
1 2020/8/18

［宇都宮市］

加盟店名 所在地 ジャンル

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 AX-2000-0132

いたりあ食房 アルコバレーノ 宇都宮市 インターパーク５－２－１ 飲食店 JS-0003-2890

チャイナダイニング蓮花茶廊 宇都宮市 一の沢２－１６－１０　ヴィラージュマンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-2566

三汁七菜天毬 宇都宮市 一ノ沢町２７６－８ 飲食店 JS-0005-0673

もくもく酒場 宇都宮市 一番町１－５　メープルハイツ一番館１Ｆ 飲食店 JS-0002-5309

ぼちぼち 宇都宮市 駅前通り１－４－６　ララスクエア宇都宮南側　 飲食店 ZN-2000-0506

酒場ルゲンテン宇都宮店 宇都宮市 駅前通り１－５－１２　　 飲食店 ZN-0001-0269

宮崎地鶏日向家宇都宮店 宇都宮市 駅前通り１－５－１３　坂本店舗ビル２Ｆ南側　 飲食店 ZN-0001-1506

本気家源天宇都宮駅前店 宇都宮市 駅前通り１－５－５　　 飲食店 ZN-0001-0760

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 JS-0004-8498

鶏屋 呑鳥 宇都宮市 駅前通り２－１－８ 飲食店 JS-0002-7339

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 JS-0002-8949

なんじゃ家 宇都宮市 駅前通り３－４－２ 飲食店 JS-0001-2295

四季彩百花ひと色 宇都宮市 駅前通り３－５－２７　宇都宮フォーラムズ１０１ 飲食店 JS-0001-4987

B ＆ B 宇都宮市 駅前通り３－６－２　　 飲食店 ZN-0002-8096

Birth 宇都宮市 越戸１－６－１４ 飲食店 JS-0004-0219

うどんや 宇都宮市 屋板町６８５ 飲食店 JS-0004-9244

おいしん BO 宇都宮市 下岡本町１９９５ 飲食店 JS-0000-3925

味処 晩菊 宇都宮市 下岡本町４２２６　　 飲食店 ZN-0002-3962

ミート 宇都宮市 下栗１－２０－９　　 飲食店 ZN-0001-2717

割烹 魚勇 宇都宮市 下栗町１５３５－２１ 飲食店 JS-0005-9291

居酒屋 兜 宇都宮市 下栗町２２７５ 飲食店 JS-0002-9573

黒毛和牛ステーキ棟國 宇都宮市 下栗町２２７７－１　　 飲食店 ZN-0001-0163

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１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0874

和風料理西京 宇都宮市 下戸祭１－１０－３　パレスドルミーネ１－Ｄ 飲食店 JS-0004-9294

麺工房風の杜 宇都宮市 下戸祭１－５－１０８ 飲食店 JS-0005-2423

日本料理蒲焼 青やぎ 宇都宮市 下戸祭２－１５－７ 飲食店 JS-0002-1797

イタリアン創作酒房 柳庵 宇都宮市 下戸祭２－２－６　　 飲食店 ZN-2000-7098

下野農園 宇都宮市 下戸祭２－３－２　　 飲食店 ZN-0002-8040

江戸一本店 宇都宮市 下戸祭２－７－９ 飲食店 JS-0000-5895

LaLacafe 宇都宮市 下荒針町３４７３－２３　　 飲食店 ZN-0001-4693

TURQUOISE ／徳 宇都宮市 下川俣町１４－３　ＰＯＲＵＳＣ棟 飲食店 JS-0005-1343

寿し・割烹 冨久良 宇都宮市 下平出町１８３－１ 飲食店 JS-0002-0642

焼肉の鷹 宇都宮市 関堀町４４７－２ 飲食店 JS-0004-3242

海鮮どんさん亭関堀店 宇都宮市 関堀町８９－４　　 飲食店 ZN-0000-9931

BALIAN 宇都宮市 岩曽町３２－２　　 飲食店 ZN-0001-1975

洋食ミジョテ 宇都宮市 吉野２－１－６　パルネット藤田１０１ 飲食店 JS-0005-2186

Narisada 宇都宮市 宮園町８－２　松島ビル 飲食店 JS-0005-9769

石の巻屋 宇都宮市 宮町１－３　　 飲食店 PK-0000-0084

ボロンゴ 宇都宮市 宮町２－１５　ボロンゴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3997
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食堂酒場 38HOUSE 宇都宮市 曲師町２－１６　 飲食店 SL-2000-6093

ちきんきっちん 宇都宮市 曲師町３－１０　ラッキープラザビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4528

エル．ヴァレッタ 宇都宮市 曲師町３－１１　エターナルオリオン１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3941

リリアル 宇都宮市 曲師町４－１ 飲食店 JS-0001-2025

バベル 宇都宮市 曲師町４－１　三笠ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6653

楽味 宇都宮市 曲師町４－２　　 飲食店 ZN-0001-2196

串屋 呑鳥 宇都宮市 曲師町５－４　中村園ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7295

マロ男爵 宇都宮市 元今泉１－１９－４　大弘ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-4333

チャイニーズあん 宇都宮市 元今泉１－２３－７　　 飲食店 ZN-0001-0738

ジンギスカン専門店じん助 宇都宮市 元今泉５－１３－１４　パークイースト１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2511

