 簗瀬町字川原1864-3

一陣 六道町10-17

店 舗 名 住　所

いちげん 江野町7-17老川ビル

だるまや宇都宮中央本店 江野町9-1ユタカビル

旬菜味噌処　囲 江野町11-17

ギターラァ 大曽1-4-1
巨光第２マンション106

居酒屋わくわく 大曽4-10-21
YWKマンション1階

居酒屋のん太 大通り3-1-24MTビル1F

だるまや宮の橋店 大通り4-1-12

海蔵 JR駅西口店 大通り4-1-12

浜焼き酒場　海鮮ぼのぼ 大通り4-1-22

居酒屋「まるだい」 北一の沢町24-8

食楽麦酒バース 越戸1-6-14

こえど酒場　大福 越戸4-6-1

くしのすけ 越戸町3-15-5

居酒屋　京八　 栄町5-16

串揚げダイニング串徹 宿郷1-4-3
コーポソフィア1F東

ぽんず 宿郷1-5-4

たまり酔家 宿郷1-6-7コーポ三鈴1F

旬魚旬菜　千石 宿郷1-12-5
美酒・創作ダイニング寧々家　
宇都宮駅東店 宿郷3-4-18

ライムライト 新町2-8-5

陣谷 中央1-4-8

鳳～あげは～ 中央1-10-15

立寄どころ おかえり 中央2-3-6嶋田ビル1F

TORI-MARU 中央2-9-6手塚ビル２F

炭火kitchen うぶと 中央3-3-3

もつたじ宇都宮釜川沿い店 中央5-1-2
ゴールドコレクションビル1F

サンズイート 戸祭3-4-24

こうぼう 中戸祭1-9-8

もつたじ 西1-1-2

IZAKAYAとんとん 西原3-3-14

居酒屋　庄助 塙田2-2-3

店 舗 名 住　所

大衆レトロ酒場　串之家　宇都宮店 曲師町6-2

居酒家遊ら里 峰3-31-36

cache-cache 峰4-10-28
山口マンション1F B

炭火焼き鳥　とりよし 宮園町1-2-2階

炭火DE串焼き　ぴんすけ 宮園町1-9 ニッセイビル1F

楪 宮園町3-11

鳥放題　御幸町店 御幸町295-10

味な都　風都 御幸本町4733-1
ニューマリッチ平105号

居酒屋　甲府 元今泉4-7-16

居酒屋きぶな 元今泉4-13-12

居酒屋ありらん(A) 吉野2-8-18

東　　部
和風すずひろ 石井町2623-1

手羽丸 陽東2-4-9

西　　部
居酒屋　紗羅都伽 飯田町204-1

やきとり家竜鳳総本店 下荒針町3590-1

居酒屋輝太郎 鶴田3-8-3

星ノ雫 鶴田町1998-5
菖蒲苑マンション102

昔酒屋　笑ぶきや 鶴田町3399

TAMURO酔家 中戸祭町828-12

漁火 西川田3-5-8

ＤＩＮＩＮＧまちもち 西川田3-8-10

寧々家　西川田店 西川田本町3-25-31

店 舗 名 住　所

魚べい　下川俣店 下川俣町206-202

宮環とよさと食堂 下川俣町 二ツ塚422-1

よし尾食堂 関堀町58-1

味処　一路 関堀町1177

和食処　なかむら 宝木本町1139-17

季節料理　しのはら 宝木本町1258-10

木曽路 宇都宮店 竹林町893-3

大地のぶた　宇都宮店 長岡町94-1

かつや宇都宮長岡店 長岡町471-1

店 舗 名 住　所

東　　部
茶寮やすの 鐺山町2044-1

かつ盛　本店 下平出町2370-1

すし処　亜門 東峰町3060-3

すし旬の味　久松 平出町1771-1

魚べい　ゆいの杜店 ゆいの杜6ー17ー31

鮨・お食事処　喜代 陽東2-4-7

うまい鮨勘 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

茂蔵 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

四六時中 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

鮪市場 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

大戸屋　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

しゃぶ菜　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ベルさくらの湯 陽東6-5-31

丼丸陽東店 陽東7-9-24

四季の味　玉寿司 陽東8-22-25

西　　部
魚べい　上戸祭店 上戸祭1-495-2

月山　～豆腐とゆば～ 上戸祭4-6-13

京遊膳　かが田 上戸祭町63-1

ニューみらく 宝木町1-3-106

漁美鮨 田野町471-5

かつや宇都宮鶴田店 鶴田町1171-2

菜々家　鶴田店 鶴田町字東原720-1

はま寿司 宇都宮中戸祭店 中戸祭町828-17

魚べい　西川田店 西川田町962-4

辰巳寿司 兵庫塚3-48-16

南　　部
かつや宇都宮インターパーク店 インターパーク2-15-5

ゆず庵 宇都宮インターパーク店 インターパーク3-2-2

魚べい　宇都宮インターパーク店 インターパーク3-4-7

しゃぶしゃぶどん亭　宇都宮店 インターパーク4-1-2

はま寿司 宇都宮インターパーク インターパーク5-1-15

築地食堂源ちゃんFKDインターパーク インターパーク6-1-1

大戸屋FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

てんぷらてんやFKDインターパーク インターパーク6-1-1

旬の旨味　富久吉 江曽島町1046-1

創作和食　てん 川田町117-3

鈴香和 五代1-2-3

お食事処　かしわ村 さつき1-4-12

割烹 岡 下栗町779ー4

割烹 魚勇 下栗町1535-21

あさひや本館 新富町2-14

和たけい 東刑部町1592-2

魚べい　平松本町店 平松本町1216-1

鮨処・和食えん 双葉1-13-61

寿司割烹喜多八 瑞穂1-19-10

春鮨 瑞穂2-15-2

ごはんや丸富士 八千代2-1-1

店 舗 名 住　所

ぎやまん　HANARE 塙田2-4-15

炉端焼　案山子 塙田3-1-22　1階

炙りや八兵衛本店 馬場通り1-1-6鱒渕ビル1階

炭火小料理ことり 馬場通り2-3-5

旬菜キミスケ 馬場通り2-3-6
玉屋ふとんビル1F B

がブリチキン。宇都宮馬場通り店 馬場通り2-3-9

和食ダイニング 松之家 馬場通り2-3-12メガ・ドン
キホーテ内テナント1階

居酒屋 サムライ 馬場通り3-1-12

串天ぷら居酒屋ゆるり 馬場通り3-3-6

ふらり酔家 東宿郷1-3-6

忍家　宇都宮駅東口店 東宿郷1-5-11

月あかり宇都宮東口 東宿郷1-5-19テラビル1階

居酒屋サムライ 東宿郷2-11-1

牛一頭うしわか丸 東宿郷2-11-2

居酒屋漁場 東宿郷2-12-1
交通パーキングビル１階

鳥ちょっ！　東口駅前店 東宿郷2-14-3
ムーンガーデンA101

焼鳥　でにーろ 東宿郷2-15-2

串揚げみろく 東宿郷2-17-10東口屋台村内

炙りや八兵衛 東宿郷2-17-10東口屋台村内

豚熟 東宿郷2-17-10東口屋台村内

牡蠣のたね 東宿郷2-17-10東口屋台村内

やまき 東店 東宿郷2-2-6鈴福ビル２F

居酒屋カッパ 東宿郷2-3-3IRビル１階

居酒屋　猪八海 東宿郷2-3-6

飲んでけ食べてけ 東宿郷2-3-9西根ビル1F

にく源　宇都宮駅東口店 東宿郷2-5-3MYビル 2階

居酒屋サムライ　じゃんじゃん 東宿郷2-5-19

海蔵 JR駅東口店 東宿郷2-6-3-2F

お料理とお酒oto 東宿郷3-11-6

海山亭いっちょう戸祭店 東戸祭1-2-30

キッチンSAWA 東簗瀬1-39-8
メゾンアルメリアB１

店 舗 名 住　所

手料理富よし 細谷町628-4

南　　部
牛たん焼き・牛たんしゃぶしゃぶ　
とろたんしゃ 江曽島2-18-15

花こよみ 江曽島町1266-13

かえりしな 大塚町23-13

飛菜鶏 春日町14-7

食彩工房すず 川田町1029-1

鉄板焼　峰 五代3-15-24

居酒屋兜 下栗町2275

やきやきや 宇都宮店 高砂町25‐15
高砂ハイツ101号

養老乃瀧 宇都宮雀宮店 南町11-9

Big居酒屋　グルメの館 若松原1-5-39

北　　部
呑み喰処 おいちゃん 岩曽町1364-3

とよ里ハイツ106
飲み食い処ほうらん 岩曽町1377-87

夢乃弥 海道町822-1

ダイニング　えん 下岡本町2087-26

きぬや 下岡本町2107-13

居酒屋　言栄 下岡本町2157

居酒屋　しゃらく 下岡本町2201

食処酒処貴 竹林町333-1

アットマイホーム 御幸ケ原町50-43

酒肴処赤と黒 御幸ケ原町224-3
ラピタビル1階

店 舗 名 住　所

すし華亭長岡店 長岡町494-1

噂ノ丼 中岡本町2663-162

ゆるりや 中里町225

釜めし　そば　料理　美酒　中村庵 富士見が丘1-21-28

明かり 富士見が丘4-10-15

和食処　ちそう　まる真 御幸ケ原町85-47

竹寿司 立伏町447-251

令和５年３月31日（金）まで

取 扱 店 一 覧 令和４年８月26日現在
2,133店舗

お好み焼・もんじゃ焼・やきそば
店 舗 名 住　所

中　　央
宮ノ橋　上ル下ル 大通り3-3-1

辻めん食堂 宿郷5-27-11

葵本店 中央5-1-12

ぼった焼き　恵比寿 中央本町1-4
マルヨシビル1階

酪駄屋 八幡台19-19

あかつきや 馬場通り4-2-12

鉄板焼きSAKUJiRO 東宿郷4-5-11
ソーラーハイツあづさ

店 舗 名 住　所

へのへのもへじ 東塙田1-1-10

じゃあじゃあまん 元今泉3-2-6

大阪粉もん　はなだ 簗瀬町855

東　　部
お好み焼ARIGATO清原店 氷室町1036-34

西　　部
焼きそば☆ばそき家 上戸祭店 上戸祭町3031-3

あぜみち併設
道とん堀　鶴田店 鶴田2-39-49

店 舗 名 住　所

焼きそば☆ばそき家　鶴田店 鶴田町1511-7

南　　部
お好み焼き　ぽんぽこりん 平松本町1140-6

お好み焼き　スズヤヨシモリ 屋板町317-1

お好み焼きの店　うどんや 屋板町685

北　　部
焼きそば☆ばそき家　岡本店 下岡本町4539-1

鉄板Diningたいしょう庵 長岡町629-5

洋　食
店 舗 名 住　所

中　　央
宇都宮市文化会館食堂 明保野町7-66

宇都宮市文化会館内
ファミリーレストラン　オックス 今泉4-16-32

シェーキーズFKD宇都宮店 今泉町237

Cafe&Grill Bio Sketch 駅前通り1-1-1

インビス　バーデン 江野町6-15大立ビル1階

ドイツ酒場　ミュンヘン 大通り2-1-4

さくら食堂 桜2-4-4

食工房　Moga 宿郷1-19-3ラポール入江　
1F

洋食酒楽Bentornato 宿郷5-23-1SKSビル102

風見鶏 中央1-6-9

ミートダイニング　ZIG 中央2-1-2

遊食屋　ふあむ 戸祭元町2-10松井ビル1階

ビストランテ　ボヌール 戸祭元町11-11

洋食屋　リコリコ 塙田4-2-18

マロ男爵 東宿郷4-6-5館野コーポ103

コーヒー＆キッチン紙風船 東宿郷6-6-13

toko 東町316-5

店 舗 名 住　所
カフェレストラン オアシス

（宇都宮東武ホテルグランデ内）
本町5-12宇都宮東武ホテル
グランデ　1F

Kitchen KANEYA 曲師町5-2-2F

メトロ食堂 南一の沢町1-29
THE KITCHEN 銀座ライオン 東武宇都宮
百貨店8F 宮園町5-4

WILD-BARN 駅東店 元今泉4-14-14
神戸クック・ワールドビュッフェ　
カルマーレ宇都宮店

簗瀬町1865-1
カルマーレ宇都宮店１階

東　　部
旬彩ダイニング　櫻月堂 ゆいの杜4-6-1

BAQET 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

SUBWAY 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ラケル 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

