
▼さくら市 ▼下都賀郡壬生町 ▼下都賀郡野木町

▼下野市 ▼佐野市 ▼塩谷郡塩谷町

▼塩谷郡高根沢町 ▼大田原市 ▼宇都宮市

▼小山市 ▼日光市 ▼栃木市

▼河内郡上三川町 ▼真岡市 ▼矢板市

▼芳賀郡益子町 ▼芳賀郡芳賀町 ▼足利市

▼那須塩原市 ▼那須烏山市 ▼那須郡那珂川町

▼那須郡那須町 ▼鹿沼市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

すぎのや本陣氏家店 さくら市 卯の里２－２７－５ 飲食店

とりせん 氏家店 さくら市 櫻野１１６０ ショッピング

ビックミート山久さくら店 さくら市 櫻野１２６８－２ ショッピング

焼肉熟成カルビむらかみ さくら市 櫻野４１９－１ 飲食店

BOOKOFFさくら店 さくら市 櫻野５０５ ショッピング

イヴォワール洋菓子店 さくら市 櫻野五斗蒔４９１ 飲食店

登竜 本店 さくら市 氏家１８９０－２ 飲食店

トイセルタウン おもちゃのまち本店 下都賀郡壬生町 おもちゃのまち１－２－２０ ショッピング

肉のふきあげ雅 下都賀郡壬生町 北小林１０７５－１４ 飲食店

獨協メディカルサービス正面口売店 下都賀郡壬生町 北小林８８０　獨協医科大学病院 ショッピング

獨協メディカルサービス医療材料店 下都賀郡壬生町 北小林８８０　獨協医科大学病院 ショッピング

ましだや 下都賀郡壬生町 壬生乙２４７２－８ ショッピング

ヤオハンおもちゃのまち店 下都賀郡壬生町 幸町３－５－１１ ショッピング

晴れ時々パン おもちゃのまち店 下都賀郡壬生町 幸町４－３－３ ショッピング

はっぴ商店おもちゃのまち店 下都賀郡壬生町 幸町４－３－３ ショッピング

ヤオハンスーパー壬生店 下都賀郡壬生町 本丸２－１１－７ ショッピング

焼肉志磨屋 下都賀郡壬生町 緑町２－３－２ 飲食店

コープおもちゃのまち店 下都賀郡壬生町 至宝３ー１２ー３１ ショッピング

蕎麦切りわたなべ 下都賀郡野木町 友沼４７９４－１１ 飲食店

焼肉百萬石橋店 下野市 下古山２９５８－３８ 飲食店

クラフトハートトーカイ 石橋店 下野市 下古山３３６２－１　ヨークタウン石橋店内 ショッピング

とんかつ合掌 下野市 下石橋１３４－１ 飲食店

JAおやま 国分寺直売所 下野市 小金井５－２２－２ ショッピング

ルアーナ 下野市 祇園１－１６－２　２Ｆ サービス

すし華亭自治医大店 下野市 祇園２－３－１ 飲食店

グリンデルベルグ自治医大店 下野市 緑３－１３－１２ 飲食店

大学書房 自治医大店 下野市 薬師寺３３１１－１　自治医大内 ショッピング

道の駅しもつけ〔直売・物産〕 下野市 薬師寺３７２０－１ ショッピング

みのり 石橋店 下野市 薬師寺祇園原３３７９－３ ショッピング

日興佐野店 佐野市 伊勢山町１８５３ ショッピング

ばんどう太郎佐野店 佐野市 吉水町３５６－１ 飲食店

とりせん 佐野西店 佐野市 堀米町２５６０ ショッピング

PuraVida 佐野市 堀米町７０８－１ サービス

株式会社井澤電器設備 佐野市 富岡町１４１８　 ショッピング
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LIPS 佐野市 富岡町１４１８　キーステーションビル２階４ 飲食店

うおさだ 佐野市 栃本町２４７５－４　 飲食店

うおさだ 佐野市 栃本町２４７５－４　 飲食店

ファーマーズマーケット 菜果な花 佐野市 植下町８０２－４ ショッピング

かつや佐野店 佐野市 浅沼町１１５－１ 飲食店

焼肉きんぐ佐野店 佐野市 浅沼町７５８ 飲食店

がってん寿司佐野店 佐野市 浅沼町８１０ 飲食店

第一酒造 佐野市 田島町４８８ ショッピング

とりせん 田沼店 佐野市 田沼町１３３６ ショッピング

上岡酒店 佐野市 相生町２１ ショッピング

手打そば かみやま 佐野市 秋山町３０５ 飲食店

豚どんちゃん 佐野市 若松町１４　 飲食店

フレッセイ 佐野店 佐野市 赤坂町９５６－１９ ショッピング

佐野 丸福 佐野市 赤見町３１２３－２ ショッピング

かつはな亭佐野店 佐野市 高萩町１２００－９ 飲食店

乙女屋 佐野店 佐野市 高萩町１２０３－１ 飲食店

トラットリア スカッコマット 佐野市 高萩町１２０７－１　サンクレスト高萩　１０
２ 飲食店

アトリエ フェリュート 佐野市 高萩町１２０７－２ サービス

炭火焼肉ふじ田 佐野店 佐野市 高萩町１２１６－２ 飲食店

AXCELE’LEVER 佐野店 佐野市 高萩町１２１６－４ サービス

佐野ラ－メン神楽 佐野市 高萩町１２３０－１１　 飲食店

旬菜中華　玉家 佐野市 高萩町１３１３－１３　 飲食店

アトリエYOO－HOO 佐野市 高萩町１３３２－１ サービス

トンプキンス佐野 佐野市 高萩町４２－１ ショッピング

allure salto 2 佐野市 高萩町５０９－３　サンテラス佐野 サービス

しゃぶしゃぶ　どん亭　佐野店 佐野市 高萩町９７２－１ 飲食店

ダイユー 塩谷店 塩谷郡塩谷町 大字玉生２７番地１ ショッピング

元気あっぷむらここにしかないいちば 塩谷郡高根沢町 上柏崎５８８－１ ショッピング

とりせん 高根沢店 塩谷郡高根沢町 光陽台１ー１２ー３ ショッピング

トコトコマルシェ 大田原市 中央１－３－１５ ショッピング

塩原屋中田原店 大田原市 中田原５６０－１ ショッピング

やきとり家竜鳳　大田原店 大田原市 住吉町２丁目８－９　 飲食店

スワストア 元町店 大田原市 元町１－７３７－１ ショッピング

ダイユー黒羽店 大田原市 大豆田３４４－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大田原牛超本店 大田原市 本町１－２７０１－１７８ ショッピング