オステリア アンジョウ 宇都宮市 元今泉５－５－５ 飲食店 JS-0003-5688

日本料理 たこ十 宇都宮市 元今泉６－６－３ 飲食店 JS-0004-6093

ステーキ JUNKY 宇都宮市 元今泉７－４－３　福田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1502

ビストランテ ボヌール 宇都宮市 戸祭元町１１－１１ 飲食店 JS-0001-2513

焼肉南大門宇都宮離宮 宇都宮市 戸祭町２７２７　　 飲食店 ZN-0001-1445

和食鈴香和 宇都宮市 五代１－２－３ 飲食店 JS-0005-8679

麺龍炎の杜 宇都宮市 御幸ヶ原町１３６－４２ 飲食店 JS-0005-2413

ほっこり酒場亜もん 御幸ヶ原店 宇都宮市 御幸ヶ原町３４－２　コーポ御幸ヶ原１０３ 飲食店 JS-0003-6180

居酒屋あき家 宇都宮市 御幸ヶ原町８４－２０　レジデンス１Ｆ 飲食店 JS-0005-2268

熱烈焼肉御幸食堂 宇都宮市 御幸町１５０－１ 飲食店 JS-0002-5626

焼肉 ドランドラン 宇都宮市 御幸町２２－１６ 飲食店 JS-0002-5982

萬石御幸店 宇都宮市 御幸本町４６３７－２　　 飲食店 ZN-2000-1206

大衆酒場 縺れ 宇都宮市 江野町１－８　　 飲食店 ZN-0001-1307

JD TERRACE 宇都宮市 江野町１－９ 飲食店 JS-0002-6651

ELDABO 宇都宮市 江野町２－１０　フタバヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8252

海雲もずく家 宇都宮市 江野町２－１２　　 飲食店 ZN-0001-0879

JiJi オリオン店 宇都宮市 江野町３－８　矢口ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2710

わた屋 宇都宮市 江野町４－１０　スタンドビル１０２ 飲食店 JS-0001-0942

やきとり家竜鳳東武宇都宮駅前店 宇都宮市 江野町５－９　三敬ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4643

インビス・バーデン 宇都宮市 江野町６－１５　大立ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6578

Valon 宇都宮市 江野町６－４　　 飲食店 ZN-0001-1260

炭火串焼とり芳 宇都宮市 江野町６－４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7288

WE5 宇都宮店 宇都宮市 江野町７－１３　ヒカリ会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6099

ヴィネリア 宇都宮市 今泉１－１－４　古泉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8792

台湾客桟 宇都宮市 宿郷１－１１－５　イルパルドビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3156

たまり酔家 宇都宮市 宿郷１－６－７　コーポ三鈴１Ｆ 飲食店 JS-0003-0197

和食処 味彩 宇都宮市 宿郷１－６－７　コーポ三鈴１Ｆ－１３　 飲食店 ZN-0002-5415

富乃家 宇都宮市 宿郷２－１０－１３　ＴＭＴビル１０３　 飲食店 ZN-0001-2607

ラ・シェネガ 宇都宮市 宿郷２－８－６　　 飲食店 ZN-0002-4149

居酒屋ふくわうち 宇都宮市 宿郷３－２２－６ 飲食店 JS-0000-4606

CAFEU 宇都宮市 宿郷５－２７－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0005-9942

トラットリア エッセ 宇都宮市 小幡２－７－５　 飲食店 SL-2000-6485

Happy3 宇都宮市 上横田町１３２９－５ 飲食店 JS-0002-4558

和食 登夢 宇都宮市 上欠町１１０３－１ 飲食店 JS-0002-2401
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鳥あえず 宇都宮市 上戸祭町２８３４－２６４　　 飲食店 ZN-0001-1126