イチマルイイヒ 陽東7-8-15

西　　部
OHYA FUN TABLE 大谷町1240

Bee’s Kitchen 鶴田町229
弘隆ハイブリッジ107

LOCAL RESTAURANT HUT 鶴田町1965-11

ベジタブルキッチンサンテ 砥上町1085-2

羅布乃瑠　沙羅英慕　宇都宮南店 西川田町250-1

店 舗 名 住　所

レストラン Hummingbird 西川田町521-1

南　　部
レストランアンサンブル 今宮1-6-12

デリカテッセン　きまぐれきっちん 今宮2-17-1今宮ビル1-Ｂ
カントリーキッチンFKD
インターパーク店 インターパーク6-1-1

シェーキーズFKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

ミナテラス　カフェ インターパーク6-2-1

クッチーナ　オムレット 江曽島3-1103-3
HIコーポ C棟103号

レストラン　ラプレミディ 江曽島町1028-10

食工房　NO・RA　yokomatsu 下栗町261

レストランパパママ亭 みどり野町16-3

北　　部
レストランエムロード 竹林町911-1

済生会宇都宮病院内
櫻井食堂 御幸ケ原町55-3

赤煉瓦 御幸ケ原町88-4

カフェテラス　ライオン 山本3-13-13

焼肉・ホルモン
店 舗 名 住　所

中　　央
溶岩焼肉居酒屋白うさぎ 旭1-3-2

炭火焼きホルモン　まんてん　宇都宮店 池上町1-11

焼肉からし家 池上町2-10アイ白鳩ビル1F

焼肉処十々 泉が丘5-1-17

ザ・グランドスパ南大門　和囲輪囲 今泉3-2-18

焼肉　なごみ 今泉4-8-11

なんじゃ家 駅前通り3-4-2娘子ビル

焼肉ソウル 駅前通り3-6-5

香味亭（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

赤から宇都宮競輪場通り店 下戸祭2-20-5

焼肉酒場 炎家 宿郷1-4-3
ユーポソフィア1階A

焼肉酒家どなどな 宿郷2-9-8

ホルモン屋　壺亭　県庁前店 昭和1-1-21

牛角　競輪場通り店 戸祭町2032-1

焼肉南大門　離宮 戸祭町2727

焼肉レストラン 阿吾羅 西大寛2-1-3

そら豆 二番町1-11
アトリエビル１Ｆ

ジンギスカン専門店　じん助　西口店 塙田3-1-6ヤマトビル1階

ゴールドブッチャー 馬場通り3-1-15

ハレルヤの焼肉スンチャン　駅東店 東宿郷1-7-2
アジマコーポ1階

焼肉亭 東宿郷2-10-10

ホルモン屋　壺亭　東口屋台村店 東宿郷2-17-10屋台村内

焼肉　とくじゅ苑 東宿郷2-9-2

牛かつ　なかい 東宿郷4-6-5

店 舗 名 住　所

牛楽ゴールド店 東簗瀬1-1-5

七輪 二荒町1-6屋台横丁内

鉄板SHINO 二荒町1-15

焼肉　玄遊亭 本町1-4いろはビル1階

吉田ホルモン 本町2-5XYZビル1F

牛角　宇都宮中央店 本町13-17レックスビル２F

焼肉酒場つむぎ 曲師町1-7

炭火焼肉幻 峰1-24-6

炭火七輪焼肉日和 御幸町150-1

牛角　宇都宮御幸町店 御幸町277-1

焼肉きんぐ 宇都宮御幸店 御幸本町4732-4

七輪焼肉　牛丸 御幸本町4732-27

ジンギスカンcafeじん助 元今泉5-13-14
パークイースト1F

虎の門　本店 元今泉6-14-14

牧場直営焼肉　野村屋 簗瀬町142-1

焼肉　牛角　簗瀬店 簗瀬町1527-1

焼肉きんぐ 簗瀬店 簗瀬町1775-1

肉匠坂井　宇都宮店 簗瀬町1950-1

東　　部
七輪焼肉安安　宇都宮石井店 石井町2793-1

焼肉飯店　モランボン 石井町3292-12

ヤキニクイチロー 野高谷町433-1

焼肉南峰苑 東峰町3095-3

炭火焼和牛ホルモンみらい 陽東8-8-27

店 舗 名 住　所

西　　部
焼肉牛家屯（TAMURO) 鶴田1-2-28

焼肉　かるび屋 鶴田2-39-36

虎次郎 鶴田町231-6

ローストキッチン 鶴田町1998-5 菖蒲苑マン
ション１０３.１０４

牛角 宇都宮鶴田店 鶴田町3411-3

虎の門　総合グラウンド店 西川田6-5-24

まんざし弁天 西川田本町2-1-1

カルビ大将　江曽島店 西川田町931-8

南　　部
たんや練 インターパーク1-5-1

七輪焼肉安安　宇都宮店 江曽島町1441-3

恵風の焼にく 川田町38-3

焼肉　韓味房 下栗町2916-9
エイムビル１F

焼肉　辛元　本店 八千代1-14-27

韓国家庭料理焼肉モランボン 八千代2-1-3

北　　部
焼肉もも屋 海道町818ー13

焼肉たん吉 下岡本町2415-6

焼肉の田原 下田原町1758-14

焼肉の鷹 関堀町447-2

大陸食道宮環豊郷店 長岡町90-1

焼肉ダイニング楓喜 中岡本町3023-8

焼肉オレンジ 中岡本町3761-8

居酒屋・焼鳥

そば・うどん
店 舗 名 住　所

中　　央
手打ちそば　松庵 池上町2-8

信濃家 泉が丘3-17-18

ふくや 一条1-6-5新泉ビル

石臼挽き　手打ち蕎麦　こまめ 今泉1-1-11
レストラン花みずき

（ホテルアーバングレイス宇都宮内） 江野町2-1

越戸そば　総本店 越戸2-18-2

つけ蕎麦　辛流 宿郷1-12-9カサブランカビ
ル1階

三たてそば蕎音 宿郷3-21-13
ホテルリブマックス1F北側

手打そば　やおき 中今泉1-4-13

山本そば店 西原1-4-24

高砂 二番町1-3

県庁前長寿庵 塙田2-3-15

まげしとちぎや 曲師町2-11

松が峰　田中屋 松が峰1-2-6

そば工房　つちや 峰1-31-7

秋田眞壁屋うどん　東武宇都宮百貨店2F 宮園町5-4

店 舗 名 住　所

手打ちそば和の里 元今泉3-8-7

東　　部
そば処　泰盛 清原台4-20-35

若森そば 満美穴町549-1

手打そば　もちづき 陽東1-8-18

手打ち蕎麦　ゆうり庵 陽東2-4-4

はなまるうどん 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
そば倶楽部　稲荷山 大谷町1228-3

名物そば 上欠町868-1

そば割烹　下野 駒生町1408-5

桃畑茶屋 田下町729-2

ニ八そば・うどん　天ざる 田野町719-1

Hanabusa 鶴田町799-7

仲屋そば店 鶴田町1992

食堂　大安 鶴田町2968

手打うどんそば讃岐 中戸祭町867-30

店 舗 名 住　所

岩清水　関所庵 若草2-3-41

南　　部
更科 今宮1-2-1

香川一福FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

ゆうき庵 江曽島本町10-5

有限会社かりん亭 江曽島町1425-5

そば工房鈴ひろ 針ケ谷1-21-6

讃岐うどん太一 屋板町578-209

北　　部
手打ちそば　花千里 岩曽町592-2

アズママンション１F 1号
手打ちうどん　榛名 篠井町507

そば処　大八 下岡本町4263

石臼挽き手打ち蕎麦 藤茂登 下金井町514-4

徳次郎蕎麦 竹林町885

石臼挽き　手打ちそば　季喬 徳次郎町2099-3

釜あげうどん　笙家 中里町677-8

イタリアン・フレンチ
店 舗 名 住　所

中　　央
イタリア料理ラ・パデラ 旭1-5-1

ル・メトロ 池上町1-11

TRATTORIA da RIOBA 一の沢2-16-10
ヴィラージュマンション

イタリアントマトカフェFKD宇都宮店 今泉町237

ツリートークFKD宇都宮店 今泉町237

ビストロ　キャトルズ 駅前通り1-5-2
ホテルサンルート宇都宮1F

ワイン酒場リトモ 駅前通り2-1-9

イタリア料理ジョヴァンニ 江野町5-12みよしビル1階

イタリアン酒場　Serata 江野町7-16立原ビル1F

KUROFUNE 大通り2-1-4
サテライトビル１F

フランス料理オーロラ
（ホテルニューイタヤ内） 大通り2-4-6

パルテール（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

フォンターナ（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

Restaurant Kakurai (前日までの予約制) 北一の沢町4-10
ジュネスガーデン103

トラットリア　ステッラ 越戸3-15-9

バルDE日光里 桜5-1-19

イタリアンレストラン　アチェーロ 下戸祭1-10-3
パレス・ド・ルミーネ１階

レストラン アルページュ 下戸祭1-12-7
サンハイツ大渕Ⅱ

Osteria Paesana 宿郷3-22-1岡本ビル2F

ラ・クルヴァヴェンティ２０ 中央3-3-2

ミハシカフェ 中央5-1-20アカツヤビル1F

Zucchero 中央本町1-3
マルヨシビルⅡ 2F

レストラン　スピカ 中央本町3-8三共ビル１F

ヴィーノ ロッソ 伝馬町4-4
ジェイピービル４階

フランス料理　グルメ 戸祭台49-5

イタリア料理Porta 中一の沢町1-8

コジマネーゼ 中今泉1-18-10
ヴァルトベルクⅡ東１号

日光里 西2-6-4
もみじ通りハイツ1階

ルプライエ 西一の沢町5-17

店 舗 名 住　所

サンクリストフォロ 錦3-9-4

オトワレストラン 西原町3554-7

Bistro　UENO　Nibancho 二番町1-24

ビストロフレンチ　クリマ 八幡台4-31

Huit 塙田2-1-3

ビストロ・パラディ 塙田2-3-25東光ビル1F

イタリア料理ソンニャトーレ 塙田2-5-3

有限会社 ル・プラン 馬場通り3-1-21馬上ビル３F

Gustare　佳乃や 馬場通り4-1-1 
表参道スクエアビル1F

PIYO PIZZA 馬場通り4-2-13

PIZZASTA 東宿郷1-7-2
アジマコーポ104

モダンパスタ宇都宮東宿郷店 東宿郷6-1-8

ラ・カノヴァ 二荒町8-1渡清ビルB1F

原価ビストロBAN！ 宇都宮オリオン通り 曲師町5-4
中村園ビル３ＦーＣ

BISTRO SOLEIL 宮園町2-4
プレゾンマロニエ101

Narisada 宮園町8-2松島ビル1-1

ボロンゴ 宮町2-15

バリトン 宮町2-22

Want a Beer 元今泉3-4-6

ラトリシエール 元今泉3-9-8-103

オステリア　アンジョウ 元今泉5-5-5

BARACCA 元今泉7-16-15
マロニエハイツ今泉

HACHINOJO 簗瀬町1785-17

RESTAURANT chihiro 吉野1-7-10

東　　部
CAFE　UNE 鐺山町2044-1

cafe IVANO ゆいの杜6-7-10
テクノポリス宇都宮101

天空ダイニングレガーロ Regalo 陽東5-32-1
ホテルデルソル11階

タベルナ サクライ 陽東8-2-7

店 舗 名 住　所

西　　部
森のフレンチAoyagi 下砥上町56-8

チェルキオ　ピッツア 鶴田2-39-36
株式会社東京インテリア家具宇都宮本店 
Moa cafe 鶴田町1411-1

ル　マグノリア 鶴田町2154-13

モダンパスタ宇都宮鶴田店 鶴田町3397-17

Caffe Italiano Linsieme 砥上町1140-11
サンハイツ砥上101

Acqua in Bocca 中戸祭1-12-22

Vis a Vis de copain 西川田6-4-5

ビステリア  メリメロ 西川田本町2-14-11

南　　部
イタリアントマトCafe Jr.
宇都宮インターパークヴィレッジ店 インターパーク4-1-3
カプリチョーザ
宇都宮インターパークビレッジ店 インターパーク4-1-3

いたりあ食房アルコバレーノ インターパーク5-2-1
ヴォーノ・イタリア　
宇都宮インターパーク店 インターパーク5-2-3
イタリア家庭料理元祖にんにくや
FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

BLEU　SAISONS 江曽島町1412-5
ユナイテッドガーデン

ウニベェルソ 上横田町1338-9

アロマデルソーレ 下栗町2937-5

Kitchen Sasazuka 東谷町494-1

フランス料理アコール みどり野町13-21

トラットリアDE日光里 大和2-12-55

北　　部
日光スパ屋 石那田町456-2

宇都宮スパ屋 下岡本町4547-12

レストラン シェイノセ 下岡本町4564-1

Comodo Dining 日翠-HINO- 竹林町1081-4
ネモストホームE

クーリルージュ 新里町丙33-2

Hostaria Kofuji 御幸ケ原町68-32
林ハイツⅠー102

飲　食　店



ファストフード・ファミレス
店 舗 名 住　所

中　　央
マクドナルドFKD宇都宮店 今泉町237
ケンタッキーフライドチキン
FKD宇都宮店 今泉町237

むさしの森珈琲宇都宮八幡山公園 大曽2-9-7

ガスト宇都宮仲町 仲町1-20

ガスト宇都宮簗瀬 東簗瀬1-5-25

宮たこオリオン通り店 曲師町3-8角常ビル1階

モスバーガー　宇都宮東店 峰1-23-30

ケンタッキーフライドチキン宇都宮御幸店 御幸町289-12

La Ohana宇都宮今泉 元今泉3-3-15

SUBWAY宇都宮簗瀬店 簗瀬町1592

東　　部
しゃぶ葉 宇都宮ゆいの杜 ゆいの杜6-17-23

マクドナルド　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

店 舗 名 住　所
フレッシュネスバーガー
宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
しゃぶ葉宇都宮戸祭 上戸祭町531

ケンタッキーフライドチキン宇都宮宝木店 宝木町2-2575-1

ステーキガスト宇都宮鶴田 鶴田町免ノ内1525
ケンタッキーフライドチキン 
宇都宮西川田店 西川田6-6-39

南　　部
カレーハウスCoCo壱番屋 
宇都宮インターパーク店 インターパーク2-14-1
ケンタッキーフライドチキン
FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

マクドナルドFKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

ピーコックFKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

サブウェイFKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

銀だこ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

ロッテリア アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

店 舗 名 住　所

へんこつうどん アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

バーガーキング アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

四六時中 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

ミスタードーナツ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7
ケンタッキーフライドチキン アピタ宇都
宮店 江曽島本町22-7