JS／麺家　幸乃鶏 大田原市 本町１丁目２８０２－６　 飲食店

abox tipsy 大田原市 浅香１－５－３９ サービス

サトーカメラ 大田原浅香店 大田原市 浅香３－３５７８ ショッピング

焼肉きんぐ 大田原店 大田原市 浅香３－３７１１ 飲食店

クローバーボヌール 大田原市 浅香５－３７６４－９５ 飲食店

味の民芸 大田原店 大田原市 紫塚１－１４－８ 飲食店

がってん寿司大田原店 大田原市 紫塚１－４－１４ 飲食店

BoisVert 大田原市 紫塚１ー３ー２１　紫塚レジデンス１０４ 飲食店

みのり 大田原店 大田原市 美原１－３１８８－２ ショッピング

焼肉と韓国家庭料理はんがん大田原店 大田原市 美原１－３５３９－１ 飲食店

牛たんけやき大田原店 大田原市 美原１－５－４４ 飲食店

イン東京 大田原店 大田原市 若松町１６３８－１ サービス

ベイシア電器 大田原店 大田原市 若松町５１６ ショッピング

ダイユー野崎店 大田原市 薄葉２２０７－１ ショッピング

クアトロインターパーク店 宇都宮市 インターパーク１－２－１ サービス

かつや宇都宮インターパーク店 宇都宮市 インターパーク２－１５－５ 飲食店

パソコン360 宇都宮市 インターパーク２丁目 １５－１アルメリ－ナＡ
－１０３ サービス

すぎのや本陣インターパーク店 宇都宮市 インターパーク３－２－１ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　宇都宮店 宇都宮市 インターパーク４－１－２ 飲食店

がってん寿司宇都宮カトレアガーデン店 宇都宮市 インターパーク４－１－２ 飲食店

ハートマーケット インターパーク店 宇都宮市 インターパーク４－１－３ ショッピング

アモスタイル宇都宮インターパーク店 宇都宮市 インターパーク４－１－３ ショッピング

ANAP宇都宮インターパークビレッジ店 宇都宮市 インターパーク４－１－３ ショッピング

カプリチョーザ宇都宮インターパークショッピ
ングビレッジ店 宇都宮市 インターパーク４－１－３ 飲食店

ポムの樹宇都宮インターパークビレッジ店 宇都宮市 インターパーク４－１－３ 飲食店

TABICAFE IPV店 宇都宮市 インターパーク４－１－３ 飲食店

HIDEWAYS インターパークSV店 宇都宮市 インターパーク４－１－３　１Ｆ ショッピング

D－HEARTS インターパークビレッジ 宇都宮市 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 ショッピング

カフェJrインターパークショッピングビレ 宇都宮市 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店 飲食店

サンキューマート宇都宮インターパーク 宇都宮市 インターパーク４－１－３　インターパークビ
レッジ１Ｆ ショッピング

ユニオン宇都宮インターパーク店 宇都宮市 インターパーク４－１－３　インターパークビ
レッジ内 ショッピング

チチカカインターパーク宇都宮店 宇都宮市 インターパーク４－２－３　インターパークス
タジアム　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ミツミネ インターパーク宇都宮 宇都宮市 インターパーク６－１－１ ショッピング

アクタス宇都宮店 宇都宮市 インターパーク６－２－１２ ショッピング

バイクワールドインターパーク宇都宮店 宇都宮市 インターパーク６－２－９ ショッピング

居酒屋陽の丸 宇都宮市 みどり野町３７－２４ 飲食店

プロノ宇都宮テクノ店 宇都宮市 ゆいの杜４－１４－７ ショッピング

ライコランドCuBe宇都宮店 宇都宮市 ゆいの杜５－１０－５ ショッピング

有限会社中川酒店 宇都宮市 上大曽町３３１－１ ショッピング

アストロプロダクツ 宇都宮店 宇都宮市 上大曽町３５９ ショッピング

LEGO 宇都宮市 上戸祭３－２－８ サービス

Hair＆Spa Kurcca 宇都宮市 上戸祭３－８－２９ サービス

鳥あえず 宇都宮市 上戸祭町２８３４－２６４ 飲食店

菓子工房S・なかやま 宇都宮市 上戸祭町２８３４－３３ 飲食店

あぜみち上戸祭店 宇都宮市 上戸祭町３０３１－３ ショッピング

DR LAZULI 宇都宮市 上戸祭町９３－５　金子店舗　１Ｆ サービス

タイヤ市場 宇都宮南店 宇都宮市 上横田町１３０３－６ ショッピング

とりせん 岡本店 宇都宮市 下岡本町２１２３－１ ショッピング

ガラクタ鑑定団白沢店 宇都宮市 下川俣町２０８－１０ ショッピング

アップライジング 宇都宮本店 宇都宮市 下川俣町８１－１ ショッピング

かつ盛 本店 宇都宮市 下平出町２３７０－１ 飲食店

イタリアンレストランアチェーロ 宇都宮市 下戸祭１－１０－３　パレス・ド・ルミーネ１
Ｆ 飲食店

レストラン　アルページュ 宇都宮市 下戸祭１－１２－７　サンハイツ大渕　２ 飲食店

麺工房風の杜 宇都宮市 下戸祭１－５－１０８ 飲食店

クアトロ 戸祭店 宇都宮市 下戸祭１－５－９ サービス

深雪茶寮 宇都宮市 下戸祭１丁目１２－７　サンハイツ大渕棟１Ｆ 飲食店

ル コフレ 宇都宮市 下戸祭２－１５－１３ 飲食店

イタリアン創作酒房 柳庵 宇都宮市 下戸祭２－２－６ 飲食店

かんてい局宇都宮戸祭店 宇都宮市 下戸祭２－２０－１０ ショッピング

LAPIS KEYS 下栗店 宇都宮市 下栗１－２０－２ サービス

焼肉 韓味房 宇都宮市 下栗町２９１６－９　エイムビル　１Ｆ 飲食店

関口酒店 宇都宮市 下栗町６９８－１１ ショッピング

ダイコク 宇都宮東店 宇都宮市 下栗町７６４－１ ショッピング

大橋自動車 宇都宮市 下砥上町１５１４－４ サービス

LaLacafe 宇都宮市 下荒針町３４７３－２３ 飲食店

やきとり家竜鳳　総本店 宇都宮市 下荒針町３５８９－２５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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有限会社やまと鮨 宇都宮市 中今泉２－１－９ 飲食店