ダイリン 宇都宮市 上戸祭町３０５２－４　　 飲食店 ZN-0001-1439

寿司割烹喜多八 宇都宮市 瑞穂１－１９－１０ 飲食店 JS-0005-2662

バル de Rocco 宇都宮市 雀の宮１－４－２３ 飲食店 JS-0002-8747

タイ料理の店メナム 宇都宮市 星が丘２－９－２５　　 飲食店 ZN-2000-0353

焼肉こうらい 宇都宮市 清原台１－５－１５　 飲食店 SL-2000-5840

洋めし 御茶呂 宇都宮市 清住１－１－１２ 飲食店 JS-0005-6425

NaomiOGAKI 宇都宮市 西１－１－２ 飲食店 JS-0002-3402

もつたじ 宇都宮市 西１－１－２ 飲食店 JS-0005-7039

ダブルセカンド 宇都宮市 西１－１－３　ユニオン通り１Ｆ 飲食店 JS-0002-6652

和食藤川 宇都宮市 西２－１－３ 飲食店 JS-0004-5318

創作和料理。みつわ 宇都宮市 西２－６－１３　　 飲食店 ZN-0001-0148

黒潮鮨 西川田店 宇都宮市 西川田町９１３－３　 飲食店 SL-2000-9555

ステーキ杣石井店 宇都宮市 石井町２７２４ 飲食店 JS-0004-3213

てん 宇都宮市 川田町１１７－３ 飲食店 JS-0004-6539

恵風の焼にく 宇都宮市 川田町３８－３ 飲食店 JS-0004-0960

サントゥール 宇都宮市 泉が丘２－１－１６　　 飲食店 ZN-0001-2296

ダイニングバーブルー 宇都宮市 泉町２－１１　　 飲食店 ZN-2000-0380

Bar 朋 宇都宮市 泉町２－１５　高塩ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1590

割烹ふじ井 宇都宮市 大曽２－９－３９　　 飲食店 ZN-0001-2306

fudancafe 宇都宮市 大通り１－１－３ 飲食店 JS-0004-3045

くつろぎダイニング 睦月 宇都宮市 大通り４－１－１３　第一浅野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3021

なかい 宇都宮市 池上町１－１　中央ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1453

にしのきょう禅 宇都宮市 池上町１－１０　ラシックビル１Ｆ東側　 飲食店 ZN-0001-1123

LE METRO 宇都宮市 池上町１－１１　ル・メトロ 飲食店 JS-0002-5592

ダイニングバースカット 宇都宮市 池上町１－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0188

旬の台所はたごや助六 宇都宮市 池上町１－６　　 飲食店 ZN-0001-0801

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 JS-0004-1538

しもつけ実生 宇都宮市 池上町３－４ 飲食店 JS-0003-1429

和匠 林栄門 宇都宮市 池上町４－２２　ヨシザワビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9360

イタリアンバル PEGASO 宇都宮市 池上町４－４ 飲食店 JS-0002-7999

みや御苑 済生会前店 宇都宮市 竹林町８６１－１ 飲食店 JS-0002-9067

ルシファー 宇都宮市 中央１－３－８ 飲食店 JS-0004-0412

風見鶏 宇都宮市 中央１－６－９　 飲食店 SL-2000-4408

居心家 TOMOE 宇都宮市 中央２－１－８　旭ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7343

金治 宇都宮市 中央２－２－３ 飲食店 JS-0004-9456

てっぱん焼きわん温 one 宇都宮市 中央２－５－１２ 飲食店 JS-0005-9714

葵本店 宇都宮市 中央５－１－１２ 飲食店 JS-0001-4522

ビストロジジ 宇都宮市 中央５－１６－１４ 飲食店 JS-0002-6654

極 存じやす 宇都宮市 中央５－３－５ 飲食店 JS-0002-5213

ステーキ＆ワイン存じやす 宇都宮市 中央５－９－２ 飲食店 JS-0002-5212

デリカゾンジヤス 宇都宮市 中央５－９－２ 飲食店 JS-0003-5382

炭キュイジィーヌ Toshi 宇都宮市 中戸祭町８２６－７ 飲食店 JS-0003-1451

TAMURO 酔家 宇都宮市 中戸祭町８２８－１２ 飲食店 JS-0003-0202
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肴菜楽水 宇都宮市 中今泉１－１８－１０　ヴァルトベルク２－１Ｆ 飲食店 JS-0003-9184

有限会社やまと鮨 宇都宮市 中今泉２－１－９　 飲食店 SL-2000-6379

イル リストランティーノ 宇都宮市 中今泉３－１３－１３　ベルコリーナ１０６ 飲食店 JS-0000-0248

けせもい 宇都宮市 仲町３－１９　宇都宮ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6872

星ノ雫 宇都宮市 鶴田町１９９８－５　菖蒲苑マンション１０２　 飲食店 ZN-0002-2144

みや御苑 鶴田本店 宇都宮市 鶴田町５０５－１５ 飲食店 JS-0002-9358

ムナカタ 宇都宮市 伝馬町２－６　　 飲食店 ZN-0002-4042

ほっこり酒場亜もん 江曽島店 宇都宮市 東原町８－３６　小平ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6106

焼肉栄養センター 宇都宮市 東今泉２－３－１７ 飲食店 JS-0005-6529

ふらり酔家 宇都宮市 東宿郷１－３－６ 飲食店 JS-0003-0201

ニッポンバール HACHITORA 宇都宮市 東宿郷１－４－１　ダイワロイネットホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0507

ダイニング藤咲 宇都宮市 東宿郷１－６－８　　 飲食店 ZN-0002-5067

焼肉亭 宇都宮市 東宿郷２－１０－１０　　 飲食店 ZN-0002-3252

遼順茶楼 宇都宮市 東宿郷２－１０－１２ 飲食店 JS-0004-3732

ビストロキヨシ 宇都宮市 東宿郷２－１０－３　生沼ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1436