ガスト宇都宮江曽島 江曽島町1093-2

モスバーガー宇都宮若松原店 北若松原1-13-16

しゃぶ葉 雀宮 宮の内4-190-10

北　　部
モスバーガー　宇都宮岩曽店 岩曽町1318-1

ガスト宇都宮岩曽 岩曽町1335-1

キリンカフェ 上金井町552-2
宇都宮動物園内

道の駅うつのみや　ろまんちっく村 新里町丙254

中　華
店 舗 名 住　所

中　　央
チャイナダイニング蓮花茶廊 一の沢2-16-10

ヴィラージュマンション1F
満湘園 一番町1-31大木ビル1F

中国料理　龍亭 今泉1-1-7

同源菜 駅前通り2-1-9

麻辣香 駅前通り3-1-16
KK第二ビル1F

中国料理　桃李 江野町5-12みよしビル2階

中国家庭料理　豊華 江野町11-1
中国料理板屋飯店

（ホテルニューイタヤ内） 大通り2-4-6

中国家庭料理　祥瑞坊　宇都宮店 上大曽町362-1-2F

中華料理 康楽 上大曽町489-5

黄河（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

中華料理　辰吉 菊水町2-7

中国料理　虎 栄町6-3

NEW上海 宿郷3-15-3

上海キッチンなごむ 戸祭元町4-10
高松工務店ビル

中華　昇華 馬場通り4-3-16K&Jビル1F

中国料理あいうえお 東宿郷2-10-4

店 舗 名 住　所

遼順茶楼 東宿郷2-10-12

台湾伝統料理　大将 東宿郷2-17-14
リトルアジア105

中華料理　恒香菜園 東宿郷2-8-4総都ビル1F

中国料理 宋園 東宿郷3-2-5
コーポルベーレ1 

山泉楼駅東店 東宿郷3-3-3

四川料理　彩菜 東宿郷6-1-21
東パークハイツ1階-2

めんめん本店 二荒町5-11
中国料理 竹園

（宇都宮東武ホテルグランデ内）
本町5-12宇都宮東武ホテル
グランデ　2F

小籠包・中国料理 芙籠 本町9-4石ビル1階

中国料理銀座園 曲師町4-11

明朗飯店 宮園町1-2
台湾小籠包・点心 上福楼　
東武宇都宮百貨店8F 宮園町5-4

愛満州 睦町5-5ス一パ一センタ一ト
ライアル1階

チャイナキッチン胡宮 元今泉2-27-5

東　　部
創作中華　自宅レストラン　木陰のトカゲ 清原台3-25-5

中華料理 春菜 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

小籠包Garden大地 陽東8-9-41

店 舗 名 住　所

西　　部
ダイリン 上戸祭町3052-4

和の中 駒生町1296-33

大王飯店 下荒針町3589-25

太鼓番 田野町313-5

幸心 西川田町1026-58

南　　部
中華食堂　喜来家 江曽島3-1102-1

麺八 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

晴香楼 下栗町650-1

中国の味 さかえ 台新田町168-1

北　　部
中華きりん 岩曽町1377-189

中華バル魔法のキッチン 岩曽町1392-29

新農村 下岡本町907-1

桃泉楼 下岡本町2073-9

中国料理 小閣樓 宇都宮店 宝木本町1140

三栄飯店 立伏町447-266

餃　子
店 舗 名 住　所

中　　央
餃天堂 シンボルロード店 池上町1-11

生きてる餃子　バリス 池上町1-11

飯城園 今泉町2537

香蘭 宇都宮駅西口店 駅前通り1-5-9

オリオン餃子  宇都宮駅前通り店 駅前通り3-1-3

宇都宮餃子館西口駅前中央店 駅前通り3-1-5
つちやビル1階

典満餃子 駅前通り3-3-1

宇都宮餃子　宇味家　JR宇都宮駅前店 駅前通り3-3-2

餃天堂 西口店 駅前通り3-3-2

宇都宮餃子館健太店 駅前通り3-3-3

味一番 江野町2-7

餃子といえば芭莉龍 川向町1-23
宇都宮駅ビル　パセオ1F

宇都宮餃子　宇味家　JR宇都宮駅構内店 川向町1-23宇都宮駅ビルパ
セオグランマルシェ2F

味噌と餃子の青源 川向町1-23
宇都宮駅ビルパセオ１階

宇都宮みんみんホテルメッツ店 川向町1-23
ホテル・メッツ宇都宮3F

店 舗 名 住　所

宇都宮みんみんステーションバル 川向町1-23
ホテル・メッツ宇都宮3F

宇都宮餃子館パセオ店 川向町1-23宇都宮駅ビルパ
セオグランマルシェ2F

餃子会館 越戸4-4-36

オリオン餃子　宇都宮東宿郷店 宿郷3-16-7

寿限無　担々麺 馬場通り2-3-5バンビル1階

宇都宮みんみん来らっせ店 馬場通り2-3-12MEGAドン・
キホーテラパーク宇都宮店B1F

来らっせ　常設店 馬場通り2-3-12MEGAドン
キホーテ地下１階

来らっせ　日替わり店 馬場通り2-3-12MEGAドン
キホーテ地下１階

とんきっき本店 馬場通り4-2-3

宇都宮みんみん本店 馬場通り4-2-3

宇都宮餃子専門店悟空 馬場通り4-2-4
日野屋ビル1F

宇都宮餃子館東口店 東宿郷1-9-1

オリオン餃子　宇都宮駅東店 東宿郷2-4-1
ホテルマイステイズ　1F

宇都宮みんみん宿郷店 東宿郷3-13-6

オリオン餃子　二荒町店 二荒町1-14鮎澤ビル　1F

餃子専門店 香蘭 本町1-24

店 舗 名 住　所

オリオン餃子　本店 曲師町2-12
ゆざわやビル　1F

ザ．餃子のキャロル 宮町2-18

宇都宮みんみん宮みらい店 宮みらい1-1
ウツノミヤテラス2F

ぎょうざの龍門 御幸町154-2

オリオン餃子　簗瀬工場直売店 簗瀬4-16-16

西　　部
餃子処　Konomi 飯田町261

うつのみや 幸楽 宝木町2-864-4

南　　部
宇都宮みんみん江曾島店 江曾島本町23-4

オリオン餃子　宇都宮大塚町店 大塚町11-3

宇都宮ねぎにら餃子 上桑島町1463-2

北　　部
宇都宮餃子館インター店 徳次郎町21-1

宇都宮餃子さつき 徳次郎町190-4

いさみや 中岡本町2583-12

ラーメン
店 舗 名 住　所

中　　央
鶏そば　ひばり 池上町1-10

オギノラーメン 池上町2-10

白竜・とし食堂FKD宇都宮店 今泉町237

ラーメンねぎっこ競輪場通り店 今泉町320-1

まごころラーメン　まこと 今泉町2543-55

博多雷龍 東武駅前店 江野町6-8

どさん子あいあいラーメン 材木町4-1

麺工房風の杜 下戸祭1-5-108

らぁめん山本さん家宿郷店 宿郷5-18-1

自家製麺★餃子　こむさし 宿郷5-2-1成和ビル1F

（有）岡島製麺所 麺々市場 住吉町13-10

幸麺 戸祭元町4-5

タンタン本舗 西原町187-1

石焼らーめん火山　滝谷町店 花園町6-1

東のＨＩＢＡＲＩ 東宿郷4-2-7　
フリーデンハイム１Ｆ

らぁめん篠﨑 東宿郷5-3-9チサンマンショ
ン東宿郷1階102

檜食堂 東塙田2-5-15

らーめん屋台　博多イチロー 東簗瀬1-5-6

らーめん一葉 二荒町1-2

つづみ星 曲師町3-8
角常オリオンビル1F西

鉢とれんげ 曲師町5-2

麺道花の杜 峰1-13-17

店 舗 名 住　所

全国ラーメン紀行　東武宇都宮百貨店8F 宮園町5-4

辻田家鶴田店 睦町7-3

あさひや食堂 簗瀬3-20-24

麺中中 吉野1-4-17Aokiビル1F

東　　部
いろは商店下平出店 下平出町上河原1439-2

煽り味噌らーめん正宗 ゆいの杜3-3-40

ドゥエ　イタリアン　ベルモール店 陽東6-2-1

豪快豚骨GOTON　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

リンガーハット　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
麺屋りんく　
ベルテラシェ大谷内フードコート 大谷町1263-2

大志軒上戸祭店 上戸祭町536-4

ジパング軒 駒生店 駒生町834

壱番亭西川田店 西川田446-1

麺伝　とも 西川田東町15-21

丸源ラーメン 宇都宮西川田店 西川田町912-1

はましょう　-浜正- 若草3-19-24

南　　部
みそや源兵衛　インターパーク店 インターパーク1-2-6

大志軒インターパーク店 インターパーク4-1-2
喜多方ラーメンとし食堂
FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

博多らーめん万々 川田町773-3

店 舗 名 住　所

天下一品　末広店 末広2-3-40

心麺 砂田町318-1

麺や　しみず 西刑部町2740-10

背脂煮干しらーめんと豚丼　誠 宮の内1-173-9

青竹手打ちラーメン おおき屋 宮本町7-7

麺榮王様のラーメン 八千代2-1-4

麺屋 佳佳 横田新町4-7

北　　部
ラーメン つる味 上田町1018-1

タムラ食堂 海道町189-14

ラーメン　清家 下岡本町4520-17

手打ち中華　こころ 下川俣町206-244
宮ハイツ101

ラーメンねぎっこ下川俣店 下川俣町268-1

麺工房　政木屋 下田原町3455-22

らーめん国本 宝木本町2679-10

佐野ラーメンと餃子の店　栃木軒 竹林町892-5

めん太郎　岡本店 中岡本町54-3

めん工場 中岡本町3710-96

彩花 新里町甲454-5

丸源ラーメン 宇都宮御幸ヶ原店 御幸ヶ原町65-2

麺龍炎の杜 御幸ケ原町136-42

ダイニングバー

バー

店 舗 名 住　所

中　　央
LOUNGE&BAR lulu 泉町2-15高塩ビル２F

ブラッスリー ラ・トゥール 駅前通り3-1-1
後藤ビル1F・2F

JDテラス 江野町1-9
トライスタービル１０１

ビストロジジオリオン通り店 江野町3-8

Dining　Lab　π　宇都宮店 江野町9-1
NINE STARSビル1F・2F

Cle vert 江野町9-1ユタカビル 3階

(有)　ブロンコ 大通り2-1-4

BAR　ルシファー 中央1-3-8

店 舗 名 住　所

中　　央
BLUE MAGIC 池上町3-8

CELTS　宇都宮池上店 池上町3-11丸井ビル　１F

手品家　宇都宮店 池上町4-8鈴長ビル地下1階

BAR 裕 -you- 泉町2-20ROYビル１階A

喜久 江野町3-6江の町横丁2号

night time cafe 江野町6-6三樹ビル　6F

バー・シャモニー 江野町10-2

中川酒店 上大曽町331-1

ビッグベン（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

店 舗 名 住　所

Beer Kitchen Punji 中央2-2-6

古舎 中央本町1-2ボタンビル1F

コーラル・ラウンジ　リムジン 馬場通り3-1-21
馬上ビルB-1

SMOKEMAN 馬場通り3-1-21
馬上ビル２F

BUFFALO KING 馬場通り3-1-21馬上ビル1F

ENVY 東宿郷2-11-2泉ビル　1F

メルズインブルース 東宿郷3-11-9

フリーフライト 東宿郷4-4-6

インダルスドリーム 東宿郷5-7-8
ヤマイチビル1F

店 舗 名 住　所

EZ DO MARKET UTSUNOMIYA 栄町1-6

TEN's BAR 宿郷5-2-1成和ビル1F

Juice 中央5-2-3

BAR  Emotional 中央本町1-4
マルヨシビル2F

PARK AVENUE 塙田2-2-12

ワインバー コンプレ 塙田2-5-5
モンクール塙田1F

The Cave 馬場通り2-2-8

CHLOE 馬場通り2-3-5
田中屋ビル１F

JIGGER INN 馬場通り3-1-17
STM2ビル4F

BAR JIN 馬場通り4-2-12暁ビル2F

店 舗 名 住　所

The FLAIR BAR 曲師町1-5

パブリックテラス 曲師町3-11

バベル 曲師町4-1三笠ビル２F

DiningBar LINK 曲師町6-1

bariSheep 宮みらい1-1
ウツノミヤテラス２F

南　　部
cafe Round 87 春日町13-8

店 舗 名 住　所

ＭＡＧＩＣ　HOUSE 東宿郷2-14-3
ムーガーデンビル101

栃木マイクロブルワリ― 東塙田1-5-12

BAR1976 本町13-5 2F

HIRO:Z 本町4-1

ムッシュ 本町5-7ノアビル3F

Bar Maron 曲師町2-14マルヨシビル2F

BAR　桜井　パイプのけむり 曲師町5-4中村園ビル３階B

Bar et vin le coeur 元今泉4-7-8クニヤ102

南　　部
酒・楽・風　コロナ 平松本町1109-12

弁当・テイクアウト専門店
店 舗 名 住　所

中　　央
京源　きつね福 今泉新町210-2

手作り弁当さかもと 今泉町55-1

はっぴ商店宇都宮店 大曽3-4-1

カヴァタッピ　たむら 上大曽町418-1

ダブルチキン 越戸3-15-9

TOFU DELI MIWA 塙田3-5-21

有限会社 成田屋 松が峰2-6-20

お弁当倶楽部。みつわ 操町2-23

お米ひろば宇大前店 峰3-31-46

東　　部
元祖からあげ本舗まるたま石井店 石井町3431-10

pic-nic 問屋町3426-54
ビジネスパークビル１F

店 舗 名 住　所

みやまる陽東店 陽東1-7-20

ピザッツ石井街道陽東店 陽東1-7-20

暖龍 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
からあげ鳥亀　戸祭店 上戸祭町548-1フードオアシ

ス　オータニ戸祭店　敷地内
LaLa　cafe 下荒針町3473-23

ピザッツ大谷街道宝木店 宝木町1-28-29

やきとり桃山　鶴田店 鶴田2-5-20

からあげ鳥亀 鶴田店 鶴田町3081-1

お弁当千家桜（前日正午までの予約制） 若草4-8-25

南　　部
みやまる江曽島店 江曽島4-123-6

おむすび亭 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

店 舗 名 住　所

とんかつ鎌倉こうえつ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

日光醤油唐揚げしょう和 江曽島町1096-1

とりのすけ本舗ダイニング藤咲 江曽島町1449

万年いなり　亀広 大塚町12-26

からあげ専門店鶏笑雀宮店 高砂町25-15高砂ハイツ107
元祖からあげ本舗まるたま
インターパーク店 東横田町55-7

本家かまどや　平松本町店 平松本町1218-2

北　　部
日本亭　岩曽店 岩曽町1300

お米ひろば御幸ヶ原店 御幸ケ原町68-27

ピザッツ御幸ヶ原店 御幸ケ原町138-3

その他
店 舗 名 住　所

中　　央
ビッグエコー宇都宮本町大通り店 池上町2-25K-1ビル

ビッグエコー宇都宮池上店 池上町3-11丸井物産ビル

小籠包　包包包 駅前通り1-5-12
ビュッフェレストランジャンバレー

（ホテルニューイタヤ内） 大通り2-4-6

PUB ロダン 宿郷1-13-11OKビル4F

ビッグエコー宇都宮二荒店 二荒町1-14

定食　ふじもと 二荒町8-5

地産地消とちぎ家 本町13-13本町ビル2F
宇都宮東武ホテルグランデ　
宴会場兼バンケット 本町5-12

四文字熟女 本町6-10ステラビル４階

フレッシュネスバーガー　宇都宮店 曲師町2-18
オリオン通りフェスタ1階

美好屋 曲師町3-13

店 舗 名 住　所

ぷち　ぽっと 南大通り4-2-3

やよい軒　宇都宮御幸本町店 御幸本町4864-25

自遊空間宇都宮簗瀬店 簗瀬町278

東　　部
味処　大作 石井町3408-3

フラチキピザウルス 清原台3-28-7

やよい軒　宇都宮テクノポリス店 ゆいの杜6-1-25

沖縄料理 願寿亭 陽東4ー10ー18

銀だこ　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
OYA PICK ROCK 大谷町1263-2ベルテラシェ