あぜみち駅東店 宇都宮市 中今泉２－１０－２３ ショッピング

かんてい局 宇都宮店 宇都宮市 中今泉２－１１－１８ ショッピング

月乃兎本店 宇都宮市 中今泉３－１－１ 飲食店

金治 宇都宮市 中央２－２－３ 飲食店

栄寿司 宇都宮市 中央５－１６－３６ 飲食店

極 存じやす 宇都宮市 中央５－３－５ 飲食店

ステーキ＆ワイン存じやす 宇都宮市 中央５－９－２ 飲食店

割烹 中村 宇都宮市 中央本町１－１２ 飲食店

パティスリーコジマ 宇都宮市 中央本町４－２２ 飲食店

サンユー奈坪店 宇都宮市 中岡本町２９１９－４０ ショッピング

ベーカリーペニーレイン岡本店 宇都宮市 中岡本町３７１０－１４ 飲食店

おかず横丁 宇都宮市 中戸祭１丁目１３－１９　 飲食店

おかず横丁 宇都宮市 中戸祭１丁目１３－１９　 ショッピング

種一 本店 宇都宮市 二荒町２－６ 飲食店

栃木リキュ-ル 宇都宮市 二荒町９－１１ＫＲＢ ショッピング

喜饗 宇都宮市 今泉２丁目１－１０　 飲食店

インドレストラン15　リバーサイド店 宇都宮市 今泉３－１３－１　１Ｆ 飲食店

ケアフーズプラザアールエスFKD宇都宮店 宇都宮市 今泉町２３７ ショッピング

グロリアスマーケット 宇都宮 宇都宮市 今泉町２３７　ＦＵＫＵＤＡＹＡ　３Ｆ ショッピング

サンジェルマン宇都宮店 宇都宮市 今泉町２３７　福田屋ショッピングプラザ宇都
宮店１Ｆ 飲食店

味問屋　明日香　宇都宮店 宇都宮市 仲町３－１２ 飲食店

MUSEUMARK 宇都宮市 伝馬町２－２１ ショッピング

ARKSTANDARD 宇都宮市 伝馬町２－２５　レオパレスＯＩビル　１Ｆ ショッピング

ANNDEARK 宇都宮市 伝馬町２－２５　レオパレスＯＩビルユニオン
　Ｂ１Ｆ ショッピング

CORNER’SARK 宇都宮市 伝馬町２－３１ ショッピング

DEAR BY ARK 宇都宮市 伝馬町３－２４ ショッピング

きらく伝馬町店 宇都宮市 伝馬町４－２ 飲食店

すずらん本舗本店 宇都宮市 住吉町１５－１７ 飲食店

ブルブ 宇都宮市 元今泉４－８－１４　比護ビル１Ｆ サービス

トリニティ 宇都宮市 元今泉５－１－１２ サービス

オステリア アンジョウ 宇都宮市 元今泉５－５－５ 飲食店

aria元今泉店 宇都宮市 元今泉７－３－５ サービス

焼肉 辛元 本店 宇都宮市 八千代１－１４－２７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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R－HEARTS北一の沢店 宇都宮市 北一の沢町７－１６ サービス

Patisserie Bon 宇都宮市 北若松原１－１２－３８ 飲食店

日本料理　花ゆず 宇都宮市 南一の沢町２－３４　 飲食店

すずらん本舗双葉店 宇都宮市 双葉１－１３－２８ 飲食店

だいまるストアー双葉店 宇都宮市 双葉３－８－３ ショッピング

すし華亭　簗瀬店 宇都宮市 城東１－９ー１７ 飲食店

SLEEK 宇都宮市 塙田３－５－２２ サービス

割烹ふじ井 宇都宮市 大曽２－９－３９ 飲食店

はっぴ商店 宇都宮店 宇都宮市 大曽３－４－１ ショッピング

fudancafe 宇都宮市 大通り１－１－３ 飲食店

日本蘭科植物園 宇都宮市 宝木本町１１４０－１０１ ショッピング

落合書店 宝木店 宇都宮市 宝木町１－３－１３５ ショッピング

旬魚旬菜 千石 宇都宮市 宿郷１－１２－５ 飲食店

Osteria　Paesana 宇都宮市 宿郷３丁目２２－１　岡本ビル２Ｆ－Ｃ 飲食店

アトリエ ジョジョ店 宇都宮市 宿郷５－９－３ サービス

季節料理　なかはら 宇都宮市 宿郷５丁目１－１２　 飲食店

日興宇都宮店 宇都宮市 山本１－３２－３２ ショッピング

サンユー岩曽店 宇都宮市 岩曽町１３５５－１１ ショッピング

グリンデルベルグ済生会北店 宇都宮市 岩曽町７４３－１ 飲食店

有限会社ケージクラス 宇都宮市 岩曽町８４８－２ サービス

麺道花の杜 宇都宮市 峰１－１３－１７ 飲食店

炭火焼肉幻 宇都宮市 峰１－２４－６ 飲食店

ニイクニ時計店2 宇都宮市 峰１丁目１５－８ ショッピング

博多ら－めん万々 宇都宮市 川田町７７３－３　 飲食店

株式会社 山仁 宇都宮市 川田町８８８－１ ショッピング

茜屋すしぎん 宇都宮市 平出町１２１７－３ 飲食店

mishnail 宇都宮市 平松本町１２００－１ サービス

MichioNozawaHAIRSALO 宇都宮市 平松本町１２１４－８ サービス

nico 宇都宮市 幸町５－１２ サービス

麺龍炎の杜 宇都宮市 御幸ヶ原町１３６－４２ 飲食店

サンライズ御幸ヶ原店 宇都宮市 御幸ヶ原町５９－１１ ショッピング

明治の赤煉瓦 宇都宮市 御幸ヶ原町８８－４ 飲食店

焼肉きんぐ 宇都宮御幸店 宇都宮市 御幸本町４７３２－４ 飲食店

からやま宇都宮御幸本町店 宇都宮市 御幸本町４８６４－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや宇都宮御幸本町店 宇都宮市 御幸本町４８６４－４ 飲食店

仙台炭焼き牛たん欅 宇都宮市 御幸町６４－３ 飲食店

有限会社フタバ電化戸祭店 宇都宮市 戸祭２丁目１０－３４　 ショッピング

焼肉南大門宇都宮離宮 宇都宮市 戸祭町２７２７ 飲食店

LAPIS LiViNg 戸祭店 宇都宮市 戸祭町３００９－５ サービス

奴寿司 華月 宇都宮市 戸祭町３０３１－１ 飲食店

友起 宇都宮市 新町２丁目１ー２８ 飲食店

uppitycovo 宇都宮市 旭２－１２－１０ サービス

ステーキ慶 宇都宮市 春日町５丁目２０ 飲食店

ポール スミス 宇都宮市 曲師町１－９ ショッピング

ボークス 宇都宮ショールーム 宇都宮市 曲師町２－１８　宇都宮フェスタ ショッピング

銀座園 宇都宮市 曲師町４－１１ 飲食店

牛匠緒つじ 宇都宮市 曲師町４－３　マロニエセンタービル　１Ｆ 飲食店

いろどりダイニングいざ酔 宇都宮市 曲師町５－３　 飲食店

治兵衛 宇都宮市 本町４－１１ 飲食店

やまき 宇都宮市 本町４－１２　虎屋ビルＢ１Ｆ 飲食店

はんなり 宇都宮市 本町７－１１　ヒルズビル　１Ｆ 飲食店

BOSSbistro 宇都宮市 本町７－１１　ヒルズビル１ーＣ 飲食店

石の蔵 宇都宮市 東塙田２－８－８ 飲食店

Hairlab．Shiro 宇都宮市 東宝木町９－２０　レジデンス東宝木１０２ サービス

宇都宮餃子館東口店 宇都宮市 東宿郷１－９－１ ショッピング

焼肉亭 宇都宮市 東宿郷２丁目１０－１０　 飲食店

居酒屋　漁場 宇都宮市 東宿郷２丁目１２－１　交通パーキングビル 飲食店

山泉樓東店 宇都宮市 東宿郷３－３－３ 飲食店

フリーフライト 宇都宮市 東宿郷４丁目４－６　ＦＦビル１Ｆ 飲食店

レストランペニーレイン宇都宮店 宇都宮市 東宿郷６－４－１ 飲食店

ベーカリーペニーレイン東宿郷店 宇都宮市 東宿郷６－９－１５ 飲食店

Pancake Factory 宇都宮市 東戸祭１－２－１２ 飲食店

サトーカメラ 宇都宮簗瀬店 宇都宮市 東簗瀬１－３４－３ ショッピング

乙女屋 東簗瀬店 宇都宮市 東簗瀬１－３９－６ 飲食店

ハンナ 宇都宮市 松が峰２－７－１７ ショッピング

シークパナッシュ 宇都宮市 松が峰２－９－２ サービス

lore 宇都宮市 松原３－９－３ サービス

BirtH 宇都宮市 桜４－５－６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ベルステーキ 江曽島本通り店 宇都宮市 江曽島４－１２５－４ 飲食店