てじ家 宇都宮市 東宿郷２－１１－１ 飲食店 JS-0005-8071

ENVY 宇都宮市 東宿郷２－１１－２　泉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6881

居酒屋 漁場 宇都宮市 東宿郷２－１２－１　交通パーキングビル　 飲食店 ZN-0002-4013

こだわりの鶏炭焼き つくね亭 東口店 宇都宮市 東宿郷２－１４－３　ムーンガーデン１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2670

串や 天草 宇都宮市 東宿郷２－１４－４　フォーチュナインホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2497

あまくさ宇都宮店 宇都宮市 東宿郷２－１４－４　フォーチュナインホテル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1194

居酒屋一信 宇都宮市 東宿郷２－１４－５ 飲食店 JS-0003-7421

福炒家 宇都宮市 東宿郷２－１－７ 飲食店 JS-0003-6136

居酒屋 竜鳳 宇都宮市 東宿郷２－１７－１０ 飲食店 JS-0002-9938

やきそば鈴や 宇都宮市 東宿郷２－２－７ 飲食店 JS-0005-2207

居酒屋 猪八海 宇都宮市 東宿郷２－３－６ 飲食店 JS-0004-6877

Ken’s だいにんぐ 宇都宮市 東宿郷２－３－６　７Ｆ 飲食店 JS-0003-7205

漁石 宇都宮市 東宿郷２－５－１７　小川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0752

クシヤキバル LAZO ～ラゾ～ 宇都宮市 東宿郷２－５－２４ 飲食店 JS-0002-6009

タイ料理メナム駅東店 宇都宮市 東宿郷２－７－９　　 飲食店 ZN-0002-7958

弥生 宇都宮市 東宿郷３－１２－１０　　 飲食店 ZN-0002-8097

旬彩酒肴いろは 宇都宮市 東宿郷３－２－５　コーポルベーレ１Ｆ－５－２　 飲食店 ZN-2000-6006

モンゴル料理元気ラム 宇都宮市 東宿郷４－２－７　フリーデンハイム１０３号室 飲食店 JS-0004-1403

フリーフライト 宇都宮市 東宿郷４－４－６　ＦＦビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2048

SAKUJIROU 宇都宮市 東宿郷４－５－１１　ソーラーハイツあづさ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3235

Dream Forest 宇都宮市 東宿郷５－４－１ 飲食店 JS-0003-6580

個室居酒屋 NAGOMIYA 宇都宮市 東塙田２－２－１９ 飲食店 JS-0004-1247

アドベンチャーダイニング ブーン 宇都宮市 東峰町３５８７－３４ 飲食店 JS-0002-4160

宇都宮餃子さつき 宇都宮市 徳次郎町１９０－４ 飲食店 SL-2000-0069

五感で楽しむ 日本料理 花ゆず 宇都宮市 南一の沢町２－３４　 飲食店 SL-2000-2187

VAL’sBAR 宇都宮市 二荒町５－１８　ロイヤルマンションＡ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1422

トリケラトプス 宇都宮市 二荒町９－４　渋田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-5783

BistroUENONiban 宇都宮市 二番町１－２４　　 飲食店 PK-0000-0099

炙りや八兵衛本店 宇都宮市 馬場通り１－１－６　鱒渕ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1777
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GINZA YATAI BAR 宇都宮市 馬場通り３－１－１７　ＳＴＭ２ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-3268

居酒屋 心 宇都宮市 馬場通り３－３－３　ナインローズ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1539

割烹柏 宇都宮市 馬場通り３－４－９　　 飲食店 ZN-0001-2658

晴吉 宇都宮市 八千代１－１４－２６ 飲食店 JS-0005-3533

やきとり家竜鳳塙田店 宇都宮市 塙田１－３－１５　チロリビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4642

里の香 宇都宮市 塙田１－３－１９ 飲食店 JS-0002-8532

たけひろ 宇都宮市 塙田２－２－８ 飲食店 JS-0002-9749

韓国料理ハノク 宇都宮市 不動前３－１－２２－１Ｆ 飲食店 JS-0002-7765

S．K．M．Dining 宇都宮市 平松本町１１０９－１　ソレイユガーデン１Ｆ 飲食店 SL-2001-0023

麺道花の杜 宇都宮市 峰１－１３－１７ 飲食店 JS-0005-2472

満山紅 宇都宮市 峰２－４－１ 飲食店 JS-0005-8384

Restaurantkakurai 宇都宮市 北一の沢町４－１０　ジュネスガーデン１０３ 飲食店 JS-0005-5679

居酒屋きず菜 宇都宮市 本町１２－３１　びぜんや栗原ビル１Ｆ－１　 飲食店 ZN-2000-4046

ステーキジャンキー 宇都宮市 本町１３－１５ 飲食店 JS-0003-8605

玄遊亭 宇都宮市 本町１－４　いろはビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1904

やまき 宇都宮市 本町４－１２　虎屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-0730

鮨四季の味しおん 宇都宮市 本町４－１２　虎屋ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1115

もつ鍋串焼き山喜本店 宇都宮市 本町４－１２　虎屋ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2887