大谷
とんかつ　ぎんなん 西川田本町2ー7ー6
法要法事 若草法要館
(1週間前までの予約制） 若草4-8-25

店 舗 名 住　所

南　　部
フレッシュネスバーガー　
インターパークビレッジ店 インターパーク4-1-3
しゃぶしゃぶ温野菜　
宇都宮インターパーク店 インターパーク5-2-1

焼きたて屋FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

さあどぷれいす蔵 五代2-12-32

MASUYA 宮の内4-219

北　　部
上河内サービスエリア　上り線　
レストラン 今里町1145
上河内サービスエリア　上り線　
フードコート 今里町1145

たなぽん食堂 岩曽町519

みやまる金井台店 下岡本町4558-1

ニューセントラルゴルフ倶楽部 下田原町1525

岡本観光ヤナ 東岡本町200

各国料理（韓国料理・カレー等）
店 舗 名 住　所

中　　央
カレーショップ　フジ 江野町1-8

Nepal India Restaurant MAYA 大通り2-4-8

アシタモイイヒ 川向町1-23
宇都宮パセオ１F

インド料理エベレスト越戸店 越戸町2-17-18

スープカレー専門店　黄すけ 宿郷2-10-9タイムアップ２１
１階１０２

とんとん 宿郷2-10-13TMTビル１階

パイプレストデュエ 宿郷3-2-1
ハウスタケウラ１F

Bagdad Cafe 比嘉 中央5-11-11

タイ料理の店メナム駅東店 東宿郷2-7-9

タージマハル 東宿郷6-1-21

店 舗 名 住　所

ちゃん豚宇都宮 東宿郷6-1-21
東パークハイツ103

カレーハウスCoCo壱番屋 
宇都宮東簗瀬店 東簗瀬1-38-2

韓国料理ハノク 不動前3-1-22
オノガワアパート　1階

タイ料理の店メナム星が丘店 星が丘2-9-25

NANAKEBAB ナナケバブ 曲師町5-1ナナケバブ１F

カレーハウスCoCo壱番屋　宇都宮峰店 峰1-24-5

ネネチキン宇都宮テラス店 宮みらい1-1
ウツノミヤテラス

ドランドラン 御幸町22-16

東　　部
bamboo forest kitchen 下平出町1474-2

ネネチキン 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

店 舗 名 住　所

キッチンすえひろ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
象の家 大谷町1092

韓国家庭料理の店　かしわだいにんぐ 鶴田2-6-22

みや御苑　鶴田店 鶴田町505-15

南　　部
MooM　ガパオ×パエリア...バル 双葉2-9-37

双葉マンション103
北　　部

みや御苑　竹林店 竹林町861-1

ロイヤルインドレストラン 御幸ケ原町89-6

創作料理
店 舗 名 住　所

中　　央
梅酒の店　ぱかぱか 江野町5-10 2階

イタリアン酒房&欧風カレー　和仁 千波町17-27

店 舗 名 住　所

バルーンフラワー 東宿郷4-6-5
タテノコーポ1階

gastronomy和楽 元今泉3-2-6

かぼちゃ亭 元今泉3-20-16大光ビル１F

店 舗 名 住　所

西　　部
炭キュイジーヌToshi 中戸祭町826-7

北　　部
酒処　BAR-JIN -1994- 末広1-1-23

カフェ・スイーツ
店 舗 名 住　所

中　　央
ミントカフェ 泉町6-22トレーラーハウス

ミスタードーナツFKD宇都宮店 今泉町237

ハングリーラビットFKD宇都宮店 今泉町237

スターバックスコーヒーFKD宇都宮店 今泉町237

タリーズコーヒーFKD宇都宮店 今泉町237

生活の木アロマカフェFKD宇都宮店 今泉町237

パーラー＆喫茶BC 駅前通り1-5-6白木屋ビル１
F

ラウンジ　シュシュ
（ホテルアーバングレイス宇都宮内） 江野町2-1

保護猫カフェ　猫見家 江野町3-7矢口ビル2F

モンプチ 江野町6-7

Cafe ink Blue 江野町9-8
コーヒーラウンジマーブル

（ホテルニューイタヤ内） 大通り2-4-6

ハイドパーク（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1

タリーズコーヒー宇都宮駅ビルパセオ店 川向町1-23
宇都宮駅ビルパセオ2F

フルーツダイニング パレットパセオ店　 川向町1-23
宇都宮駅ビルパセオ1F

いちごの里カフェ　JR宇都宮駅店 川向町1-23JR宇都宮駅ビルパセオ
2F とちぎグランマルシェ内

乙女屋　泉が丘店 越戸町1-1-4

CAFETORA　宇都宮下戸祭店 下戸祭1-10-1

Cafe des Princesses 下戸祭1-15-22
コープオリンピア宇津宮

GELATERIA Vivo 下戸祭2-1-11

フルーツダイニングパレット　下戸祭店 下戸祭2-18-1

Briest 中央1ー9-6

カフェ・ドゥ・オリーブ 中央本町1-12

384 coffee shop 中央本町4-9
MOON DOGG espresso roasters　
ユニオン店 伝馬町2-19

FLAT Cafe 戸祭町2123-1

フランス菓子サン・マルタン 中今泉5-27-3

ＢＡＲＩ　ＳＡＩ　ＣＡＦＥ 西1-1-7

花＆カフェ　パストラル 西1-4-4

タリーズコーヒー作新学院前店 西一の沢町2-1

LOTUS 3（ロータススリー） 錦2-6-15錦コーポ１F

リアン茶屋 西原町195-3

甘党の店　三芳 馬場通り1-1-20

KiKO 馬場通り2-3-14

トースト＆カフェ Pan de cafe 東簗瀬1-29-1

乙女屋　東簗瀬店 東簗瀬1-39-6
MOON DOGG espresso roasters 
カクイチ店 二荒町2-1カクイチビル1F

店 舗 名 住　所

にゃぱん 曲師町3-8角常仲見世館1階

世界のお茶の専門店　Y‘ｓtea 曲師町5-3タキヤビル2階

FARMDELI　清住通り店 松原3-6-28

街家かふぇ木・木 峰3-6-11

タリーズコーヒー　 東武宇都宮店5F 宮園町5-4

カフェコムサ　東武宇都宮百貨店3F 宮園町5-4
アフタヌーンティーティールーム　
東武宇都宮百貨店2F 宮園町5-4

記憶に刻め PLUS　東武宇都宮百貨店1F 宮園町5-4

とちおとめ×芭莉式 宮みらい1-1
ウツノミヤテラス２Ｆ

ISLAND STONE COFFEE ROASTERS 
宮みらい店

宮みらい1-2
ウツノミヤテラス区画213

セレクト 元今泉1-23-5福田ビル1階

タリーズコーヒー宇都宮駅東口店 元今泉4-19-6

K-GRANDIS＆ティールーム パ・ド・ドゥ 吉野2-3-15

東　　部
4丁目さくらcafe 清原台4-20-30

喫茶 clover 氷室町1041-49

タリーズコーヒー宇都宮テクノ店 ゆいの杜4-1-39

チバコーヒー 陽東3-8-4
Sweet Ducky ICE CREAM 
宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1
マリオンクレープ(TAITO) 
宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

牧場アンテナショップ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1
サーティワンアイスクリーム 
宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ミスタードーナツ 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

タリーズコーヒー 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

イタリアン・トマト 宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
ROCKSIDE　MARKET 大谷町909
ISLAND STONE COFFEE ROASTERS 
大谷本店 大谷町1172

HALA-CUCCIGO 大谷町1263-2
ベルテラシェ大谷　物販棟内

RoySe Cafe 上戸祭町55-11ログハウス
店舗

コンセーレ　タイムズスクウェア 駒生1-1-6

コンセーレ　コーヒーコーナー２００１ 駒生1-1-6

白ねこのクレープ 宝木町2-877-4

茶房　越路　さいかち庵 田下町16-2

サパ食堂 鶴田町453-125

乙女屋　鶴田店 鶴田町1744-28

母舎カフェ 鶴田町2962-7

朱夏 鶴田町3162-9

店 舗 名 住　所

Little Cedar 砥上町343-20
MOON DOGG espresso roasters
戸祭店 中戸祭1-6-7

那須のお米のパン屋さん宝木店 細谷町2601-6
アクロスプラザとりせん内

pig berry 幕田町1063

南　　部
タリーズコーヒー 宇都宮IPV インターパーク4-1-3インター

パークショッピングビレッジ内
MOA cafe 東京インテリア家具 
インターパーク店

インターパーク5-1-11東京イン
テリア家具インターパーク1F

スターバックスコーヒー
FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

珈琲館FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

カフェコムサFKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

ミスタードーナツFKDインターパーク店 インターパーク6-1-1
サーティワンアイスクリームFKDイン
ターパーク店 インターパーク6-1-1

ジェラートマスモFKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

パティスリー　タン.プル.タン. 江曽島3-2584-27

アトリエ　Ｋｏｋｏｔｔｏ 江曽島本町12-6

グラーノグラーノ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

レインボーハット アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

サンマルクカフェ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

SAKASALIGHT SANDWICHES 江曽島町1412-5
UNITED GARDEN

KAMEDA-YA coffee&wine 川田町432

若松屋 雀の宮1-20-3

町家カフェ　太郎茶屋鎌倉　宇都宮店 東谷町484-1

ドトールコーヒーショップ　宇都宮南店 針ケ谷町472-7

高級食パン専門店　相合傘とイチゴちゃん 東横田町64-2

コメダ珈琲店平松本町店 平松本町1109-4

宇都宮珈琲 平松本町1138-7

コメダ珈琲店 宇都宮みどり野店 みどり野町36-20

乙女屋　雀宮店 宮の内4-188-1

器＋カフェ　アンモナイト 宮の内1-28-1

北　　部
ベジタブル　ベース　キメラ 岩曽町1377-48

コトブキビル１号
Cafe彩 海道町810-2

アーバン菊水1階
ATELIER INAKA 上大塚町102-44

食彩香房　どんぐりkorokoro 下岡本町2503

六本杉珈琲 徳次郎町2479-1栃木県済生
会高齢者ケアセンター1階

コーヒー・ルンバ 中岡本町3023-18

F CAFE 御幸ケ原町136-42

ハンバーグ・ステーキ
店 舗 名 住　所

中　　央
鉄板焼き　valon 江野町6-4イサミビル１F

門出 川向町1-23宇都宮パセオ
1階宇都宮フードホール

ステーキ宮　越戸店 越戸町90-1

ステーキハウス アウグスタ 下戸祭2-9-1高木コーポ1F

フライングガーデン下戸祭店 下戸祭2-14-2

極　存じやす 中央5-3-5

ステーキ＆ワイン　存じやす 中央5-9-2

鉄板焼ステーキ世里花 中央本町1-3
マルヨシビル３階

きらく伝馬町店 伝馬町4-2

椛凛 西1-1-8

ペッパーランチ宇都宮バンバ通り店 馬場通り2-3-12MEGAドン・
キホーテ  ラパーク宇都宮１階

フライングガーデン東簗瀬店 東簗瀬1-28

ステーキ宮　簗瀬店 東簗瀬1-36-5

ステーキ酒場　ウエスタンズ 東宿郷5-3-11
ステージ21ビル1階

店 舗 名 住　所

ステーキJUNKY！　西口店 本町13-15
鉄板焼 下野

（宇都宮東武ホテルグランデ内）
本町5-12宇都宮東武ホテルグ
ランデ　2F

ステーキJUNKY！　東口店 元今泉7-4-3福田屋ビル1F

びっくりドンキー宇都宮東店 元今泉7-5-13

東　　部
ステーキ杣　石井店 石井町2724-10

フライングガーデン下平出店 下平出町160-2

ステーキハウス　杣 野高谷町1152

和牛ステーキ桜 陽東2-16-8
ベルグランドハイツ1階

ペッパーランチ　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ステーキ宮　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
ステーキ宮　宇都宮店 上戸祭町519-15