マニ パリ 宇都宮市 江曽島本町１２－６ サービス

Hair＆MakeK．kreis 宇都宮市 江曽島町１１４４－１ サービス

SAKASALIGHT SANDWICHES 宇都宮市 江曽島町１４１２－５　ＵＮＩＴＥＤ　ＧＡＲ
ＤＥＮ 飲食店

宇都宮鑑定団江曽島店 宇都宮市 江曽島町１４１７－１ ショッピング

すし華亭 宇都宮中央店 宇都宮市 江野町１－１５ 飲食店

INDIGO85 宇都宮市 江野町１－１５　２Ｆ 飲食店

SALON UTSUNOMIYA 宇都宮市 江野町１１－６ ショッピング

博多串焼馬肉料理一九 宇都宮市 江野町２－９ 飲食店

田中本店 宇都宮市 江野町４－８ ショッピング

割烹三日月 宇都宮市 江野町５－１２　みよしビルＢ１ 飲食店

串カツ田中 東武宇都宮店 宇都宮市 江野町６－７　ＯＩビル　１Ｆ 飲食店

ウォッチメゾン タケカワ 宇都宮市 江野町７－２ ショッピング

居酒屋ばんばん 宇都宮市 池上町２－１０　アイ白鳩ビル２Ｆ 飲食店

上野文具 宇都宮市 池上町５－２ ショッピング

リトルウイング 宇都宮市 泉が丘２－２－１０　優泰佳ガーデンコートＢ
１０２ サービス

焼肉処 十々 宇都宮市 泉が丘５－１－１７ 飲食店

割烹たかしま 宇都宮市 泉町２－７ 飲食店

高林堂海道店 宇都宮市 海道町１６９－７ 飲食店

焼肉 もも屋 宇都宮市 海道町８１８－１３ 飲食店

Herbal　Scent 宇都宮市 清原台４丁目５－１４　 サービス

あぜみち滝の原店 宇都宮市 滝の原３－１－１ ショッピング

淀川 宇都宮市 睦町６－７ ショッピング

ピットインR 宇都宮市 石井町１５４８ ショッピング

Riddle－HAIR－石井町店 宇都宮市 石井町２８００－１５５ サービス

博多おおなか 宇都宮市 石井町３４３１－３５　 飲食店

JAうつのみやグリーンインターパーク 宇都宮市 砂田町５２６ ショッピング

いきなりステーキ宇都宮竹林店 宇都宮市 竹林町５４９－１ 飲食店

光産業株式会社 宇都宮市 簗瀬４－１７－８ ショッピング

タイヤ本舗 福助 宇都宮市 簗瀬町１５５２－６ ショッピング

HACHINOJO 宇都宮市 簗瀬町１７８５－１７ 飲食店

ピザハチ 宇都宮市 簗瀬町１７８５－１８ 飲食店

かつや宇都宮簗瀬店 宇都宮市 簗瀬町１８６４－３ 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ宇都宮店 宇都宮市 簗瀬町１８６５－１　カルマーレ宇都宮１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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NAGON STYLE 宇都宮市 簗瀬町１９３５－２ サービス

肉匠坂井 宇都宮店 宇都宮市 簗瀬町１９５０－１ 飲食店

サトーカメラ 宇都宮細谷店 宇都宮市 細谷１－６－２５ ショッピング

とりせん 細谷店 宇都宮市 細谷町３８０ ショッピング

とりせん 宝木店 宇都宮市 細谷町７１２ ショッピング

HairdesignD． 宇都宮市 若松原１－１１－４７ サービス

Big居酒屋 グルメの舘 宇都宮市 若松原１－５－３９ 飲食店

ラディエンスソース 宇都宮市 若草３－１３－２６ ショッピング

あさ乃や 宇都宮市 若草３－４－１６ ショッピング

トーカイ 若草店 宇都宮市 若草４－２４－２２ ショッピング

武平作 宇都宮若草店 宇都宮市 若草５－１５－５ 飲食店

NaomiOGAKI 宇都宮市 西１－１－２ 飲食店

STUDIO KiKi 宇都宮市 西１－１－３３　西ハイツ　２Ｆ サービス

RIPEARK 宇都宮市 西１－３－６ ショッピング

創作和料理。みつわ 宇都宮市 西２丁目６－１３　 飲食店

創作和料理｡ミツワ 宇都宮市 西２丁目６－１３ 飲食店

Adejio 宇都宮市 西原町１６５－２　ヒルズＭ１－８０３ サービス

かつ盛 不動前店 宇都宮市 西原町１８６－１ 飲食店

オトワレストラン 宇都宮市 西原町３５５４－７ 飲食店

ゆず庵 宇都宮店 宇都宮市 西大寛２－３－１ 飲食店

スシ割烹蘭亭 宇都宮市 西大寛２丁目５－２７ 飲食店

個室茶寮 草月庵1 宇都宮市 西大寛２丁目５－２７ 飲食店

Aguhairronach宇都宮西川田 宇都宮市 西川田本町１－６－１３ サービス

プロノ宇都宮西川田店 宇都宮市 西川田本町１－６－１５ ショッピング

羅布乃瑠沙羅英慕宇都宮南店 宇都宮市 西川田町２５０－１ 飲食店

すぎのや本陣宇都宮南店 宇都宮市 西川田町４３４－１ 飲食店

乙女屋 泉が丘店 宇都宮市 越戸１－１－４ 飲食店

コープ越戸店 宇都宮市 越戸３－１２－９ ショッピング

ステーキハウス杣 宇都宮市 野高谷町１１５２ 飲食店

さかい珈琲宇都宮ゆいの杜店 宇都宮市 野高谷町４２９－５ 飲食店

Mens Salon XEBEC Bliss 宇都宮市 錦２－３－１ サービス

MERCURY 宇都宮市 錦２－４－３ ショッピング

アトリエ カロン 宇都宮市 錦２丁目３－１ サービス

TSUBAME 宇都宮市 錦３丁目１２－７　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや宇都宮長岡店 宇都宮市 長岡町４７１－１ 飲食店