居酒屋さん夢しずく 宇都宮市 本町６－１　大野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7987

備鳥 宇都宮市 本町６－９ 飲食店 JS-0002-8114

KAMAGAWABARRACK 宇都宮市 本町８－１６ 飲食店 JS-0001-9308

芙籠 宇都宮市 本町９－４　石ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8366

ステーキハウス杣 宇都宮市 野高谷町１１５２ 飲食店 JS-0000-8058

Regalo 宇都宮市 陽東５－３２－１　ホテルデルソル内１１Ｆ 飲食店 JS-0001-0318

炭火焼和牛ホルモンみらい 宇都宮市 陽東８－８－２７ 飲食店 JS-0001-3515

小籠包ガーデン大地 宇都宮市 陽東８－９－４１ 飲食店 JS-0005-9966

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 JS-0003-2061

はなだ 宇都宮市 簗瀬町８５５ 飲食店 JS-0004-9229

茶寮 やすの 宇都宮市 鐺山町２０４４－１　 飲食店 SL-2000-6050

bridge 宇都宮市 インターパーク１－１－３ ショッピング JS-0005-7308

GORGE 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１Ｆ ショッピング JS-0000-6827

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 JS-0006-0123

二木ゴルフ 宇都宮インターパーク店 宇都宮市 インターパーク４－８－７　 ショッピング AX-2000-0067

LAMUDA bodymakeclub 宇都宮市 駅前通り３－４－５ ショッピング JS-0002-9056

paleo 宇都宮市 駅前通り３－９－１２ ショッピング JS-0003-6818

カトレア薬局 宇都宮市 屋板町１３２－８ ショッピング JS-0005-2659

丸商タイヤ 宇都宮市 下栗町１５７３－１０ ショッピング JS-0000-1189

関口酒店 宇都宮市 下栗町６９８－１１　 ショッピング SL-2000-6309

ル コフレ 宇都宮市 下戸祭２－１５－１３ ショッピング JS-0005-6654

日光山荘 宇都宮市 下小倉町１３１２ ショッピング JS-0004-9064

カワサキプラザ宇都宮北 宇都宮市 下川俣町２７８－１ ショッピング JS-0005-3642

ガレージ エス トラスト 宇都宮市 海道町８１６－１３ ショッピング JS-0005-6168

マライカバザール 宇都宮店 宇都宮市 岩曽町１３２６－１ ショッピング JS-0005-6078

マライカバザール 宇都宮店カフェ 宇都宮市 岩曽町１３２６－１ ショッピング JS-0005-6095
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有限会社 希羅々 宇都宮市 岩曽町７５８－９　 ショッピング SL-2000-3691

ギャラリー壷琳 宇都宮市 吉野２－１－６ ショッピング JS-0005-4917

有限会社西海薬局 宇都宮市 宮本町１８－１０ ショッピング JS-0005-7495

はなまつり 駅東店 宇都宮市 元今泉４－１－１４ ショッピング JS-0005-1327

晴れ着の丸昌宇都宮店 宇都宮市 戸祭町３００３　　 ショッピング ZN-0001-2552

パティスリーたん．ぷる．たん． 宇都宮市 江曽島３－２５８４－２７ ショッピング JS-0004-3809

arkfrola 宇都宮市 江曽島本町１３－３ ショッピング JS-0005-5002

みどりや アピタ店 宇都宮市 江曽島本町２２－７　アピタ１Ｆ　 ショッピング SL-2001-0617

ART PLAZA 宇都宮市 江野町１０－１　ＡＲＴＰＬＡＺＡ１Ｆ ショッピング JS-0002-3858

プルミエールサンス 宇都宮市 江野町７－１　かねこやビル３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9295