鉄板グリルダイニング弘路 宝木町2-2567-9

ステーキ宮　田下店 田下町145-1

店 舗 名 住　所

鉄板焼 TSUKINOUSAGI 鶴田2-14-6

ステーキ宮　鶴田店 鶴田町228-10

ステーキ宮　西川田店 西川田町430-1

南　　部
フライングガーデン宇都宮インターパーク店 インターパーク1-2-3

ステーキいづつや　本店 上桑島町1393

黒毛和牛ステーキ棟國 下栗町2277-1

フライングガーデン若松原店 若松原1-2-27

北　　部
ステーキ&ハンバーグ　リストランテチャオ 下岡本町4289

いきなりステーキ宇都宮竹林店 竹林町549-1

肉の万世　宇都宮インター店 徳次郎町高谷原12

フライングガーデン豊郷台店 長岡町46-1

ステーキいづつや　長岡店 長岡町431-1



デパート・ショッピングモール

宮の総合経済対策実行委員会
■コールセンター（受託者 株式会社JTB宇都宮支店）　☎028−651−3710 10時から17時まで（平日のみ）

お問い合わせ先

最新の取扱店一覧については、
専用ホームページにてご確認いただけます。
https://miyanotokutoku-ticket.jp

専用ホームページ随時更新中宮のトク×トクチケット
宇都宮市プレミアム付商品券

店 舗 名 住　所

中　　央
FKD宇都宮店 今泉町237

店 舗 名 住　所

中　　央
東武宇都宮百貨店 宇都宮本店 宮園町5-4

店 舗 名 住　所

南　　部
FKDインターパーク店 インターパーク6-1-1

令和５年３月31日（金）まで

取 扱 店 一 覧 令和４年８月26日現在
2,133店舗

食料品・スーパーマーケット

コンビニエンスストア

店 舗 名 住　所

中　　央
青源本店 旭1-4-32

餃天堂 シンボルロード店 池上町1-11

たいらや　泉が丘店 泉が丘1-17-16

ヨークベニマル泉が丘店 泉が丘6-1-44

ヨークベニマル今泉店 今泉町158-1

たいらや　今泉新町店 今泉町2998-1

餃天堂 西口店 駅前通り3-3-2

堺屋商店 江野町7-8

かましんカルナ大曽店 大曽3-4-5

久世福商店　宇都宮パセオ店 川向町1-23宇都宮パセオ1F

有限会社　マルコ海苔店 河原町1-21

コープ越戸店 越戸3-12-9

かましんカルナ駅東店 宿郷3-16-3

たいらや　城東店 城東1-1-17

ヨークベニマル簗瀬店 城東1-8-13

（有）鈴木精肉店 城東2-1-6

パワーマート新町店 新町2-6-23

（有）岡島製麺所 麺々市場 住吉町13-10

たいらや　滝谷店 滝谷町19-8

かましん戸祭店 戸祭3-4-15

業務スーパー　戸祭店 戸祭町2204-4

ヨークベニマル戸祭店 戸祭元町12-11

農産直売所あぜみち駅東店 中今泉2-10-23

LOTUS 3（ロータススリー） 錦2-6-15錦コーポ１F

栃木県職員生活協同組合　県庁売店 塙田1-1-20県庁舎東館２階

ＭＥＧＡドン・キホーテ宇都宮店 馬場通り2-3-12

銘茶関口園 馬場通り4-1-1うつのみや表
参道スクエア１階

楽々市駅東店 東宿郷5-7-1

業務スーパー　簗瀬店 東簗瀬1-4-12

有限会社　金谷乾物店（珍味店） 曲師町4-3

有限会社 成田屋 松が峰2-6-20

お米ひろば宇大前店 峰3-31-46

ヨークベニマル 宇都宮テラス 宮みらい1-1

スーパーセンタートライアル宇都宮店 睦町5-5 

フードオアシスオータニ宇都宮駅東店 元今泉4-1-14

株式会社 米金水産 簗瀬町1493宇都宮中央卸売
市場内

株式会社 マル仲水産 簗瀬町1493宇都宮市中央卸
売市場

たいらや　簗瀬平成通り店 簗瀬町1752-1
新鮮食材キャッシュ＆キャリー昭和（トー
ホー・北関東） 簗瀬町1905

安心なたべもの屋さん 吉野2-1-4

東　　部
有限会社　宮崎商店 石井町2552-3

店 舗 名 住　所

中　　央
セブンイレブン宇都宮池上店 泉町1-20

セブンイレブン宇都宮一の沢店 一の沢2-18-6

ファミリーマート宇都宮一番町店 一番町1-1

ファミリーマート宇都宮今泉三丁目店 今泉3-887-3

ファミリーマート宇都宮今泉新町店 今泉新町82-2

セブンイレブン宇都宮駅前店 駅前通り1-5-13

セブンイレブン宇都宮駅前通り3丁目店 駅前通り3-4-17

ファミリーマート宇都宮江野町 江野町6-9

デイリーヤマザキ宇都宮江野町店 江野町7-14

セブンイレブン宇都宮宇商通り店 大曽1-4-5

セブンイレブン宇都宮大工町店 大通り2-3-1

セブンイレブン宇都宮小幡店 小幡2-6-13

セブンイレブン宇都宮越戸1丁目店 越戸1-7-14

ローソン宇都宮越戸二丁目店 越戸2-18-4

ファミリーマート宇都宮越戸三丁目店 越戸3-14-3

セブンイレブン宇都宮さいわい店 幸町13-9

ファミリーマート宇都宮桜二丁目店 桜2-2-25

セブンイレブン宇都宮下戸祭店 下戸祭2-4-7

ファミリーマート宇都宮下戸祭店 下戸祭2-8-1

ローソン宇都宮宿郷一丁目店 宿郷1-18-1

ファミリーマート宇都宮大寛店 大寛2-2-7

ファミリーマート宇都宮中央三丁目店 中央3-4-26

ローソン宇都宮天神二丁目店　 天神2-11-5

セブンイレブン宇都宮戸祭４丁目店 戸祭4-16-23

ローソン宇都宮今泉店 中今泉1-16-25

セブンイレブン宇都宮東今泉店 中今泉4-30-6

セブンイレブン宇都宮西2丁目店 西2-4-32

セブンイレブン 宇都宮一条 西3-1-13

ファミリーマート宇都宮西原三丁目店 西原3-3-17

セブンイレブン栃木県職員生協県庁店 塙田1-1-20県庁舎東館２階

ファミリーマート宇都宮塙田三丁目店 塙田3-4-10

セブンイレブン宇都宮馬場通り店 馬場通り4-1-1

セブンイレブン宇都宮東今泉2丁目店 東今泉2-3-20

セブンイレブン宇都宮駅東口店 東宿郷1-5-1

セブンイレブン宇都宮東宿郷店 東宿郷6-7-18

ファミリーマート宇都宮東簗瀬店 東簗瀬1-6-28

ローソン宇都宮不動前店 不動前2-2-37

ファミリーマート宇都宮本町大通り 本町4-11下野新聞ビル1F

ローソン宇都宮松が峰2丁目店 松が峰2-6-21

ファミリーマート宇都宮峰一丁目店 峰1-1-24

ファミリーマート東武宇都宮駅前 宮園町4-1東武宮園ビル1F

ローソン宇都宮4号御幸店 御幸本町4864-18

セブンイレブン宇都宮元今泉店 元今泉2-6-11

セブンイレブン宇都宮元今泉4丁目店 元今泉4-14-12

ファミリーマート宇都宮元今泉七丁目店 元今泉7-1-20

ファミリーマート宇都宮簗瀬四丁目店 簗瀬4-21-12

ファミリーマート宇都宮簗瀬中央店 簗瀬町1852-1

ファミリーマート宇都宮簗瀬町店 簗瀬町2562

セブンイレブン宇都宮弥生店 弥生1-8-16 

ローソン宇都宮吉野一丁目店 吉野1-5-5

店 舗 名 住　所

たいらや　石井店 石井町2800-57
コープデリ宇都宮センター（対象：市内配
送） 平出町4077-1

かましんゆいの杜店 ゆいの杜1-2-21

八幡餃子　宇都宮ゆいの杜店 ゆいの杜3-3-33

たいらや　ゆいの杜店 ゆいの杜4-12-2

チバコーヒー 陽東3-8-4

イトーヨーカ堂宇都宮店 陽東6-2-1

ふうりん堂宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

おかしのまちおか宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

おめで鯛焼き本舗宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

カルディコーヒー宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

銘茶　関口園宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

有限会社　菊池魚店 陽東7-8-17

西　　部
農産直売所あぜみち上戸祭店 上戸祭町3031-3

（株）大山総本店 上戸祭町41

チーズ専門店・ラヴェドン 上戸祭町533-8

フードオアシスオータニ戸祭店 上戸祭町548-1

かましんカルナ駒生店 駒生町1288-1
栃木県職員生活協同組合　リハビリテー
ションセンター売店 駒生町3337-1

フードオアシスオータニ明保店 下荒針町3473-5

たいらや　宝木店 宝木町1-25-1

農産直売所あぜみち滝の原店 滝の原3-3-1

フードオアシスオータニ鶴田店 鶴田町513-4

コープ鶴田店 鶴田町861

ビックミート山久鶴田町店 鶴田町1200

ヨークベニマル鶴田店 鶴田町1421-3

業務スーパー　鶴田店 鶴田町1510-2

フードオアシスオータニ一の沢店 鶴田町2180-3

ミートショップワタナベ 鶴田町2559-2

株式会社　若山商店 中戸祭1-13-23

たいらや　西川田店 西川田本町4-1-1

農産直売所あぜみち西川田店 西川田町287-1

たいらや　姿川店 西川田町1039-1

ヨークベニマル細谷店 細谷町375-2

とりせん 細谷店 細谷町380

とりせん 宝木店 細谷町2601-6

たいらや　若草店 若草4-21-3

南　　部
業務スーパーインターパーク店 インターパーク4-1-2カトレ

アガーデン内
ドン・キホーテ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

フードマーケットオータニ江曽島店 江曽島町1062-1

店 舗 名 住　所

東　　部
ローソン宇都宮石井町殿田店 石井町1470-8

ローソン宇都宮石井町内野店 石井町2793-4

ファミリーマート宇都宮問屋町店 石井町3377-1

セブンイレブン宇都宮上籠谷店 上籠谷町3549-4

セブンイレブン宇都宮清原台みなみ店 清原台6-3-3

ファミリーマート宇都宮鐺山町店 鐺山町494-1

セブンイレブン宇都宮鐺山店 鐺山町1778-1

セブンイレブン宇都宮下平出店 下平出町88-1

ファミリーマート宇都宮東峰町店 東峰町3088-1

セブンイレブン宇都宮平出バイパス店 平出町1270-1

ファミリーマート宇都宮辰街道店 平出町2321-4

セブンイレブン宇都宮平出工業団地 平出町3655-6

セブンイレブン宇都宮平出東店 平出町4066-3

セブンイレブン宇都宮柳田町店 柳田町1759-3

セブンイレブン宇都宮刈沼店 ゆいの杜3-1-35

ファミリーマート清原テクノ店 ゆいの杜4-1-47

ローソン宇都宮テクノポリスセンター店 ゆいの杜7-8-4

セブンイレブン宇都宮テクノポリス店 ゆいの杜8-1-53

セブンイレブン宇都宮陽東2丁目店 陽東2-6-1

ローソン宇都宮陽東四丁目店 陽東4-2-28

セブンイレブン宇都宮陽東５丁目店 陽東5-15-2

西　　部
セブンイレブン宇都宮上欠町店 上欠町807-6

ファミリーマート宇都宮上戸祭町店 上戸祭町336-1

ファミリーマ－ト宮環上戸祭店 上戸祭町3014-3

セブンイレブン宇都宮西店 駒生町1407-36

セブンイレブン宇都宮下荒針町店 下荒針町3573-6

セブンイレブン宇都宮下砥上店 下砥上町1512-1

セブンイレブン宇都宮田下町店 田下町133-1

セブンイレブン宇都宮森林公園入口店 田野町772-2

セブンイレブン宇都宮鶴田バイパス店 鶴田1-10-3

セブンイレブン宇都宮鶴田中央店 鶴田2-38-26

ローソン宇都宮鶴田二丁目店 鶴田2-4-4

ローソン宇都宮鶴田三丁目店 鶴田3-2-1

セブンイレブン宇都宮上鶴田店 鶴田町1291-1

セブンイレブン宇都宮滝谷町店 鶴田町3038-1

セブンイレブン宇都宮滝の原店 鶴田町3393-5

セブンイレブン宇都宮西川田２丁目店 西川田2-2-36

ファミリーマート宇都宮西川田駅前店 西川田本町2-12-13

セブンイレブン宇都宮姿川店 西川田町808-1

セブンイレブン宇都宮兵庫塚店 兵庫塚1-13-1

南　　部
ファミリーマートTSUTAYA
インターパーク店 インターパーク1-3-3

セブンイレブン陽南通り店 江曽島本町2-6

ローソン宇都宮川田町店 川田町857-2

ファミリーマート宇都宮五代二丁目店 五代2-31-27

ローソン宇都宮下栗町一丁目店 下栗1-21-7

セブンイレブン宇都宮下栗新四号南店 下栗町707-1

ローソン宇都宮下栗町店 下栗町1356-1

セブンイレブン宇都宮下栗平成通り店 下栗町2917-11

セブンイレブン宇都宮末広店 末広1-2-16

店 舗 名 住　所

万年いなり　亀広 大塚町12-26

たいらや　川田店 川田町819

フードオアシスオータニ五代店 五代1-3-8

（株）武州養蜂園　宇都宮店 下栗町2938-6

業務スーパー　雀宮店 末広2-5-16

かましん雀宮店 雀の宮6-4-5

JAグリーンインターパーク直売所 砂田町526

フードオアシスオータニみずほの店 西刑部町2450-4

ヨークベニマル針ヶ谷店 針ヶ谷町472ー6

かましん 平松本町店 平松本町767-2

フードオアシスオータニ平松店 平松本町1141-2

もつ煮やひろ 瑞穂1-16-10瑞穂貸店舗西
棟1号室

たいらや　緑店 緑1-11-32

フードマーケットオータニ雀宮店 南町12-1

ヨークベニマル若松原店 若松原1-13-15

北　　部
梵天の湯 今里町18-4

カフェカピアン 岩曽町592-2

サンユー岩曽店 岩曽町1355

たいらや　岡本店 下岡本町1999-5

とりせん 岡本店 下岡本町2123-1

栃木県職員生活協同組合　岡本台病院売店 下岡本町2162

フードオアシスオータニ岡本店 下岡本町4278

JAグリーンかみかわち直売所 下小倉町1218

フードマーケットオータニ宝井店 下田原町3230-29

大山食肉株式会社 宝木本町2204-8

栃木県職員生活協同組合　河内庁舎売店 竹林町1030-2

かましん豊郷台店 豊郷台2-87

豆水撰　奈坪店 中岡本町2919-37

サンユー奈坪店 中岡本町2919-40

サンユー上河内店 中里町221-1

道の駅うつのみや　ろまんちっく村 新里町丙254

フードマーケットオータニ野沢店 野沢町40-1

豆水撰　本社直売所店 宮山田町2353-1こいしや食
品株式会社　本社敷地内

ヨークベニマル御幸ヶ原店 御幸ケ原町50-1

お米ひろば御幸ヶ原店 御幸ケ原町68-27

フードオアシスオータニ御幸ヶ原店 御幸ケ原町91-13

とうふ惣菜たちかわ 立伏町447-73

店 舗 名 住　所

ローソン宇都宮雀の宮一丁目店 雀の宮1-19-19

セブンイレブン宇都宮雀宮1丁目店 雀の宮1-22-24

セブンイレブン宇都宮雀宮中店 雀の宮2-1-19

セブンイレブン宇都宮砂田町店 砂田町318-1

セブンイレブン宇都宮一里南店 台新田1-2-22

ローソン宇都宮東谷町店 東谷町246-6

セブンイレブン宇都宮東谷町店 東谷町495-1

ローソン宇都宮針ヶ谷一丁目店 針ケ谷1-2-7

ローソン宇都宮針ヶ谷町店 針ケ谷町500-1

ローソン宇都宮平塚町店 平塚町308-8

ローソン宇都宮平松本町東店 平松本町772-2

セブンイレブン宇都宮平松本町店 平松本町821-13

セブンイレブン宇都宮簗瀬町店 平松本町1108

ローソン宇都宮平松本町店 平松本町1217-6

セブンイレブン宇都宮平松バイパス店 平松本町1219

ローソン宇都宮平松本町下並塚店 平松本町塚805-86

セブンイレブン宇都宮双葉店 双葉2-1-3

ローソン宇都宮瑞穂二丁目店 瑞穂2-20-1

セブンイレブン宇都宮瑞穂野店 瑞穂3-2-7

ファミリーマート宇都宮みどり野南店 みどり野町36-24

ファミリーマート宇都宮駐屯地店 茂原1-5-45

セブンイレブン宇都宮屋板町店 屋板町1026-8

セブンイレブン宇都宮横川中学校前店 屋板町大塚前578-620

セブンイレブン宇都宮若松原店 若松原1-12-1

セブンイレブン宇都宮若松原2丁目店 若松原2-18-15

北　　部
セブンイレブン宇都宮石那田店 石那田町135-1

ローソン宇都宮岩曽町島之内店 岩曽町34-7

セブンイレブン宇都宮岩曽東店 岩曽町1377-75

セブンイレブン宇都宮上田原店 上田原町888-1

セブンイレブン宇都宮岡本中央店 下岡本町2115-148

セブンイレブン河内下岡本店 下岡本町4417-3

セブンイレブン河内金井台店 下岡本町4558-3

セブンイレブン宇都宮下川俣店 下川俣町206-471

セブンイレブン宇都宮環状線北店 下川俣町423-1

ファミリーマート宇都宮下小倉店 下小倉町5283-2

セブンイレブン下野白沢店 白沢町578-11

ファミリーマート宇都宮白沢店 白沢町1810-34

ローソン宇都宮白沢町店 白沢町1854-1

セブンイレブン宇都宮宝木中央店 宝木本町1289-4

ファミリーマート宇都宮竹林西店 竹林町380-1

ファミリーマート宇都宮済生会病院前店 竹林町871-1

セブンイレブン宇都宮徳次郎店 徳次郎町730-5

セブンイレブン宇都宮長岡百穴店 長岡町89-3

ファミリーマート宇都宮中岡本町店 中岡本町473-5

セブンイレブン上河内中里店 中里町225

セブンイレブン宇都宮中里西店 中里町字高田1130-1

ファミリーマート宇都宮徳次郎 新里町丙熊堂714-2

セブンイレブン宇都宮野沢店 野沢町325-9

デイリーヤマザキ那須野屋店 富士見が丘3-25-27

ファミリーマート御幸ヶ原店 御幸ケ原町118-1

セブンイレブン宇都宮御幸ヶ原町店 御幸ケ原町128-31

ホームセンター
店 舗 名 住　所

中　　央
カンセキ駅東店 元今泉5-12-3

東　　部
農家の店 いちご 氷室町2065-9

カインズ宇都宮平出店 平出町3711

カインズ宇都宮テクノ店 ゆいの杜5-26-5

店 舗 名 住　所

ケーヨーデイツー陽東店 陽東8-22-10

西　　部
セキチュー宇都宮駒生店 駒生町561-1

ホームセンターカンセキ西川田店 西川田本町2-1-28

南　　部
はなぶさ 今宮14-9