すし華亭長岡店 宇都宮市 長岡町４９４－１ 飲食店

味処一路 宇都宮市 関堀町１１７７ 飲食店

海鮮どんさん亭関堀店 宇都宮市 関堀町８９－４ 飲食店

和牛ステーキ　桜 宇都宮市 陽東２－１６－８　ベルグランドハイツ　１Ｆ 飲食店

高林堂陽東店 宇都宮市 陽東２－４－１１ 飲食店

サトーカメラ宇都宮本店 宇都宮市 陽東３－２７－１５ ショッピング

チバコーヒー 宇都宮市 陽東３－８－４ ショッピング

SOLENNEL 宇都宮市 陽東６－１３－１４ サービス

落合書店イトーヨーカドー店 宇都宮市 陽東６－２－１　イトーヨーカ堂　２Ｆ ショッピング

小籠包ガーデン大地 宇都宮市 陽東８－９－４１　 飲食店

ペッパーランチ 宇都宮バンバ通り店 宇都宮市 馬場通り２－３－１２　ＭＥＧＡドン・キホー
テ　１Ｆ 飲食店

高林堂本店 宇都宮市 馬場通り３－４－７　宇都宮ピークス　１Ｆ 飲食店

はんこ屋さん21宇都宮店 宇都宮市 馬場通り４－２－８ ショッピング

Aguhairturner宇都宮 宇都宮市 駅前通り１－５－６　白木屋ビル　４－Ａ サービス

ブラジルコーヒーショップ 宇都宮市 駅前通り１－５－６　白木屋ビル１Ｆ 飲食店

宮崎日南幻の地鶏焼 じとっこ 宇都宮市 駅前通り２－１－１　晃東ビル　１Ｆ 飲食店

餃子バル駅前通り店 宇都宮市 駅前通り２－１－５　ＵＳＨビル　１Ｆ 飲食店

インドレストラン15 宇都宮市 駅前通り３－１－１０　つちや第２ビル２Ｆ 飲食店

オリオン餃子 宇都宮駅前通り店 宇都宮市 駅前通り３－１－３ 飲食店

宇都宮餃子館西口駅前中央店 宇都宮市 駅前通り３－１－５ 飲食店

焼とん屋 二代目 こっこのすけ 宇都宮市 駅前通り３－３－１　まつのやビル　２Ｆ 飲食店

宇都宮餃子館健太餃子店 宇都宮市 駅前通り３－３－３ 飲食店

焼肉ソウル 宇都宮市 駅前通り３－６－１３ 飲食店

Riddle－HAIR－駒生店 宇都宮市 駒生１－１０－２ サービス

理容 ジーベック 宇都宮市 駒生町３３６４－１０ サービス

from cocolo 宇都宮市 駒生町３３６８－１ サービス

南海部品 宇都宮店 宇都宮市 駒生町７９９－１ ショッピング

INFINI 宇都宮市 高砂町２４－１２ サービス

焼肉牛家 屯TAMURO 宇都宮市 鶴田１－２－２８ 飲食店

鉄板焼TSUKINOUSAGI 宇都宮市 鶴田２－１４－６ 飲食店

ベーカリーペニーレイン鶴田店 宇都宮市 鶴田３－１－４ 飲食店

ばんどう太郎宇都宮店 宇都宮市 鶴田３－１８－１０ 飲食店

かつや宇都宮鶴田店 宇都宮市 鶴田町１１７１－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

11 / 21

[栃木県栃木県]



ビックミート山久鶴田町店 宇都宮市 鶴田町１２００ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　宇都宮鶴田店 宇都宮市 鶴田町１３４８－１ 飲食店

東京インテリア家具 宇都宮本店 宇都宮市 鶴田町１４１１－１ ショッピング

安楽亭　宇都宮鶴田店 宇都宮市 鶴田町１４１７－１ 飲食店

なかむら商店 宇都宮市 鶴田町２９６７－１ 飲食店

ヤオハン宇都宮店 宇都宮市 鶴田町６０３ ショッピング

コープ鶴田店 宇都宮市 鶴田町８６１ ショッピング

ばんどう太郎小山50号店 小山市 下国府塚　７０－３ 飲食店

Be－Posh 小山西口店 小山市 中央町１－３－２１ サービス

ガブキチ 小山市 中央町３－３－１０ 飲食店

エンヤワン 小山市 中央町３丁目３ー１０　 飲食店

レストラン　ガリエラ 小山市 中央町３丁目６－９　２Ｆ 飲食店

あやめ鮨 小山市 乙女３－２０－１１ 飲食店

ばんどう太郎小山店 小山市 出井１１１１－１ 飲食店

GreenParksfuuwaおやまゆうえんハーヴェスト
ウォーク店 小山市 喜沢１４７５　おやまゆうえんハーヴェスト

ウォーク ショッピング

わくわく広場おやまHW店 小山市 喜沢１４７５　おやまゆうえんハーヴェスト
ウォーク内 ショッピング

ANAPおやまゆうえんHW店 小山市 喜沢１４７５　プロムナード棟Ｃ－０２、０３
区画 ショッピング

とりせん 羽川店 小山市 喜沢６４７－１０ ショッピング

Nailsalon Lotus 小山市 土塔２２２－１５　Ｂ４ サービス

焼肉東田園 小山市 土塔２３６－１７ 飲食店

とりせん 小山土塔店 小山市 土塔４ ショッピング

キャリーアイズ 小山店 小山市 城北５－１５－１１　峯ビル１Ｆ サービス

焼肉 サラン 小山市 城北５－３－１３ 飲食店

ステーキジパング 小山市 城北６－２－３ 飲食店

寿司　かん八 小山市 城北６－４－１３ 飲食店

スーパーフレッシュ小山店 小山市 城北６－５－６ ショッピング

鳥の店いっちょう 小山市 城山町３丁目１７－６　 飲食店

魚もん炙りもん　てっぱち 小山市 城山町３丁目６－３４　 飲食店

寿し甚 小山市 城東１－１２－３１ 飲食店

鉄板焼 大 DAI 小山市 城東１－１８－１３ 飲食店

乙女屋 城東店 小山市 城東１－１８－２１ 飲食店

ヤオハン城東店 小山市 城東６－１－３０ ショッピング

いちごの里 いちご一会 小山市 大川島４０８ 飲食店

いちごの里 カフェ アンジェ・フレーゼ 小山市 大川島４０８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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牛たんけやき小山店 小山市 東城南１－１－３２ 飲食店