花久 オリオン通り店 宇都宮市 江野町７－３ ショッピング JS-0003-0172

セブンビューティー雀宮店 宇都宮市 高砂町２０－２ ショッピング JS-0003-6212

モンハイム洋菓子店 宇都宮市 今宮１－１６－２１ ショッピング JS-0004-8513

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 ショッピング JS-0003-3989

日興宇都宮店 宇都宮市 山本１－３２－３２ ショッピング JS-0003-8039

マナコンタクト 宇都宮市 若草３－１－１５ ショッピング JS-0002-2264

ラディエンスソース 宇都宮市 若草３－１３－２６ ショッピング JS-0005-2222

さとう接骨院 宇都宮市 若草３－１３－２６ ショッピング JS-0005-7823

三番館みどりや 宇都宮市 宿郷３－１６－７　 ショッピング SL-2001-0616

ハンナ 宇都宮市 松が峰２－７－１７ ショッピング JS-0000-8846

二木ゴルフ 宇都宮北店 宇都宮市 上戸祭町４５５－６　 ショッピング AX-2000-0045

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 JS-0002-4308

ツナカワサイクル 宇都宮市 城東１－１２－１４ ショッピング JS-0002-4187

YARD － UP 宇都宮市 新町２－７－４ ショッピング JS-0004-5831

合資会社大和屋商店 宇都宮市 星が丘１－８－１３ ショッピング JS-0003-5792

saihi 宇都宮市 西３－３－１０　２Ｆ ショッピング SL-2000-5949

SK ゴルフ 宇都宮市 西刑部町１９５１－１ ショッピング JS-0003-2826

オーエド 宇都宮市 西刑部町２７４１－３ ショッピング JS-0002-2588

ピットイン R 宇都宮市 石井町１５４８ ショッピング JS-0001-9373

有限会社グリーンワールドカスヤ 宇都宮市 石井町３３７３－１ ショッピング JS-0004-7322

土川薬局 宇都宮市 泉が丘６－１１－２ ショッピング JS-0005-5110

お弁当倶楽部。みつわ 宇都宮市 操町２－２３　 ショッピング ZN-2000-2743

玉屋硝子店 宇都宮市 大寛１－１－８　　 ショッピング PK-0000-8766

OYAMUSEUMROCKSIDEMAR 宇都宮市 大谷町９０９ ショッピング JS-0004-5065

KIMONO しゃなり 宇都宮市 大通り１－１－１９ ショッピング SL-2000-1953

ホビージャック 宇都宮市 竹林町４８３－３　 ショッピング SL-2000-4521

オーハシスポーツ 宇都宮市 竹林町８９５ ショッピング JS-0004-6971

Naps ！ 宇都宮市 中央５－６－４ ショッピング JS-0001-1619

株式会社アシスティ 宇都宮市 中岡本町２８４０－１ ショッピング JS-0004-7875

HANA MENTAL 宇都宮市 中岡本町２９７７－１４ ショッピング JS-0003-2564

栗のわかやま 宇都宮市 中戸祭１－１３－２３　　 ショッピング ZN-2000-6538

タックルショップ R 宇都宮市 中今泉１－２１－１２　Ｔビル１０１ ショッピング JS-0000-5894

にじいろ薬局 宇都宮市 鶴田２－３８－３６ ショッピング JS-0005-2812

GRAIZ 宇都宮店 宇都宮市 伝馬町２－２６ ショッピング JS-0004-7121
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Cafebleu 宇都宮市 砥上町３４３－４ ショッピング JS-0004-0755

プロピア宇都宮 宇都宮市 東宿郷１－４－９　ＭＫビル５Ｆ ショッピング JS-0004-1781

ALUBS 宇都宮市 二荒町５－４　アルフォンスビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5342

栃木リキュール 宇都宮市 二荒町９－１１　ＫＲＢ ショッピング SL-2000-7998

みどりや本店 宇都宮市 馬場通り４－２－１１　 ショッピング SL-2001-0615

SONAR 宇都宮市 塙田３－５－２４　田村ビル６Ｆ ショッピング JS-0001-7581

オートクローバー 宇都宮市 板戸町１０４５－３　　 ショッピング ZN-2000-3865

有限会社ティエスオート 宇都宮市 平出町３５３８－５ ショッピング JS-0004-8351

にいくに時計店 宇都宮市 峰１－１５－８　 ショッピング SL-2000-7103

シューズセンターイケダ峰店 宇都宮市 峰４－２０－７ ショッピング JS-0003-3298

マミーショップ Y ＆ Y 宇都宮市 北一の沢町１６－７ ショッピング JS-0005-3876

Patisserie Bon 宇都宮市 北若松原１－１２－３８ ショッピング JS-0004-2411

チバコーヒー 宇都宮市 陽東３－７－２　 ショッピング SL-2000-9028

カズサヤ写真館 宇都宮市 陽東４－３－２７ ショッピング JS-0005-0761

Be ＆ Remix 宇都宮店 宇都宮市 陽東６－２－１　ベルモール２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1431