店 舗 名 住　所

カンセキ雀宮店 茂原2-4-27

北　　部
コメリハード＆グリーン上河内店 中里町209-3

カンセキ若草店 若草3-17-3

ドラッグストア・薬・化粧品 衣料品・ファッション

家　電

自動車・自転車・オートバイ

店 舗 名 住　所

中　　央
漢薬房 旭1-2-5

株式会社カワチ薬品 　一条店 旭2-15-16

株式会社カワチ薬品　泉が丘店 泉が丘6-1-45

フクシ宇都宮薬局 駅前通り1-1-9
駅前通り第一ビル1階

アインズ&トルペトナリエ宇都宮店 駅前通り1-4-6

株式会社カワチ薬品　大曽店 大曽3-4-5

ミキモト化粧品祥営業所 上大曽町428-5

スキンケアハウス　ニコナチュール 上大曽町428-5

matsukiyoLAB宇都宮パセオ 川向町1-23

PLAZA宇都宮パセオ 川向町1-23宇都宮パセオ2F

マツモトキヨシ宇都宮越戸店 越戸町151-1

三番館みどりや 宿郷3-16-7

マツモトキヨシ宇都宮簗瀬店 城東1-8-13

ディスカウントドラッグコスモス城東店 城東2-26-17

シバタ薬品 住吉店 住吉町20-8

マツモトキヨシ宇都宮戸祭店 戸祭1-6-9

ツルハドラッグ宇都宮戸祭店 戸祭3-6-2

株式会社カワチ薬品　戸祭南店 戸祭町3020-6

マツモトキヨシ宇都宮今泉店 中今泉3-1-29

ミキモト化粧品妃営業所 西一の沢町1-25
アザレインターナショナル　
有限会社ファンシーアザレ 花園町11-7

有限会社上田屋商店 馬場通り2-3-7

ダルマ薬局ラパーク宇都宮店 馬場通り2-3-12

みどりや本店 馬場通り4-2-11

株式会社カワチ薬品 　今泉店 東今泉2-5-11

株式会社カワチ薬品　簗瀬店 東簗瀬1-6-19

マツモトキヨシ　カルナ駅東店 東宿郷3-16-3

ツルハドラッグ宇都宮東宿郷店 東宿郷6-9-17

チャームショップまり 日の出1-10-7

ツルハドラッグ 宇都宮不動前店 不動前3-1-27

天明堂薬局 星が丘2-9-25

ヒシヌマ薬局 曲師町2-11

アイココナ宇都宮テラス店 宮みらい1-1

店 舗 名 住　所

中　　央
スターフィッシュ 駅前通り1-4-6

トナリエ宇都宮　3F
靴のタナカ 江野町4-8

ワイン 江野町7-16立原ビル１F

バースディ 大曽店 大曽3-4-5

しまむら大曽店 大曽3-4-5

洋品呉服よしむら 京町14-16

しまむら越戸店 越戸3-12-9

東京靴流通センター宇都宮越戸店 越戸町3-12-25ショッピン
グプラザCoCo内

ミルク＆ウィズ 下戸祭2-2-8

ユニクロ宇都宮戸祭店 下戸祭2-20-9

サンワ宿郷店 宿郷3-13-3

AOKI宇都宮城東店 城東1-10-35

Padparadscha 伝馬町3-20
ベビーからママのためのセレクトショップ
saihi 西3-3-10-2階

イル・ブラティーノ 西大寛2-2-2

洋服の青山　宇都宮西原店 西原町525-3

㈱近江屋呉服店 馬場通り1-1-9

しまむら東簗瀬店 東簗瀬1-34-3

（有）えびや履物店 二荒町4-10

蔵風香 本町9-4石ビル2階

サンワ本店 曲師町1-7

ミスズ洋装店 曲師町2-12

マルヨシ洋装店 曲師町2-14

シューズイケダ峰店 峰4-20-7

（有）マルオカ商店 峰町280

有限会社　丸伊呉服店 宮町3-11

ファッションキョウエイ 御幸町104-2

AOKI　宇都宮店 御幸本町4863-17

洋服の青山 宇都宮駅東店 元今泉6-7-1

シュープラザ宇都宮簗瀬店 簗瀬町2516-8

東　　部
シューズイケダ氷室店 氷室町1734-6

しまむら清原テクノ店 ゆいの杜1-2-21

オフハウス宇都宮駅東店 陽東5-33-1

ユニクロイトーヨーカドー宇都宮店 陽東6-2-1ベルモール内イ
トーヨーカドー２F

TOKYO VINTAGE STYLE　
宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

チュチュアンナ　ベルモール店 陽東6-2-1

店 舗 名 住　所

中　　央
コジマ×ビックカメラ宇都宮本店 今泉町2996-1

有限会社　加藤電機商会 駅前通り1-3-14

ヨドバシカメラマルチメディア宇都宮 駅前通り1-4-6
宇都宮西口ビル

オーディオ・サトー　（有）佐藤電機 桜3-5-14

電ねっとアサノ 桜5-1-9

フタバ電化戸祭店 戸祭2-10-34

コジマ×ビックカメラ宇都宮テラス店 宮みらい1-1
ウツノミヤテラス４階

株式会社ヤマダデンキ　
YAMADAweb.com宇都宮本店 元今泉3-1-14

ソフトバンク宇都宮東 元今泉3-10-25

東　　部
(有)南団地店フタバ 清原台3-4-5

店 舗 名 住　所

中　　央
ネッツトヨタ栃木株式会社　宇都宮駅東店 泉が丘1-15-33

栃木トヨタ自動車㈱泉が丘店 泉が丘5-7-32

高虎輪店 桜1-7-17

株式会社　オヤマ 城東1-11-45

栃木トヨタ自動車㈱新町店 新町1-2-2

阿部輪業 中河原町3-21
野口タイヤ商会　
ミスタータイヤマン宇都宮錦店 錦3-12-13

有限会社　福田商会 花園町17-16

セオサイクル 宇都宮店 東簗瀬1-28-17

サイクルショップ カントウ 二荒町5-5

ネッツトヨタ栃木株式会社　宇都宮中央店 不動前1ー2ー18
ネッツトヨタ栃木株式会社　
宇都宮不動前店 不動前4-2-48

栃木トヨペット株式会社 宇都宮不動前店 不動前5-1-26

有限会社髙橋五郎平商店 松原1-1-10

栃木トヨタ自動車㈱レクサス宇都宮北店 御幸町84

栃木トヨタ自動車㈱簗瀬店 簗瀬町1285-5

㈱ＤＵＯ栃木　ＶＷ栃木中央 簗瀬町1594-1

東　　部
㈱オートアールズ宇都宮バイパス店 平出町3665-1

タイヤ館　宇都宮東 ゆいの杜2-22-33

店 舗 名 住　所

ツルハドラッグ宇都宮元今泉店 元今泉7-1-12

ツルハドラッグ宇都宮簗瀬店 簗瀬1-1-1

東　　部
株式会社カワチ薬品　石井町店 石井町2800-155

サンドラッグ宇都宮石井店 石井町3351-1

アザレインターナショナル輪音 竹下町435-173
メナードフェイシャルサロン　
アルブルデノエル 問屋町3172-31

ツルハドラッグ宇都宮東峰町店 東峰町3451-1

マツモトキヨシ宇都宮テクノポリス店 ゆいの杜4-2-32

株式会社カワチ薬品　ゆいの杜店 ゆいの杜6-8-4

ツルハドラッグ宇都宮ゆいの杜店 ゆいの杜7-1-28

ツルハドラッグ宇都宮陽東店 陽東2-16-25

&choa!　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

リヴェット宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

薬マツモトキヨシ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
ツルハドラッグ宇都宮大谷店 大谷町1082-1

株式会社カワチ薬品 戸祭店 上戸祭2-1-12

株式会社カワチ薬品　戸祭北店 上戸祭町3007-2
ドラッグストア マツモトキヨシ 
カルナ駒生店 駒生町1288-1

株式会社カワチ薬品 鶴田店 滝の原2-5-26

ディスカウントドラッグコスモス鶴田店 鶴田町1037

マツモトキヨシ宇都宮鶴田店 鶴田町1425

株式会社カワチ薬品 三の沢店 鶴田町1744-29

マツモトキヨシ宇都宮一の沢店 鶴田町鹿沼道北2180-3

株式会社カワチ薬品 鶴田北店 鶴田町東原729-2

株式会社カワチ薬品　西川田店 西川田町831-1

マツモトキヨシ宇都宮細谷店 細谷町1-6-25

南　　部
メナードフェイシャルサロン　
ナナフォロム

今宮1-11-27
メゾンドフォロム202

株式会社カワチ薬品　上三川インター店 インターパーク6-5-4

ツルハドラッグ宇都宮江曽島店 江曽島本町5-11

マツモトキヨシ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

みどりや アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

店 舗 名 住　所

SHOO・LA・RUE宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ジュリア・オージェ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

アカチャンホンポ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ジューシィジュエル宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ARK宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

to blossom宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ベルーナ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ＣＲＢ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

セントエリーネ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

タカキュー宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

METHOD宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ORIHICA宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ミルフローラ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ベリテ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

AMO'S STYLE宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

STONE MARKET宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

mou jon jon宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

AMERICAN HOLIC宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

サマンサモスモス宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

SAC'S BAR宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

グローブ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

anySiS／Feroux宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

Discoat宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
オフハウス宇都宮戸祭店 上戸祭町452-1

株式会社　コナカ　宇都宮上戸祭店 上戸祭町456-1

Bergamot 上戸祭町3011-40

AOKI宇都宮駒生店 駒生町887-4

しまむら鶴田店 鶴田町722-1

アベイル鶴田店 鶴田町1039

オフハウス宇都宮環状鶴田店 鶴田町1249-1
ドンドンダウンオンウェンズデイ
宇都宮鶴田店 鶴田町1404-15

大きいサイズの店　フォーエル宇都宮店 鶴田町3492-9

ユニクロ宇都宮鶴田店 鶴田町3493-1

サンアイ 西1-3-2

ジーユー宇都宮細谷店 細谷町311

しまむら若草店 若草4-13-26

南　　部
ももちゃんランドセル製作所 今宮2-12-8

店 舗 名 住　所

リサイクルR 問屋町3426-63
株式会社ヤマダデンキ　
テックランド宇都宮テクノ店 ゆいの杜6-1-7

ハードオフ宇都宮駅東店 陽東5-33-1

ケーズデンキ ベルモール宇都宮店 陽東6-5-31

西　　部
コジマ×ビックカメラ　駒生店 駒生町887-4
株式会社ヤマダデンキ　家電住まいる館　
駒生店 駒生町3363-1

ソフトバンク宇都宮鶴田 鶴田1-9-7

アクツデンキ 鶴田町453-16

ハードオフ宇都宮環状鶴田店 鶴田町1249-1

ケーズデンキ　宇都宮鶴田店 鶴田町三ノ沢1153-1

ハードオフ宇都宮西川田店 西川田本町3-1-1

店 舗 名 住　所
ネッツトヨタ栃木株式会社　
宇都宮ゆいの杜店 ゆいの杜8-1-13

有限会社　ホンダランド 陽東5-1-10

栃木トヨペット株式会社 宇都宮平出店 陽東8-1-3

西　　部
ネッツトヨタ栃木株式会社　宇都宮西店 駒生1-24-30

オートバックス宇都宮西店 駒生2-19-5

栃木トヨペット株式会社 宇都宮宝木店 宝木町1-3400-2

タイヤ館　宇都宮西 鶴田町1169-1

栃木トヨタ自動車㈱Ｕ－ＣＡＲつるた店 鶴田町1452-3

栃木トヨタ自動車㈱駒生店 鶴田町2025

サイクルベースあさひ　宇都宮駒生店 鶴田町2048-10

有限会社　西川田自動車 西川田町965
株式会社　ジェームス栃木　
ジェームス細谷店 細谷町702-5

南　　部
サイクルベースあさひ　
宇都宮インターパーク店 インターパーク3-3-5
栃木トヨタ自動車㈱ＵーＣＡＲインター
パーク店 インターパーク4-2-7
栃木トヨペット株式会社 
トヨタau取扱店上横田店 上横田町767-2
栃木トヨペット株式会社 
U－carセンター上横田店 上横田町767-2

イエローハット　宇都宮南店 末広2-6-27
ネッツトヨタ栃木株式会社　
宇都宮台新田店 台新田町126-1

スティンクス 中島町688-2

店 舗 名 住　所

マツモトキヨシ宇都宮江曽島本町店 江曽島本町23-3

さゆり化粧品店 江曽島町1271-46

カワカミ薬品 春日町1-13

サンドラッグ若松原店 北若松原1-14-13

株式会社カワチ薬品 若松原店 北若松原1-17-17

ミキモト化粧品　栞営業所 下栗1-25-1

スズメ薬局 末広町1-2-23

マツモトキヨシ宇都宮雀の宮店 雀の宮1-1-24

株式会社カワチ薬品 針ヶ谷店 針ケ谷町472-7

株式会社カワチ薬品　平松本町店 平松本町807-1

マツモトキヨシ宇都宮平松本町店 平松本町1109-8

ツルハドラッグ宇都宮平松本町店 平松本町1139-1

渡辺キヨ薬局 双葉3-8-4

ドラッグセイムス みどり野店 みどり野町15-6

宇都宮エステwith you 宮の内1-31-1
ホーユーコンフォルト203

西海薬局 宮本町18-10

ドラッグセイムス西川田店 若松原1-11-33

北　　部
アルソア化粧品らぷせ 岩曽町758-9

アルソア化粧品希羅々 岩曽町758-9

ツルハドラッグ宇都宮岩曽店 岩曽町1210

株式会社カワチ薬品　岩曽店 岩曽町1377-39

ディスカウントドラッグコスモス岡本店 下岡本町1987-8

マツモトキヨシ宇都宮岡本店 下岡本町2123-1

株式会社カワチ薬品　岡本店 下岡本町4529-1

ツルハドラッグ宇都宮下田原店 下田原町1691-1

ツルハドラッグ宇都宮白沢店 白沢町児坂上2017-45

ツルハドラッグ宇都宮宝木本町店 宝木本町1480-6

ツルハドラッグ宇都宮徳次郎店 徳次郎町西屋敷237-2

マツモトキヨシミュゼ豊郷台店 豊郷台2-87

株式会社カワチ薬品 上河内店 中里町2697-1

ツルハドラッグ宇都宮野沢店 野沢町53-1

マツモトキヨシ宇都宮御幸ヶ原店 御幸ケ原町50-1
ヨークベニマル内1F

ドラッグセイムス宇都宮御幸ヶ原店 御幸ケ原町144-2

店 舗 名 住　所

オンディーヌ宇都宮店 今宮3-2-7

アベイルインターパークFM店 インターパーク2-1-1

しまむらインターパークFM店 インターパーク2-1-1

洋服の青山　宇都宮インターパーク店 インターパーク3-4-8

シュープラザ宇都宮インターパーク店 インターパーク4-1-2

オフハウス宇都宮インターパーク店 インターパーク4-1-2

axesfemmeインターパーク店 インターパーク4-1-3
インターパークビレッジ

ユニクロインターパークスタジアム店 インターパーク4-2-3

バースディ インターパーク店 インターパーク6-5-4

ハニーズ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

チャウアー アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

ドラッグストアーズ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

one's アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7
衣類のお直しサンリフォーム 
アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

マミーリブレ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

カンガルー堂 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

スーツセレクト アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

コムサイズム アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7
グリーンパークストピック 
アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