鉄板ビストロGAKU 小山市 東城南１－１７－４ 飲食店

イン東京 小山店 小山市 東城南１－２８－１ サービス

串龍小山店 小山市 東城南１丁目２７－１９　 飲食店

焼肉きんぐ 小山店 小山市 東城南２－２－６ 飲食店

Dr’s Salon LAB 小山店 小山市 東城南２－２２－９ サービス

牛愛 小山市 東城南３－１２－６ 飲食店

Spa HULA 小山市 東城南４－２７－７　Ｒ１１ サービス

武平作 小山店 小山市 東城南４－３０－１ 飲食店

Be－Posh Jasper 小山市 東城南５－１－１ サービス

和がや 小山市 横倉新田１０２－３４ 飲食店

とりせん 小山東店 小山市 横倉新田２９１－１ ショッピング

安楽亭　小山犬塚店 小山市 犬塚３丁目８－１８ 飲食店

ガラクタ鑑定団小山総本店 小山市 犬塚５０－６５ ショッピング

アストロプロダクツ 小山店 小山市 田間６８３－３ ショッピング

カーザブラジル 小山市 神山１－２－９　セントジョンズテントＣ ショッピング

高島生花 立木店 小山市 立木１４１０－２５ ショッピング

とりせん 美しが丘店 小山市 美しが丘１－２－３ ショッピング

ステーキまつだ　FUKUFUKU亭 小山市 羽川２９０－３２　 飲食店

うおとみ小金井店 小山市 羽川５１７－１ ショッピング

からやま栃木小山店 小山市 西城南２－３－１ 飲食店

南海部品 小山店 小山市 西城南３－１－１１ ショッピング

かんてい局小山店 小山市 西城南３－１２－１１ ショッピング

ハートマーケット小山店 小山市 西城南３－１８－６ ショッピング

乙女屋 西城南店 小山市 西城南４－１－２８ 飲食店

クアトロ 小山店 小山市 西城南４－２０－１ サービス

焼肉 可楽洞 小山市 西城南４－２０－４ 飲食店

乙女屋 本店 小山市 間々田１１５０ 飲食店

かつはな亭小山店 小山市 雨ヶ谷６５－１ 飲食店

ゆず庵 小山店 小山市 雨ヶ谷新田６９－４ 飲食店

ばんどう太郎小山中央店 小山市 雨ヶ谷新田７１－５ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　小山店 小山市 駅南町２－２８－１１ 飲食店

HARSHRAJINT．FOODMART 小山市 駅南町４－１３－１７　望月ビル　１０１ ショッピング

エヌワイテーブル 小山市 駅南町６－２８－８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉トラジ 小山市 駅東通り１－２０－１１ 飲食店

亀山本店 小山市 駅東通り１－６－１　１Ｆ 飲食店

焼肉 山 小山市 駅東通り１－７－２３ 飲食店

ヤオハン 日光七里店 日光市 七里６６７ ショッピング

元祖日昇堂日光本店 日光市 上鉢石町１０３８－１ 飲食店

ステーキハウス　みはし 日光市 上鉢石町１１１５ 飲食店

柏崎商店 日光市 下鉢石町７９７－１ ショッピング

シェ・ホシノ 日光市 中宮祠２４７８ 飲食店

中禅寺ストアーみむらや 日光市 中宮祠２４７８－１７ ショッピング

ハウストキ 日光市 中宮祠２４７８－１９　２Ｆ 飲食店

三ッ山羊羹本舗 日光市 中鉢石町９１４ 飲食店

魚登久 日光市 今市４６７ 飲食店

かなめ屋 日光市 今市７３３－１ 飲食店

蕎粋庵 日光市 今市７３３－１ 飲食店

焼肉大昌園 日光市 今市本町２０－１６ 飲食店

レディースブティックナカモト 日光市 今市本町２８－５ ショッピング

林屋 日光市 安川町５－２４　 飲食店

西洋料理　明治の館 日光市 山内２３３９－１ 飲食店

妙月坊 日光市 山内２３８１ 飲食店

グルマンズ和牛レストラン 日光市 所野１５４１－２９７ 飲食店

霧降高原　山のレストラン 日光市 所野１５４６ 飲食店

さがみや大沢店 日光市 木和田島３０２５ ショッピング

いちごの里カフェ日光店 日光市 本町２－２４ 飲食店

カフェ 明治の館 日光市 松原町４－３ 飲食店

米吉 晃寿司 日光市 松原町９ー１ 飲食店

ヤオハン今市店 日光市 瀬川２１８－１ ショッピング

ゆば亭ますだや 日光市 石屋町４３９－２ 飲食店

スーパーブックス今市店 日光市 芹沼１４５７ ショッピング

名水の郷日光おかき工房 日光市 芹沼１９８９－１ 飲食店

ベイシア電器 今市店 日光市 芹沼石神殿１４７０－１ ショッピング

登屋本店 日光市 鬼怒川温泉大原１０６０ ショッピング

バウムクーヘン工房はちや 日光市 鬼怒川温泉大原１３９６－１０ 飲食店

Rainbowマート 日光市 鬼怒川温泉大原１３９８－１５ ショッピング

レストラン　たしろ 日光市 鬼怒川温泉大原１３９８－３　３階 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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食事処つるや 日光市 鬼怒川温泉大原１３９８－６　２F 飲食店

カーニバルプラザ 日光市 鬼怒川温泉大原２０９－１ 飲食店

利久 栃木市 万町６－１７　 飲食店

コープ栃木店 栃木市 今泉町１－５－１１ ショッピング

栃木市アンテナショップまちの駅「コエド市 栃木市 倭町１３－２ ショッピング

元祖手打そば いづるや 栃木市 出流町１４１ 飲食店

肉のふきあげ 栃木市 吹上町７９３－２ 飲食店

武平作 栃木本店 栃木市 城内町２－１５－１ 飲食店

ヤオハン城内店 栃木市 城内町２－２３－３ ショッピング

すぎのや本陣　栃木店 栃木市 城内町２丁目７１７－１ 飲食店

武平作だんご 栃木駅前店 栃木市 境町１－２２ 飲食店

美容室SARA 栃木市 大宮町８１０－１　 サービス

そば割烹嵯峨野 栃木市 大平町下皆川８５０－２ 飲食店

マナベインテリアハーツ栃木大平店 栃木市 大平町富田１７０８－２ ショッピング

とりせん 大平店 栃木市 大平町西水代１８３７－１ ショッピング

ヤオハンNEW大平店 栃木市 大平町西野田１５２ ショッピング

すぎのや本陣大平店 栃木市 大平町西野田１７６－１ 飲食店

ヤオハン大森店 栃木市 大森町４５１－７ ショッピング

炭火焼肉 おおつか 栃木市 大町２２－５５ 飲食店

とりせん 蔵の街店 栃木市 富士見町５－３０ ショッピング

ばんどう太郎栃木店 栃木市 尻内町２０２ 飲食店

ヤオハン岩舟店 栃木市 岩舟町下津原１６７ ショッピング

焼肉松喜 栃木市 岩舟町静１１８０ 飲食店

ヤオハン川原田店 栃木市 川原田町２８０－１ ショッピング

もめん弥 インター店 栃木市 新井町１００２－１ 飲食店

割烹仲乃家 栃木市 旭町２２－２３　 飲食店

ヤオハンアイム店 栃木市 昭和町３－１ ショッピング

かつはな亭栃木店 栃木市 昭和町５－４ 飲食店

韓国家庭料理　隠憐舗 栃木市 樋ノ口町７３－３　 飲食店

栃木レザーアンテナショップ 栃木市 河合町１－６８ ショッピング

フットワーク 栃木市 泉町７－２６ ショッピング

湊町エピスリ－ 栃木市 湊町７－３　 ショッピング

レッケルバルト栃木本店 栃木市 湊町８－７ ショッピング

しゃぶしゃぶステーキレストランまるこぽ〜 栃木市 片柳町２－２－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

15 / 21

[栃木県栃木県]