光産業株式会社 宇都宮市 簗瀬４－１７－８ ショッピング JS-0005-7862

ジャーダイビングクラブ宇都宮 宇都宮市 簗瀬町１９１０－１　バーデやなせ２０１　 ショッピング ZN-2000-4965

キングファミリー宇都宮簗瀬店 宇都宮市 簗瀬町１９８７－１ ショッピング JS-0005-0118

ライム薬局 宇都宮市 簗瀬町２５６１－７ ショッピング JS-0005-4279

有限会社ライト 宇都宮市 鐺山町１０６４－１ ショッピング JS-0002-8302

バイチャリ宇都宮ファクトリーストア 宇都宮市 インターパーク６－２－９　　 サービス ZN-0001-2935

ウィズ美容室みどり野店 宇都宮市 みどり野７－７ サービス JS-0005-8062

HAIRSALON QsQs 宇都宮市 ゆいの杜６－１５－４７ サービス JS-0001-8630

ARIA 宇都宮市 栄町６－１５　赤羽ハイツ中央店舗 サービス JS-0004-5173

らく楽 宇都宮市 駅前通り３－４－１３　森下ビル４Ｆ サービス JS-0005-7720

（有）スティンクス W・G・C 宇都宮市 屋板町５７８－１２５ サービス JS-0002-5494

有限会社北山自動車商会 宇都宮市 下岡本町３７２５－１ サービス JS-0003-8726

ウィズ美容室やな瀬店 宇都宮市 下栗１－２１－５ サービス JS-0005-8000

ロジール 宇都宮市 下栗町２２８１－２　秀中ビル－Ａ サービス JS-0002-5350

とちのき薬局下栗店 宇都宮市 下栗町２９３５－３ サービス JS-0001-8434

株式会社 PROX 宇都宮市 下栗町６９７－１３ サービス JS-0005-4918

AFFECTION 宇都宮市 菊水町１４－１７　高瀬ビル２Ｂ　 サービス SL-2000-0160

ロノ アンジュ 宇都宮市 元今泉３－２－６　１Ｆ サービス JS-0000-2341

ブルブ 宇都宮市 元今泉４－８－１４　比護ビル１Ｆ サービス JS-0000-5487

aria 元今泉店 宇都宮市 元今泉７－３－５ サービス JS-0004-5005

hairsalon que 宇都宮市 御幸ケ原町３６－１４ サービス SL-2000-9048

COLOURJACQUES 御幸ヶ原 宇都宮市 御幸ヶ原町５０－１　ヨークベニマル内 サービス JS-0005-6880

TOKYOYoshi つね 宇都宮市 御幸ヶ原町５９－１２　　 サービス ZN-0001-2578

整体・整骨院来恩 Lion 宇都宮市 御幸ヶ原町８４－２０　レジデンス御幸ヶ原１－Ｂ サービス JS-0004-6904

ひろゆき美容室 宇都宮市 御幸町２９５　 サービス SL-2000-2013

hair’sAmble 宇都宮市 御幸本町４８７０－６８ サービス JS-0001-0676

飯塚動物病院 宇都宮市 江曽島４－１１１１－２ サービス JS-0001-0277

DIP’S 宇都宮市 江曽島５－１－７　ダブルエッジビル１Ｆ　 サービス SL-2000-1117

キャリーアイズ 宇都宮店 宇都宮市 江曽島町１４１２－１０　集ビル２Ｆ サービス JS-0002-0568
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リボルト宇都宮 宇都宮市 江曽島町１４２８－１ サービス JS-0004-2957