ピレーノマキノ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

さが美 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

マリアンヌ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

シューラルー アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

ライトオン アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

PEAK アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

つかはら呉服店 下栗町2938-9

石島洋品店 雀の宮5-1-22

青柳呉服店 雀の宮5-2-52

LADIES FASHION KIKUCHI 台新田1-9-9

しまむら針ヶ谷店 針ケ谷町472-6

朝日屋呉服店 みどり野町18-20

有限会社　角商店 南高砂町3-9

株式会社コナカ　宇都宮雀宮店 宮の内2-806-4

北　　部
しまむら岡本店 下岡本1996-1

有限会社　綜合衣料　カワシマ 下岡本町2108

シュープラザ宇都宮下川俣店 下川俣町206-16

ごうま洋品店 白沢町1902

ジーユー宇都宮御幸ヶ原店 御幸ケ原町62-34

店 舗 名 住　所

ソフトバンク宇都宮西川田 西川田町850-1

南　　部
斉藤　電器 岩曽町1377-173

ハードオフ宇都宮インターパーク店 インターパーク4-1-2

ケーズデンキインターパーク宇都宮 インターパーク5-1-6

睦システム株式会社 インターパーク7-5
株式会社ヤマダデンキ　
テックランド宇都宮南店 江曽島本町22-8

ウイスタ　ふじくらでんき江曽島店 春日町1-9

電ねっとクワジマ 上桑島町1311-9

北　　部
有限会社ハヤシ無線 白沢町580-16

店 舗 名 住　所

サイクルベースあさひ宇都宮東店 平松本町1110-3

松浦輪業 平松本町1221-2

クメカワサイクル 南高砂町3-6
栃木トヨペット株式会社　レクサス宇都宮
南 宮の内1-174-1

オートバックス宇都宮南店 宮の内2-1300

タイヤ館宇都宮南 横田新町1088-3

栃木トヨタ自動車㈱横田店 横田新町3-47

北　　部
栃木トヨタ自動車㈱岩曽店 岩曽町1245-6

栃木トヨペット株式会社 宇都宮岩曽店 岩曽町1355

平野タイヤ販売 上田原町97-2

(有)ホンダ輪業 下岡本町2108-49

栃木トヨペット株式会社 宇都宮岡本店 下岡本町4447-1
ネッツトヨタ栃木株式会社　
宇都宮みゆきが原店 下川俣町206-29

メカショップフジタ 白沢町583

リベルタス 竹林町620-1エステートナ
カハラ102

ネッツトヨタ栃木株式会社　宇都宮競輪場
通り店 竹林町679-1 

有限会社舟越自動車 中岡本町3198-2

有限会社 齋藤自動車工業 東岡本町742

家具・寝具
店 舗 名 住　所

中　　央
大川家具宇都宮店 東簗瀬1-6-1

東　　部
羽屋ふとん店 石井町2821

店 舗 名 住　所

西　　部
（株）生方商店 下荒針町3859-4

ニトリ宇都宮鶴田店 鶴田町1235-1

東京インテリア家具 宇都宮本店 鶴田町1411-1

髙田ふとん店　ふとんのたかだ 中戸祭1-9-17

店 舗 名 住　所

南　　部
株式会社東京インテリア家具
インターパーク店 インターパーク5-1-11

自然と家具とワインを。亀田屋 川田町432

北　　部
ふとんのわくい 中岡本町2686-13

小　売　店

音楽・楽器
店 舗 名 住　所

中　　央
ミュージック　フクダ 池上町3-6

4ROULEUR RECORDS 二荒町5-1カブラギビル2F

店 舗 名 住　所

南　　部
島村楽器宇都宮インターパーク店 インターパーク4-1-3

店 舗 名 住　所

北　　部
(有)小野﨑太鼓店 今里町1615-52



スポーツ・レジャー用品

眼鏡・時計・宝飾

書籍・文具・新聞

菓子・パン

酒類販売

小売店　その他

花き・園芸

ガソリンスタンド カメラ・写真

店 舗 名 住　所

中　　央
ゼビオスポーツエクスプレス　
トナリエ宇都宮店 駅前通り1-4-6

石井スポーツ　ヨドバシ宇都宮店 駅前通り1-4-6トナリエ宇都
宮8階

有限会社　イシザキスポーツ 中央2-1-2

（有）ミツボシ 伝馬町4-4

テニスコレクション・ハウディ 塙田2-5-28

宇治川武道具 南一の沢町2-39

WILD-１宇都宮駅東店 元今泉4-14-8

バドミントンショップNANAHA 元今泉7-1-18

店 舗 名 住　所

中　　央
アイシティトナリエ宇都宮店 駅前通り1ー4ー6

トナリエ宇都宮1F
ブライトリングタケカワ 江野町4-7

エレガンスショップ　トコヨ 江野町5-10

タケカワG-TIME店 江野町5-8

ブリリアントタケカワ 江野町5-8

ウォッチメゾンタケカワ 江野町7-2

株式会社タケカワ 江野町7-3

時計・宝飾　カマシマ 大通り3-1-3

釜島時計店 清住1-10-13

かんてい局　戸祭店 下戸祭2-20-10

店 舗 名 住　所

中　　央
株式会社 亀田書店 池上町2-1

上野文具株式会社 池上町5-2

ブックオフ宇都宮今泉店 今泉町2998-1

落合書店　トナリエ店 駅前通り1-4-6
トナリエ宇都宮店５Ｆ

有限会社スズキ事務機 北一の沢町24-53

有限会社カドヤ文具店 西1-4-1

TSUTAYA作新学院前店 西一の沢町2-1

有限会社　ロクブンブックステーション 花園町3-3

TSUTAYA宇都宮東簗瀬店 東簗瀬1-41-3

店 舗 名 住　所

中　　央
有限会社 岡埜 池上町4-3

フレッシュベーカリー　ニコル 泉が丘1-17-18

バームハウスJURIN宇都宮店 泉町6-22トレーラーハウス

御菓子司　こん平 大曽4-8-12

ル・メルシー（ホテル東日本宇都宮内） 上大曽町492-1
下野菓子処うさぎや　
パセオグランマルシェ店 川向町1-23

御菓子司桝金パセオ店 川向町1-23駅ビルパセオ1F

Sweets Shop Clione　パセオ店 川向町1-23宇都宮駅ビルPASEO
2階とちぎグランマルシェ内

チーズガーデンとちぎグランマルシェ店 川向町1-23宇都宮パセオと
ちぎグランマルシェ内

日光ぷりん亭　JR宇都宮駅店 川向町1-23パセオ２F　
とちぎグランマルシェ

日光カステラ本舗　
JR宇都宮 パセオとちぎグランマルシェ店

川向町1-23JR宇都宮駅ビルパセ
オ2F とちぎグランマルシェ内

いちごの里　JR宇都宮駅店 川向町1-23JR宇都宮駅ビルパセ
オ2F とちぎグランマルシェ内

乙女屋　泉が丘店 越戸町1-1-4

久遠チョコレート宇都宮店 桜2-6-1

ぱんや桜房 新町2-6-11

すずらん本舗 本店 和菓子処 住吉町15-17

ラ・メゾン・デュ・マサコ 大寛1-1-8

一粒庵いしい 中央2-8-10

存じやす丸〆商店 中央5-3-5

下野菓子処うさぎや 伝馬町4-5

御菓子司 桝金 戸祭元町店 戸祭元町1-1
サニーハイツ戸祭1F

Panetteria Vivo 戸祭元町12-7

石窯パン工房 Pan de park 中今泉3-8-1

春木屋本店 馬場通り2-3-10

店 舗 名 住　所

中　　央
目加田酒店 一番町2-3

館河屋酒店 今泉4-14-6

中川酒店 上大曽町331-1

酒のやまや　戸祭元町店 下戸祭2-1-15

吉川酒店 西1-4-6

栃木マイクロブルワリ― 東塙田1-5-12

小池酒店 星が丘2-8-13

伊勢元酒店 峰3-31-32

嶋田屋酒店 宮みらい1-1
utsunomiyaterrace 2F

店 舗 名 住　所

中　　央
サニーマート宇都宮店 池上町2-7

ザ・グランドスパ南大門 今泉3-2-18

みやげん 川向町1-23宇都宮駅ビル
パセオグランマルシェ2F

来らっせパセオ店 川向町1-23宇都宮駅ビル
パセオグランマルシェ2F

handmade craft nino&fata 北一の沢町24-53

ミキモトコスメティクスひかり営業所 桜4-13-1

有限会社白木屋本店 伝馬町1-4

株式会社　ヤチネン 戸祭2-10-33

手づくりショップはまや 錦2-3-3

チケット大黒屋 宇都宮大通り店 馬場通り2-3-1Mビル1F

来らっせお土産コーナー 馬場通り2-3-12
MEGAドンキホーテ地下1階

はんこ鏡池堂 馬場通り2-3-14

宇都宮焙煎コーヒー 東塙田1-13-2

石の蔵 東塙田2-8-8

アットイーズ宇都宮店 東簗瀬1-6-1

猫雑貨専門店猫の手さき 日の出2-8-11

村山カバン店 二荒町1-15

アルミックわん 二荒町5-1

ソフトプラザ遊基フェスタ店 曲師町2-18
オリオン通りフェスタ2F

世界のお茶の専門店　Y‘ｓtea 曲師町5-3タキヤビル2階

ギャラリーオリオン 曲師町5-3

ギャラリーハンナ 松が峰2-7-17

サラダ館宇都宮御幸店 御幸町104-2

エネスタ宇都宮 元今泉3-10-1

店 舗 名 住　所

中　　央
にこぐさ 小幡2-6-16

岡田園芸 滝谷町18-9

フラワーショップネモト本店 南大通り2-6-7

アンサナフルールスガヤ 元今泉3-4-13第２元今泉ハ
イタウン１階

店 舗 名 住　所

中　　央
アーネストコスモSS 越戸町16-1

南　　部
COSMOFAUST宇都宮川田SS 川田町648-6

(有)　田中油店 下栗町707-8

有限会社　青柳油店 雀の宮5-3-31

北　　部
(株）斎藤商事 下田原町1022

店 舗 名 住　所

中　　央
阿部カメラ店 小幡2-6-14

サトーカメラ簗瀬店 東簗瀬1-34-3

東　　部
サトーカメラ宇都宮本店 陽東3-27-15

西　　部
サトーカメラ細谷店 細谷1-6-25

店 舗 名 住　所

東　　部
加藤釣具店 石井町2401-1

ラケットショップイースト 陽東5-2-12

ゴルフ５宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

スポーツデポ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

スーパースポーツゼビオ宇都宮石井店 陽東8-22-1

西　　部
二木ゴルフ宇都宮北店 上戸祭町455-6

ゴルフ5宇都宮駒生店 駒生2-22-30

店 舗 名 住　所

かんてい局　宇都宮店 中今泉2-11-18

今泉貴金属 仲町1ー13

アイメガネ宇都宮錦店 錦3-9-11アルテージ錦１F
オグラ眼鏡店　
うつのみや表参道スクエア店

馬場通り4-1-1
うつのみや表参道スクエア1F

時計・宝石　つるの 曲師町2-1

(有)長谷川時計店 曲師町4-3

にいくに時計店 峰1-15-8

ワク井時計宝飾 峰2-3-6

東　　部
和光メガネプレミアム館 陽東3-18-1

Zoff宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

店 舗 名 住　所

TSUTAYA宇都宮駅東口店 元今泉4-19-6

TSUTAYA宇都宮テクノ店 ゆいの杜4-1-39

落合書店　イトーヨーカドー店 陽東6-2-1
イトーヨーカ堂宇都宮店１Ｆ

西　　部
TSUTAYA宇都宮戸祭店 上戸祭町365-1

落合書店　宝木店 宝木町1-3-135

ブックオフ宇都宮環状鶴田店 鶴田町1249-1

ブックオフ宇都宮西川田店 西川田本町3-1-1

店 舗 名 住　所

高林堂　本店 馬場通り3-4-7宇都宮ピーク
ス１Ｆ

萬年堂 東塙田2-3-2

トースト＆カフェ Pan de cafe 東簗瀬1-29-1

乙女屋　東簗瀬店 東簗瀬1-39-6

hiyori bakery 南一の沢町2-38

たまき 南大通り4-7-20

とちおとめ×芭莉式 宮みらい1-1ウツノミヤテラ
ス２Ｆ

PATISSERIE  chihiro 吉野1-7-10

東　　部
(有)ニュー虎屋 清原台4-21-19

パン＆菓子工房　くれよん 氷室町1644-17

シャトレーゼ宇都宮ゆいの杜店 ゆいの杜6-1-15

高林堂　陽東店 陽東2-4-11

ベルさくらの湯 陽東6-5-31

西　　部
日光ぷりん亭　大谷店 大谷町1263-2ベルテラシェ

大谷
御菓子司桝金上戸祭店 上戸祭1-1-7

有限会社クイーン洋菓子店 鶴田2-22-18

シャトレーゼ宇都宮鶴田店 鶴田町831-9

京都　古都果　宇都宮鶴田店 鶴田町1404-15

乙女屋　鶴田店 鶴田町1744-28

パティスリーシエクル 東宝木町9-20レジデンス東
宝木101

下野乃国米菓處木村　若草店 若草1-9-8

南　　部
パティスリー　タン.プル.タン. 江曽島3-2584-27

店 舗 名 住　所

かしわじ酒店 御幸本町4558-12

淀川酒店 睦町6-7

やまや 今泉店 元今泉3-4-13

東　　部
株式会社横倉本店 問屋町3172-6

株式会社 人見酒店 陽東 5-13-22

西　　部
菊地酒店 大谷町1085-5

やまや 鶴田店 鶴田町228-1

一里屋西川田店 西川田3-8-10

店 舗 名 住　所

有限会社　東商（個人のみ対象） 簗瀬町1493

ドン・キホーテ宇都宮簗瀬店 簗瀬町1590-6

Plaisir 簗瀬町1785-18

K-GRANDIS＆ティールーム パ・ド・ドゥ 吉野2-3-15

東　　部
焼き芋処　いもはぜ 氷室町1771

氷室グリーンガーデン
ギャラリーメモリア宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

手芸センタードリーム宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ザ・ダイソー宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

アイシティ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

Dear Patty's宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

サンリオギフトゲート宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ワンラブ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

ニトリデコホーム宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

さくら平安堂宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

パーツクラブ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

3COINS宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1
ヴィレッジヴァンガードSS
宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
ROCKSIDE　MARKET 大谷町909

大谷石ふかし焼本舗 大谷町1158

ベルテラシェ物産館/体験館 大谷町1263-2
ベルテラシェ大谷

日光ゆば製造　直売店 下荒針町3485

トイザらス・ベビーザらス宇都宮店 鶴田町208-1

ガレージオフ宇都宮西川田店 西川田本町3-1-1

店 舗 名 住　所

西　　部
とちぎ園芸 鶴田町3087

南　　部
みのり花木センター　インターパーク

（旧うつのみや緑花木センター） 平塚町307-1

店 舗 名 住　所

ゴルフ工房ベストチューニング 駒生町1249-9

(有)スポーツショップ福田 鶴田町263-3

有限会社　宇都宮スポーツ 中戸祭町833-21

スーパースポーツゼビオ宇都宮細谷店 細谷町694-1

ヴィクトリア ゴルフ宇都宮細谷店 細谷町694-2

南　　部
(株)二木ゴルフ　宇都宮インターパーク店 インターパーク4-8-7

北　　部
オーハシスポーツ 竹林町895沼子ビル

ゴルフ・ドゥ富士見台ゴルフクラブ店 長岡町797

店 舗 名 住　所

オンデーズ宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

アイクロック宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
和光メガネ宇都宮戸祭店 上戸祭2-3-9雀屋1F