カフェレストラン　すいごう 栃木市 片柳町２丁目２－２　 飲食店

寿司割烹　紫宸殿　花月 栃木市 片柳町２丁目２－２　 飲食店

ポワロー 栃木市 片柳町２丁目４－３３　山本ビル１０２ 飲食店

ヤオハンNEW西店 栃木市 片柳町４－２－３２ ショッピング

とりせん 栃木店 栃木市 箱森町１２－１５ ショッピング

がってん寿司栃木店 栃木市 箱森町３６－１６ 飲食店

仙台炭焼き牛たん欅栃木店 栃木市 箱森町３６－７ 飲食店

焼肉 梨昌苑 栃木市 薗部町１－１８－１７ 飲食店

サトーカメラ 栃木バイパス店 栃木市 薗部町２－１２－２５ ショッピング

とりせん 藤岡店 栃木市 藤岡町藤岡１０２９ ショッピング

道の駅にしかた 栃木市 西方町元３６９－１ 飲食店

ヤオリン金崎店 栃木市 西方町金崎３０１－２ ショッピング

雅秀殿栃木本店 栃木市 野中町１３５２－１１ 飲食店

すぎのや本陣上三川店 河内郡上三川町 しらさぎ１－７－８ 飲食店

カ-シティ クニヤ1 河内郡上三川町 しらさぎ２－１－１１ サービス

アストロプロダクツ 上三川新四号店 河内郡上三川町 上蒲生１９９４－１９ ショッピング

井頭フレッシュ直売所 真岡市 上大田和３００６ ショッピング

とりせん 真岡店 真岡市 下高間木２－２－４ ショッピング

osteria　orvieto 真岡市 並木町１丁目９－５　 飲食店

サトーカメラ 真岡並木店 真岡市 並木町２－２７－５ ショッピング

うな源 真岡市 並木町３丁目９９－１　 飲食店

とりせん 東光寺店 真岡市 東光寺３－１５－２ ショッピング

みのり 真岡店 真岡市 東郷２０－２ ショッピング

真岡フレッシュ直売所 真岡市 田町１３６４－１ ショッピング

すぎのや本陣真岡店 真岡市 長田４４１－４０ 飲食店

日興真岡店 真岡市 長田５－８－８ ショッピング

山久チーズファクトリー 矢板市 上太田１０ ショッピング

ばんどう太郎矢板店 矢板市 富田１４０ 飲食店

ビックミート山久矢板店 矢板市 末広町３４－１０ ショッピング

ダイユー矢板店 矢板市 鹿島町１１－４８ ショッピング

ダイニング縁 芳賀郡益子町 七井３８８６－３ 飲食店

やまに大 本店 芳賀郡益子町 城内坂８８ ショッピング

マシコノサカグラ トノイケシュゾウ 芳賀郡益子町 塙３３３－１ ショッピング

益子フレッシュ直売所 芳賀郡益子町 塙５２７－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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和食杣 芳賀郡益子町 益子２０６８－１ 飲食店

つかもと 芳賀郡益子町 益子４２６４ ショッピング

益子焼窯元共販 芳賀郡益子町 益子７０６－２ ショッピング

pejite 芳賀郡益子町 益子９７３－６ ショッピング

グラントマト芳賀店 芳賀郡芳賀町 祖母井１０３１－２ ショッピング

友遊直売所 芳賀郡芳賀町 祖母井８４２－１ ショッピング

レストランゆり　中川店 足利市 中川町３－６　 飲食店

酒食道楽じん 足利市 五十部町１０５７－６　 飲食店

登利平 足利店 足利市 五十部町２９０－２ 飲食店

ココスプ－ン 足利市 伊勢南町１１－４　 飲食店

よこつか足利店 足利市 伊勢町４－１４－１５ ショッピング

酒の中村 足利店 足利市 借宿町５９６－１ ショッピング

香雲堂本店八幡店 足利市 八幡町１－２－１４ 飲食店

足利伊萬里株式会社 足利市 八椚町３１８－２ 飲食店

TIMECLIP 足利助戸店 足利市 助戸１－６７０－１ ショッピング

とりせん 助戸店 足利市 助戸１－６８０ ショッピング

レストラン　キャトル 足利市 堀込町１２９ 飲食店

味の民芸 足利店 足利市 堀込町２０６６ 飲食店

焼肉 桜咲 足利市 堀込町２５９－１ 飲食店

勢鮨 足利市 堀込町３０３３－１ 飲食店

ふか川 足利市 大前町７２４ 飲食店

くまざわ書店 アシコタウン店 足利市 大月町３－２　アシコタウン　２Ｆ ショッピング

Osteria　Okabe 足利市 山川町７１－２　 飲食店

まつむら 足利市 有楽町８３４－２７ 飲食店

かつはな亭足利店 足利市 朝倉町２－８－１２ 飲食店

クラフトパーク 足利コムファースト店 足利市 朝倉町２４５　コムファースト　３Ｆ ショッピング

イン東京 足利店 足利市 朝倉町２５４－３　ＭＢＳビル１Ｆ－２ サービス

キッチン クロック カフェ 足利市 朝倉町２５７　パレスソアール 飲食店

たつ吉 足利朝倉店 足利市 朝倉町６５４－５ ショッピング

レストラン　鼓々里 足利市 田中町３２－１１　栃木県南地域地場産業セン
ター　１Ｆ 飲食店

すし　いし川 足利市 田中町７８２　三田ビル１Ｆ 飲食店

朝鮮飯店 足利店 足利市 福居町４２１－１ 飲食店

文真堂書店 葉鹿店 足利市 葉鹿町１－２４－１ ショッピング

美龍庭 足利市 葉鹿町１－５－９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とりせん 葉鹿店 足利市 葉鹿町２－２１－１ ショッピング

AnNahair＆eyes 足利市 通１－２６７７－１ サービス

和食釡めし銀釜 足利市 通２－２６２７ 飲食店

BOUTIQUEアルファー 足利市 通２丁目１２－１５　 飲食店

フレッセイ 通町店 足利市 通３－２６００－１ ショッピング

大黒屋酒店 足利市 通３－３５３５ ショッピング

香雲堂本店 足利市 通４－２５７０ 飲食店

ステ－キ 万葉 那須塩原市 一区町２３７－２２ 飲食店

ハモロ　レストラン＆バー 那須塩原市 一区町２６０－４８　 飲食店

スワストア 西那須野南店 那須塩原市 一区町２６４－１６ ショッピング

塩原屋三島店 那須塩原市 三島１－２３ ショッピング

旬味酒彩れん 那須塩原市 上厚崎４５８－３ 飲食店

和牛炭火焼肉牛兵衛 那須塩原市 上厚崎７２０－４ 飲食店

アストロプロダクツ 那須塩原店 那須塩原市 下永田１－９８６－３ ショッピング

塩原屋バイパス店 那須塩原市 下永田１－９８８－１ ショッピング

海鮮うまいもん屋海の介 那須塩原市 下永田２丁目１０４３　 飲食店

Da Sato 那須塩原市 下永田３丁目１１７６－２５ 飲食店

塩原珈琲 那須塩原市 下田野５３１ 飲食店

THE OVEN 那須塩原市 下田野５３２－１７１ 飲食店

旬彩寿し幸大 那須塩原市 五軒町１－１３　マンションアカデミー１Ｔ２ 飲食店

タカダ 那須塩原市 五軒町６－１２ ショッピング

かつや西那須野店 那須塩原市 南郷屋１－１０６－１２８ 飲食店

couleur 那須塩原市店 那須塩原市 唐杉４８－１ サービス

敷島ファーム直売店 那須塩原市 埼玉２－４４５ ショッピング

敷島 那須塩原市 埼玉２－４４５ 飲食店

ダイユー東那須店 那須塩原市 大原間１９３番地３ ショッピング

那須ヒロガ－デン 那須塩原市 戸田６７３－８ ショッピング

季節料理いとう家 那須塩原市 扇町７－１２ 飲食店

Cafe　TuscA 那須塩原市 新朝日６－１６　 飲食店

Restaurantオールヴォワール 那須塩原市 方京１－１－１０ 飲食店

KANELBREAD 那須塩原市 本町５－２ 飲食店

中国料理　楼蘭 那須塩原市 本町７－２３ 飲食店

ダイユー 中央店 那須塩原市 材木町１－３ ショッピング

イン東京 那須塩原店 那須塩原市 東三島２－８１－６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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石窯パン工房きらむぎ 那須塩原市 東小屋字砂場３６８ 飲食店