クリーニングみつぼし アピタ宇都宮店 宇都宮市 江曽島本町２２－７ サービス JS-0005-4295

INFINI 宇都宮市 高砂町２４－１２ サービス JS-0005-3992

クリーニングミツボシ福田屋ショッピングプ 宇都宮市 今泉町２３７ サービス JS-0005-4296

dogsalon MOFF 宇都宮市 今泉町２５４３－１５５ サービス JS-0002-1763

ATOLL 宇都宮市 今泉町３６５　ＦＬＡＴＯＣ１０５ サービス JS-0005-3993

アクセルエルヴェ砂田店 宇都宮市 砂田町３１８－１０ サービス JS-0001-6629

HairCreationExperien 宇都宮市 細谷町７９０－６ サービス JS-0000-1671

HairdesignD． 宇都宮市 若松原１－１１－４７ サービス JS-0003-5832

J ネットレンタカー 宇都宮若松原店 宇都宮市 若松原１－３－１５　東京オート若松原店内 サービス JS-0001-2144

ヘアメイクピトゥサ 宇都宮市 若草５－１－７　 サービス SL-2000-0630

ニコニコレンタカー宇都宮宿郷一丁目店 宇都宮市 宿郷１－１９－１７ サービス JS-0004-3530

CORE － de　la　mer － 宇都宮市 上桑島町１３１１－１５　　 サービス PK-0000-7845

トライフォ－ス 宇都宮市 上桑島町１３６６　　 サービス PK-0000-9130

上戸祭整骨院 宇都宮市 上戸祭４－９－１１　ｃｅｎｔｕｒｙ上戸祭１Ｆ－Ｂ サービス JS-0004-3345

ととのえ処　とくとく 宇都宮市 上戸祭町６９６－３０　ＭＳハイツ１Ｆ　 サービス PK-0000-9153

VTGeyelash 宇都宮店 宇都宮市 上大曽町３９９－１ サービス JS-0004-6540

ミツボシヨークベニマル簗瀬店 宇都宮市 城東１－８－１３ サービス JS-0005-4297

美容室 KIRABIYA 宇都宮市 雀の宮５－２－４４ サービス JS-0005-5636

美容室バブシーン 宇都宮市 西１－３－２　ＹＳビル１Ｆ サービス JS-0001-9440

Adejio 宇都宮市 西原町１６５－２　ヒルズＭ１－８０３ サービス JS-0003-7063

B2Sugiura 宇都宮市 西川田５－２０－８ サービス JS-0005-0365

ヘアーメイク ジュニア 宇都宮市 西川田町１０２７－３７　 サービス SL-2000-1763

ミツボシたいらや石井店 宇都宮市 石井町２８００－５７ サービス JS-0005-4308

Ivory Hair Works 宇都宮市 石井町２９９２－１３　星野ビル１Ｆ サービス JS-0004-0542

美容室フォージン 宇都宮市 石井町３３７１－１ サービス JS-0005-6725

anticca 宇都宮市 石井町３４１２－８ サービス JS-0005-0451

VIVIDlink 川田店 宇都宮市 川田町１００１－１ サービス JS-0002-4771

Tiele 宇都宮市 川田町８１１－１　リベルテ５０２ サービス JS-0004-8321

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Ｂ１０２ サービス SL-2000-4137

Hair エーハイフン 宇都宮市 泉が丘２－６－１０ サービス JS-0003-8944

スタジオカワシマ 宇都宮市 泉が丘３－１０－５ サービス JS-0005-0693

arte 宇都宮市 大曽１－８－１０　阿子島ハイツ１Ｆ サービス JS-0002-1258

COLOURJACQUES 大曽 宇都宮市 大曽３－４－５　カルナ大曽２Ｆ サービス JS-0005-6871

ガッツレンタカー宇都宮店 宇都宮市 大通り５－３－４　斉藤テナント１Ｆ サービス JS-0002-9869

んまちの店 宇都宮市 池上町１－１ サービス JS-0005-8882

ヒロコ美容室 宇都宮市 池上町４－２０　　 サービス PK-0000-7897

とちのき薬局 竹林南店 宇都宮市 竹林町９８０－１ サービス JS-0002-7410

FLOWER 宇都宮市 中央本町３－１０ サービス JS-0005-0801

ナイス ビューティ クラブ 宇都宮市 中戸祭１－８－１０　 サービス SL-2000-3920

fu － ga 宇都宮市 中戸祭町８２８－１５　ホリデイスポーツクラブ内 サービス JS-0002-5282

有限会社平山自動車修理工場 宇都宮市 中今泉１－９－２８ サービス JS-0004-6974

oasis 宇都宮市 中今泉５－３７－６ サービス JS-0000-2528

ペットサロン ル・シアン 宇都宮 宇都宮市 伝馬町１ー８　 サービス SL-2000-5800
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chouette はりきゅう整骨院 宇都宮市 東宿郷４－２－７　フリーデンハイム１０２ サービス JS-0004-9491

chouette 宇都宮市 東宿郷４－２－７　フリーデンハイム２０１ サービス JS-0004-9453

小花クリーニング 宇都宮市 東宿郷６－８－２１ サービス JS-0003-0078

（株）富士屋硝子店宇都宮店 宇都宮市 東谷町１２１－１ サービス JS-0005-2410

美容室アンカー 宇都宮市 東町２０　コーポ鷹１Ｆ サービス JS-0005-5446

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 SL-2000-1760

ヘアアティース 宇都宮市 東峰町３０９３－３９ サービス JS-0002-4384

ドルチェ 宇都宮市 東簗瀬１－５－１０　オーシャン１０３ サービス JS-0002-7584

Vii’emu 宇都宮市 馬場通り３－４－１７　千手ハイツ１ＦＡ サービス JS-0005-1218

んやまの店 宇都宮市 富士見が丘１－１２－１ サービス JS-0005-8846

mishnail 宇都宮市 平松本町１２００－１ サービス JS-0002-5186

COLOURJACQUES 平松 宇都宮市 平松本町３４５－２ サービス JS-0005-6879

la belle vie 宇都宮市 平松本町３６６－２　ドリームタウンＴＡＫＡ２１２ サービス JS-0002-0391

S ー PRO 有限会社 宇都宮市 宝木町１－３５ サービス JS-0005-7429

MINTSECOND 宇都宮市 豊郷台２－２２－１０－Ｂ サービス JS-0004-1502

ミツボシミュゼ豊郷台店 宇都宮市 豊郷台２－８７ サービス JS-0005-4293

AQUA 宇都宮市 陽南３－４－１４ サービス JS-0005-4067

BRENDA 宇都宮市 簗瀬３－１５－３ サービス JS-0002-0668

NAGON STYLE 宇都宮市 簗瀬町１９３５－２ サービス SL-2000-8894

オートガレージ HARU 宇都宮市 鐺山町１７７９－３ サービス JS-0003-6963

バイオ 宇都宮市 本町１３－１７　Ｔレックスビル５Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-3004

パソコン 360 宇都宮市 インターパーク２－１５－１　アルメリーナＡ－１０３ その他 SL-2000-2793

はなぶさ 宇都宮市 今宮２－１４－９　 その他 SL-2000-1255

（有）佐藤電機 宇都宮市 桜３－５－１４　 その他 SL-2000-6897

ラブリーラビット 宇都宮市 若松原２－１－１７ その他 JS-0000-3761

姿川コピー 宇都宮市 鶴田町５０７－８　 その他 SL-2000-6102

リンゴ屋栃木宇都宮店 宇都宮市 陽東１－８－２１　クロカワハイツ１Ｆ その他 SL-2000-3655