株式会社和光　seewell宇都宮鶴田店 鶴田町2050-1

南　　部
さばえめがね館宇都宮インターパーク店 インターパーク4-1-2

カトレアガーデン内
ミルフローラ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

キラット アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

北　　部
和光メガネ宇都宮竹林店 竹林町422-5

店 舗 名 住　所

南　　部
TSUTAYA宇都宮インターパーク店 インターパーク1-3-3

ブックオフ宇都宮インターパーク店 インターパーク4-1-2

くまざわ書店 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

TSUTAYA宇都宮南店 針ケ谷町472-7

北　　部
ブックオフ宇都宮竹林店 竹林町506-2

TSUTAYA宇都宮竹林店 竹林町549-1

ＧＥＯ（ゲオ）・サンライズ御幸ヶ原店 御幸ヶ原59-11

店 舗 名 住　所

鯛ピー アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

ビアードパパ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

口福堂 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

シャトレーゼ宇都宮平成通り店 下栗町2916-1

パティスリーフラッグス 下栗町2931-4

BAKERYMORGAN 西刑部町2577-2

下野乃国米菓處木村　江曽島店 東原町8-4

高級食パン専門店　相合傘とイチゴちゃん 東横田町64-2

すずらん本舗 双葉店 和菓子処 双葉1-13-28

下野乃国米菓處木村　雀の宮本店 南高砂町11-37

乙女屋　雀宮店 宮の内4-188-1

宇都宮パン茂原工房 茂原3-1000-1中川テナント
1F

Sweets Shop Clione　本店 茂原3-1012-4

北　　部
グリンデルベルグ　済生会北店 岩曽町743-1

高林堂　海道店 海道町169-7

ブーランジュリ ア・ランシェンヌ 海道町515-1

菓子工房 吉野 上田原町343-1

和菓子の藤屋 下岡本町2110-72

小林菓子舗 下岡本町4031

Nello ベルギーチョコレート専門店 下岡本町4226-2

ロンシャン洋菓子店 下岡本町4547-20

smile bagel 中岡本町2663-162

春木屋工房（株） 御幸ケ原町17-13

あお麦 御幸ケ原町199-12

店 舗 名 住　所

有限会社　マルフジ酒店 細谷1-2-1 

南　　部
吉兵衛 江曽島町1031-21

株式会社 山仁 川田町888-1

やまや 雀宮店 雀の宮4-3-13

有限会社　金子酒店 兵庫塚3-43-10

北　　部
株式会社　宇都宮中山酒店

（個人のみ対象） 海道町176-1

おちあい酒店 中岡本町538-1

うるしや酒店 中里町217-5

店 舗 名 住　所

株式会社ヤマガス 西川田町269

お仏壇の専門店　しんえい堂 西川田町964-1

アパレルソーイングミシン 若草5-13-9コーポ川田１階

南　　部
ソフトバンクインターパーク宇都宮 インターパーク2-14-10

ベビーザらス宇都宮店 インターパーク4-1
カトレアガーデン内

和光聴こえのサロン
宇都宮インターパーク店

インターパーク4-1-2
カトレアガーデン内

ホビーオフ宇都宮インターパーク店 インターパーク4-1-2

ヴォーナ・ヴィータ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

イルーシー３００ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

無印良品 アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

石のやたべ　本店 東原町8-25

北　　部
有限会社ヤングパワー 石那田町487-5

フォレミア102
上河内サービスエリア　上り線　売店 今里町1145
フタバ食品（株）
上河内サービスエリア（下り線） 今里町1149

有限会社　柳沼商店 岩曽町1377-50

石のやたべ　北山店 岩本町348

大豆乃館 下岡本町4228柿沼ビル1階

ニューセントラルゴルフ倶楽部 下田原町1525

西部燃料ガス株式会社 新里町丁604ー102

タイヤ館　宇都宮北 山本1-43-1
明治丸共牛乳グリ－ンタウン
(個人のみ対象） 立伏町948-197

店 舗 名 住　所

北　　部
フラワーショップネモト岩曽店 岩曽町1355-12

アオキ園芸 瓦谷町248

フラワーショップ花いちもんめ 長岡町48-1

店 舗 名 住　所

南　　部
細谷写真館 今宮3-2-7

サトーカメラ雀宮店 みどり野町8-10

北　　部
写真オクヤマ 下岡本町4262

理容・美容 ホテル・観光業

スポーツクラブ・フィットネス

クリーニング

整体・鍼灸・マッサージ

生活関連サービス業　その他

タクシー・代行 温浴施設・銭湯

建築・リフォーム

店 舗 名 住　所

中　　央
エーハイフン 泉が丘2-6-10

コワフュール・ド・ニシムラ 一の沢2-1-34
美容室マザーグース
福田屋ショッピングプラザ店 今泉町237

バズヘアー 今泉町338-1

Hipp's  HAIR WORKS 今泉町2539-19

Atlas Hair Design 今泉町2995-1

ヘアーサロンカワワ 駅前通り3-1-11

岡田理容所 小幡2-6-15

美肌脱毛つるん 上大曽町428-5マナティラ
ムB1

ミキモト化粧品祥営業所 上大曽町428-5

スキンケアハウス　ニコナチュール 上大曽町428-5

ヘアーブティックフサ 桜3-3-19

Chillin美容室 桜4-13-1

ヘアーサロン　フナミ 桜4-6-9

アトリエメンズサロンジーベックビス 宿郷2-10-21

HairSalon SATOSHI 昭和2-2-14

Salon de Muuu 中央5-16-13-303

マリーグレイ美容室 中央本町1-20

リフレ21 伝馬町4-4
有限会社ケーズカンパニー
ヘアーサロンカガワ 伝馬町4-21

美容室マザーグース本店 伝馬町4-29

アビィロード 戸祭1-12-20

ネイルサロンメィプル 戸祭町2743

アトリエメンズサロンジーベックブリス 錦2-3-1

アトリエカロン 錦2-3-1

スリーク 塙田3-5-22

(有)カットイン・ライオンズ 塙田4-2-25

LAND hair 東宿郷1-9-9

店 舗 名 住　所

中　　央
ホテルニューイタヤ 大通り2-4-6

ホテルニューイタヤ宴会場兼バンケット 大通り2-4-6

ホテル東日本宇都宮 上大曽町492-1

店 舗 名 住　所

ホテル・ザ・セントレ 本町4-11
カフェレストラン オアシス

（宇都宮東武ホテルグランデ内）
本町5-12宇都宮東武ホテル
グランデ　1F

東　　部
うつのみや観光 東峰町3023-20

店 舗 名 住　所

南　　部
㈱大心堂（はやぶさ） 江曽島町1181-3

北　　部
佳の香トラベル

（香耀インターナショナル株式会社） 岩曽町884

道の駅うつのみや　ろまんちっく村 新里町丙254

店 舗 名 住　所

中　　央
ビッグツリースポーツクラブ 桜5-2-5

加圧トレーニングスタジオ　0-DFKT 中央1-5-11
セントラルビル　２F

クライミングジムFLASH 錦3-5-6

ビッグツリーテニススクールメジャーコート 簗瀬町1444-1

店 舗 名 住　所

中　　央
サンドライ　一条店 一条1-3-32

サンドライ　越戸通り店 今泉町2537-48

フジドライ　たいらや今泉新町店 今泉町2998-1

サンドライ　大曽店 大曽3-4-5かましん 
カルナ大曽店

フジドライ　パセオ店 川向町1-23

フジドライ　コープ越戸店 越戸3-12-9

(有)大竹クリーニング店 三番町1-7

サンドライ　駅東店 宿郷3-16-3かましん　
カルナ駅東店

クリーニングトミー　滝谷店 滝谷町1-9

小花クリーニング 東宿郷6-8-21

サンドライ　競輪場店 東戸祭1-2-38

サンドライ　東簗瀬店 東簗瀬1-38-1

ホワイト急便平出工場前店 平出工業団地43

フジドライ　本社 平出工業団地43

フジドライ　桜通松原店 松原2-2-1

モードアップクリーン コバヤシ 松原本店 松原3-5-15

フジドライ　東武宇都宮店 宮園町5-4

ホワイト急便元今泉店 元今泉4-13-23

店 舗 名 住　所

中　　央
からだ本舗 明保野町5-1

ふらっとKenyu 泉町6-25

natural green planet 桜2

えん鍼灸院 桜5-7-10中村ビル1F-A

整体院楽座-RAKUZA- 下戸祭2-20-30

新リンパサロン宇都宮 宿郷3-20-8

hawaiian lomilomisalon malie 中今泉4-30-27プリマカス
ターニャ弐番館105

隆元堂鍼灸院 仲町3-16
チサンマンション110号

4LO Lab 二番町1-10
アドワイズビル　１F

きむら鍼灸 花園町14-4

宇都宮長生館　塙田店 塙田3-1-24鈴木ビル1階
リラクゼーションサロン　
Bailey`s（ベイリーズ）

馬場通り4-1-1うつのみや表
参道スクエア　２F

健康房　オスモム 東宿郷3-9-23

マッサージはりきゅう宇都宮桜通り整骨院 松原2-2-43

鍼灸サロン　TREE 南大通り2-6-5
メゾンドユニヴェール101

店 舗 名 住　所

中　　央
スタジオカワシマ 泉が丘3-10-5

リンパケアサロンmanon 今泉新町185

有限会社 セルフ 今泉町449-1

日本供養センター　くようびと 今泉町2996-5-1F

TSUDOI 江野町6-4いさみビル 3階

キュリオステーション宇都宮店 大通り3-1-17
大津屋ビル本館１Ｆ

ASIANGRACE Bell Epoc
宇都宮PASEO店 川向町1-23PASEO2F

行政書士ONE法務事務所 桜3-2-7

ミキモトコスメティクスひかり営業所 桜4-13-1

コミュニティスペース　エンドア 宿郷5-9-3

株式会社　オヤマ 城東1-11-45

フォトスタジオ　リバーシ 滝谷町6-7

すずき写真館 中央本町1-14

フィックスマート宇都宮店 伝馬町1-6
CENTER PLACE伝馬町　5F

(有)監物商店 中今泉3-31-3

エルライズ株式会社 八幡台18-5

エステティックサロン　アンジェリーク 二荒町5-4
アルフォンスビル5階

株式会社伊藤印材店 星が丘2-6-10

店 舗 名 住　所

中　　央
泉タクシー株式会社 泉が丘3-17-11

SATタクシー株式会社 下戸祭1-2-2

アサヒタクシー株式会社 二番町2-7

浜田交通株式会社 東町38-2

運転代行　CNT 松原3-9-13

東　　部
陽東タクシー株式会社 石井町2723-2

店 舗 名 住　所

中　　央
ザ・グランドスパ南大門 今泉3-2-18

東　　部
ベルさくらの湯 陽東6-5-31

西　　部
宇都宮天然温泉ゆらら 鶴田町1457-2

北　　部
梵天の湯 今里町18-4

店 舗 名 住　所

東　　部
加藤畳店 平出町3651-3

店 舗 名 住　所

西　　部
Bergamot 上戸祭町3011-40

株式会社宇都宮ロック 宝木町1-14-7
たたみの酒井　
STKコーポレーション株式会社 鶴田町1457-9

店 舗 名 住　所

Beauty　Studio　佑姿（ゆず） 東宿郷4-1-5
メゾン・ド・リシュ　８０３

アイラッシュサロン　Angelle 東宿郷6-7-15-2F

美容室アンカー 東町20コーポ鷹1F

ココロ　クレド 二荒町2-6

シークパナッシュ中央店 松が峰2-9-2

HAYAMITOENA 峰1-14-11

ひろゆき美容室 御幸町295

ヘアーサロンしのざき 元今泉1-2-14

美容室ロノアンジュ 元今泉3-2-6

LUCOL. 元今泉3-20-32-1号

NAGON STYLE 簗瀬町1935-2

東　　部
Ba/By 石井町2623-1

Riddle-HAIR　石井町店 石井町2800-155

アトリエジョジョ 宿郷5-9-3

モルティー宇都宮東店 平出町3737-3THE PARK-A

GARDEN宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
TOMURO HAIR 大谷町374-2

快眠ドライヘッドスパ専門店レーヴ 上戸祭2-2-7

ロンドンラッシュ宇都宮店 上戸祭2-2-7

Riddle-HAIR 駒生店 駒生1-10-2

アトリエメンズサロンジーベック 駒生町3364-10

fromCOCOLO 駒生町3368-1

ヘアーサロンソウトメ 田下町865-4

アトリエアプライ 鶴田2-5-24
クレインズ21　1階

アトリエデココ 鶴田2-39-47

ラ・クォーレ鶴田店 鶴田町513-4
スーパーオータニ2階

総合美容室ナイスビューティクラブ 中戸祭1-8-10

店 舗 名 住　所

東　　部
クライミングジムゼロ宇都宮店 平出町3726-1

西　　部
西の森ゴルフパーク 駒生町1780-1

ビッグツリーフォレスト 西川田町287-1

ラグザ+24 西川田町287-1

店 舗 名 住　所

南　　部
クライミングジムゼロ下栗店 下栗町753-1

ビッグツリー+24　平松本町 平松本町751-25

北　　部
ビックツリー+24　御幸ヶ原 御幸ケ原町50-1

ヨークベニマル御幸ヶ原店内

店 舗 名 住　所

ホワイト急便簗瀬店 簗瀬4-17-3

東　　部
クリーニングショップのざわ 石井町2551-5

サンドライ　ゆいの杜店 ゆいの杜1-2-21
かましん　ゆいの杜店

ラヴァーレテクノ清原店 ゆいの杜4-1-49

橋本クリーニング 陽東1-11-19

サンドライ　陽東店 陽東2-7-1

ヨシダドライ　本店 陽東5-15-11

西　　部
クリーニングのモン太 上戸祭町448-28

サンドライ　駒生店 駒生町1288-1かましん　
駒生店

フジドライ　たいらや宝木店 宝木町1-25-1

フジドライ　コープ鶴田店 鶴田町861

モードアップクリーン コバヤシ 滝谷店 鶴田町3210-7

サンドライ　戸祭店 中戸祭1-1かましん　戸祭店

フジドライ　たいらや若草店 若草4-21-3

南　　部
クリーニングトミー　今宮店 今宮1-16-10

ホワイト急便インターパーク店 インターパーク2-15-1

店 舗 名 住　所

マッサージはりきゅう宇都宮みゆき接骨院 御幸町255-1

コリとるCARE+ 御幸店 御幸本町4881-26

伏見鍼灸整体治療院 元今泉4-4-8

コリとる298 駅東本店 元今泉4-18-19
ワタナベハイツ

コリとる298 簗瀬店 簗瀬町1865-1
カルマーレ1F

リラクゼーションＲ 簗瀬町2501-1
NARABU５番館１Ｆ　

東　　部
宇都宮平成通り整骨院 石井町3372-16

あべ整骨院 下平出町301-9

癒し もみらく 陽東5-32-1
ホテルデルソル1F

カンタブリア宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
カイロプラクティックタイム 駒生町1141-8

深部ほぐしのほぐしドクター 鶴田町1457-6VERUS2F

はり灸指圧センターし・の・は・ら 砥上町338-31

コリとる298 西川田店 西川田町1025-3

店 舗 名 住　所

自遊空間NEXT宇都宮オリオン通り店 曲師町5-10

ダスキンやなぜ支店 簗瀬3-26-19

東　　部
栃の葉清原台イベントホール 清原台1-13-1

有限会社増井養魚場 桑島町448

栃の葉東峰ホール 東峰町3080-1

タロット占い・ハッピーベル宇都宮サロン 陽東5-6-7
メゾンユートピア2・203号

おそうじ本舗　宇都宮陽東店 陽東5-7-40

ダイワンテレコム　宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1
風のスタジオ・和の美おぐら
宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

マジックミシン宇都宮ベルモール店 陽東6-2-1

西　　部
葬祭会館 駒生市民ホール 駒生町1417-17

宇都宮第二トーヨーボウル 滝の原2-4-40

エンドー写真スタジオ 鶴田3-2-7

個徹ゼミナール　鶴田教室 鶴田町3060-7宮本ビル1F

栃の葉西川田ホール 西川田本町1-4-29

個徹ゼミナール　西川田教室 西川田本町3-5-8

トキワ自動車工業有限会社 西川田町1010-8

店 舗 名 住　所

西　　部
東武代行 鶴田町3052

矢野自動車（株） 西川田町1004-13

株式会社ドンキー運転代行 幕田町330-1

北　　部
有限会社ふるさと 中岡本町3247-33

株式会社ふるさと交通 中岡本町3247-33

店 舗 名 住　所

美容室NEWWALK 西川田5-20-3

美容室 K 細谷町430-91

e'sora 細谷町462-10

プロヴァンス 若草4-4-1サトビル２F

南　　部
メナードフェイシャルサロン　ナナフォロム 今宮1-11-27

メゾンドフォロム202
アトリエココアネ インターパーク4-1-2

アトリエマニパリ 江曽島本町12-6

トータルボディーケアサロンgreen 江曽島本町15-1

BAマリモ 江曽島本町22-7
アピタ宇都宮

hygge Hairdesign 江曽島町1412-5
ユナイテッドガーデン

nailsalonapare 江曽島町1412-10 
集いビル3F

ラ・クォーレ雀宮店 さつき2-5-3

APOLLO HAIR SALON 下栗1-25-1ニューマリッチ
平野１０２号室

アンドネイルアンドビューティー 下栗町831

CUT CLUB BARBAS 平松本町326-11

アトリエヒュース 平松本町1218-7

美容室ムーンラビット 富士見町1-19

La Ruelle江曽島店 大和2-1-17

アトリエカラーブーケ 陽南3-12-30 2階

アトリエメンズサロンジーベックリム 陽南3-12-30 1階

モルティー宇都宮本店 陽南4-4-20

北　　部
KEIJI CLASS 岩曽町848-2

Hair salon 訪問美容室 Cocoa 岩曽町975

カットサロン　オザワ 上田原町146-2

美容室ブリリアント 下岡本町1999-5
たいらや店内

nest Hair&Make 関堀町58-1

Nombre 中岡本町3718-8

ヘアーサロン　カサハラ 新里町丁279-4

店 舗 名 住　所

サンドライ　江曽島店 江曽島3-820-1
デマンドハイツ101

クリーニングミツボシ アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

クリーニングみゆき 五代2-29-12

サンドライ　雀宮店 雀の宮6-4-5かましん雀宮店

フジドライ　ヨークベニマル針ヶ谷店 針ヶ谷町472-6

フジドライ　オータニ平松店 平松本町109-1

サンドライ　平松本町店 平松本町767-2
かましん　平松本町店

ラヴァーレみどり野店 みどり野町2-5

サンドライ　本店 みどり野町38-13

北　　部
フジドライ　サンユー岩曽店 岩曽町1363-4

ラヴァーレオータニ岡本店 下岡本4278

サンドライ　岡本店 下岡本町2417-1

洗衣工房いのせ 下岡本町4260

モードアップクリーン コバヤシ 宝木店 宝木本町1141-32

フジドライ　サンユー奈坪店 中岡本町2919-40

フジドライ　サンユー上河内店 中里町221-1

ラヴァーレ御幸が原店 御幸が原町118

店 舗 名 住　所

りふれ鍼灸サロン 西川田町1090-7

ほぐしの和尚塚 細谷町746-1

アロマティックリラクゼーションそらりす 若草3-1-10リステル西村
2-102

南　　部
aromaroom柚 インターパーク3-9-3
整体&エステサロン　ideal

（女性専用、男性紹介のみ可） 江曽島町1056-14

aromaroom樅 川田町795-3Base101

誠はりきゅう院 さつき1-7-15

KENYU平松店 下栗町2917-16

鍼・灸・あん摩マッサージ指圧藤田治療院 新富町３－５
女性の為のプライベート整体サロン　
hands of secret 平松本町1109-12

楽家平松本町店 平松本町1217-1

宇都宮エステwith you 宮の内1-31-1
ホーユーコンフォルト203

北　　部
にいやま整体院 岩曽町913-1

はなのわ鍼灸院 中里町3004-3

ドライヘッドスパ Studio MOPIRIKA 野沢町419-5

店 舗 名 住　所

有限会社ケーズコーポレーション 幕田町330-1

アパレルソーイングミシン 若草5-13-9コーポ川田１階

南　　部
オンディーヌ宇都宮店 今宮3-2-7

株式会社キタムラ インターパーク6-1-1FKDイ
ンターパーク1階Csmart内

占いアストローザー アピタ宇都宮店 江曽島本町22-7

日本仲人協会宇都宮中央支部 江曽島町1056-14

REVOLT宇都宮 江曽島町1428-1

熱消毒乾燥とおそうじの秋桜 上横田町829-1

葬祭会館 川田市民ホール 川田町1077-4

株式会社新和 下栗町2321ー21

北　　部
タスカル 下岡本町2184-1

阿久津畳工業 下岡本町4393

ニューセントラルゴルフ倶楽部 下田原町1525

フォトジェニック 豊郷台2-1-6

有限会社富士見台ゴルフクラブ 長岡町横堀797

有限会社舟越自動車 中岡本町3198-2

便利屋ライフサービス 野沢町394-22

※令和４年８月26日時点の取扱店状況です。最新情報は専用ホームページにてご確認ください。

生活関 連サービス業

店 舗 名 住　所

南　　部
自然と家具とワインを。亀田屋 川田町432

野澤畳店 宮本町6-14