立場佐藤商店 那須塩原市 東町７－２０ ショッピング

サンノハチ 那須塩原市 永田町３－８ ショッピング

焼肉と韓国家庭料理はんがん西那須野店 那須塩原市 石林２２４－１７ 飲食店

海鮮問屋海ぼうず西那須野店 那須塩原市 石林３１７－８ 飲食店

金盛堂 那須塩原市 緑１－５９－１６９ 飲食店

ショウパンアルティザンベイクハウス 那須塩原市 西三島３－１８３－２７６ 飲食店

とりせん 黒磯店 那須塩原市 豊住町７８－９３ ショッピング

タカダ黒磯店 那須塩原市 豊浦１２－１ ショッピング

レストランチッチ 那須塩原市 豊浦９３－１　 飲食店

ダイユー若松店 那須塩原市 豊浦９３－７ ショッピング

BOOKOFF黒磯店 那須塩原市 豊浦中町１００－７１２ ショッピング

農家の店 カクヤス黒磯店 那須塩原市 鍋掛１０８６－３０３ ショッピング

ダイユー鍋掛店 那須塩原市 鍋掛１０８７ ショッピング

美食工房 ラトリエ・ムッシュ－ 那須塩原市 高林１７２１－１０１ 飲食店

肉酒場寿楽4号バイパス店 那須塩原市 黒磯６－６３０　 飲食店

佐川商店 那須塩原市 黒磯幸町６－２３ ショッピング

美喜寿司 那須烏山市 旭２丁目１０－３　 飲食店

クローバーステーキハウス 那須烏山市 興野３１６－１ エンターテイメン
ト

ぷちショップオオイセや 那須烏山市 金井１－９－８ ショッピング

ばとう手づくりハム工房 那須郡那珂川町 小口１４６７－３ ショッピング

林屋川魚店 那須郡那珂川町 小川１７１－８ ショッピング

ダイユー 那須高原店 那須郡那須町 大字高久乙２８６５－１ ショッピング

ダイユー黒田原店 那須郡那須町 寺子丙３－１１３ ショッピング

月井商店 那須郡那須町 湯本２００－２８ ショッピング

ミートショップ鶏春 那須郡那須町 湯本２００－４７ ショッピング

ステーキハウス寿楽本店 那須郡那須町 湯本３７９ 飲食店

南ヶ丘牧場　庄屋 那須郡那須町 湯本５７９ 飲食店

ベーカリーペニーレイン那須店 那須郡那須町 湯本６５６－２ 飲食店

ミッシェルガーデンコート 那須郡那須町 湯本新林２０６－１６７ ショッピング

お菓子の城那須ハートランド 那須郡那須町 高久４５８８－１０ 飲食店

そば ごはん天水 那須郡那須町 高久丙　１５７７－３０ 飲食店

那須テディベア・ミュージアムショップ 那須郡那須町 高久丙１１８５－４ ショッピング

にほんかし雲IZU 那須郡那須町 高久乙１－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ハンモックカフェメッツァレイヤ 那須郡那須町 高久乙２７３０－６ 飲食店

薪ストーブ博物館 那須郡那須町 高久乙２７３０－７ ショッピング

そば処 れんや 那須郡那須町 高久乙２７３３－２ 飲食店

NASUのラスク屋さん 那須郡那須町 高久乙５８６－９０５ 飲食店

ダイニングキッチンあ・かうはーど 那須郡那須町 高久乙５９３－１４６ 飲食店

ふるさと物産センター 那須郡那須町 高久乙５９３－８ ショッピング

那須高原柏屋 那須郡那須町 高久乙湯道東５２７５－１ 飲食店

メゾン・ド・マルシェ 那須店 那須郡那須町 高久甲４０４３－１ ショッピング

鳳鳴館扇屋 那須郡那須町 高久甲５２３５－１ 飲食店

NCACAO 那須郡那須町 高久甲５２４０－２ 飲食店

チーズガーデン 那須本店 那須郡那須町 高久甲喰木原２８８８ 飲食店

コピスガーデン那須店 那須郡那須町 高久甲西表４４５３－２７ ショッピング

焼肉の家 とうげん 鹿沼店 鹿沼市 万町７６０－１ 飲食店

ヤオハン北部店 鹿沼市 上田町２３４１ ショッピング

みのり 鹿沼店 鹿沼市 上石川１４５７－１ ショッピング

土用亭 鹿沼市 上石川１７７５－１１ 飲食店

大越路 鹿沼市 下永野１５４１番地 飲食店

楽日すし　七草 鹿沼市 下田町１丁目１０４１　１Ｆ 飲食店

アンリュ ペジブル 鹿沼市 下田町１丁目８５０－８ サービス

ヤオハン粟野店 鹿沼市 久野３９８ ショッピング

あぜみち鹿沼店 鹿沼市 千渡１７５４－５ ショッピング

たまのや 鹿沼市 奈佐原町１７８－８ ショッピング

ヤオハン西店 鹿沼市 日吉町７３０－１ ショッピング

ドルチェミエル 鹿沼市 村井町２９１－１ 飲食店

カフェハニービー 鹿沼市 村井町２９１－５ 飲食店

黒田養蜂園 鹿沼市 村井町２９１－５ ショッピング

馳走 裕や 鹿沼市 東末広町１９４０－１６ 飲食店

ヤオハン東町店 鹿沼市 東町１－３－３２ ショッピング

がってん寿司鹿沼店 鹿沼市 栄町２－１４－３ 飲食店

アクセルエルヴェ 鹿沼店 鹿沼市 栄町２－２２－１ サービス

ヤオハン樅山店 鹿沼市 樅山町４３－１ ショッピング

鹿沼市花木センター 鹿沼市 茂呂２０８６－１ ショッピング

かつや鹿沼店 鹿沼市 西茂呂２－２１－１ 飲食店

炭火焼肉 おおつか 鹿沼店 鹿沼市 西茂呂３－５２－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社嶋田屋本店 鹿沼市 西茂呂３－５８－１ ショッピング

ヤオハン貝島店 鹿沼市 貝島町５０１０－１ ショッピング

海鮮どんさん亭 鹿沼店 鹿沼市 貝島町７８２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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