
宇都宮市 上乗せポイント対象加盟店⼀覧 ※2020年10⽉6⽇時点

※以下のお店は上乗せポイント対象外です。

アベイル、しまむら、シャンブル、バースデイ、すき家、ユニクロ、ココカラファイン、はま寿司、シャトレーゼ、バーガーキング、カクヤス、ビッグボーイ、タリーズコーヒー、

タイムズパーキング、ジョリーパスタ、ココス、⻄松屋、AOKI、ライトオン、なか卯、⾃動販売機

項番 加盟店名 住所

1 アイシティ 宇都宮インターパーク 宇都宮市インターパーク４丁目１－３ インターパークビレッジ１F

2 アイメガネ宇都宮錦店 宇都宮市錦３－９－１１  

3 藍屋 宇都宮今泉 宇都宮市元今泉3丁目15

4 ＩＳＬＡＮＤＳＴＯＮＥＣＯＦＦＥＥＲＯＡ 宇都宮市大谷町１１７２  

5 ＡＯＹＡＧＩ 宇都宮市下砥上町５６-８  

6 あさや 宇都宮市徳次郎町451-10

7 味の⺠芸 宇都宮帝京大前店 宇都宮市⻑岡町４７－１  

8 Ａｄｅｊｉｏ 宇都宮市⻄原町１６５－２ ヒルズＭ１－８０３  

9 アトリエ デコ 宇都宮市上⼾祭２４６－１ ハピネスソルファ１０３  

10 アトリエ マニ パリ 宇都宮市江曽島本町１２－６  

11 アトリエカラーブーケ 宇都宮市陽南３丁目１２-３０・２Ｆ  

12 アトリエＣｏｃｏ 宇都宮市鶴田２丁目５番２４号クレインズ２１-１Ｆ  

13 アニマルフレンド 宇都宮市岩曽町９０６－１  

14 アピタ 宇都宮店             宇都宮市江曽島本町２２－７                              

15 アミーゴ 宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町字折橋１８５０－１

16 アンジェリーク 宇都宮市二荒町５-４アルフォンスビル５階  

17 安楽亭 宇都宮鶴田町店 宇都宮市鶴田町１４１７－１                              

18 イエローハット 宇都宮南店 宇都宮市末広2-6-27

19 いきなりステーキ 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク４丁目１－２３－２アドバンスビル５Ｆ  

20 いきなりステーキ宇都宮⽵林店 宇都宮市⽵林町５４９－１  

21 いきなりステーキ宇都宮東簗瀬店 宇都宮市東簗瀬１丁目１－３  

22 池上精肉店 宇都宮市池上町３-８小平ビル１階  

23 居酒屋 ⻯鳳 宇都宮市東宿郷２丁目１７－１０  

24 石井街道サービスステーション 宇都宮市石井町１４７１番地５  

25 石井スポーツ 宇都宮今泉店 宇都宮市中今泉3-9-23

26 一軒め酒場 ＪＲ宇都宮駅東口店 宇都宮市東宿郷２丁目５－１３  

27 出光 セルフイン⻄川田 宇都宮市⻄川田町５２２－１  

28 出光 セルフ宇都宮細谷給油所 宇都宮市細谷町５４８  

29 出光 セルフ雀宮 宇都宮市高砂町１－５  

30 出光 セルフ帝京大前 宇都宮市 ⻑岡町 ８８－１  

31 出光 セルフ御幸 宇都宮市御幸本町４７３１－７  

32 イトーヨーカドー 宇都宮店 宇都宮市陽東６丁目２－１  

33 インディゴヴァンガレン 宇都宮市江野町１－１５  

34 ウィズ美容室みどり野店 宇都宮市みどり野７－７  

35 上野文具 宇都宮市池上町５－２  

36 上野文具インターパーク店 宇都宮市インターパーク６丁目１－１ ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店２Ｆ 

37 上野文具ＦＫＤ店 宇都宮市今泉町２３７ 福田屋ショッピングプラザ３Ｆ  

38 ウエルシア宇都宮今泉新町   宇都宮市今泉新町２６０－６  

39 ウエルシア宇都宮春日町店 宇都宮市春日町６８２  

40 ウエルシア宇都宮清原台    宇都宮市清原台１－１４－１  

41 ウエルシア宇都宮越⼾     宇都宮市越⼾３－１２－３  

42 ウエルシア宇都宮五代店 宇都宮市五代１丁目３－７  

43 ウエルシア宇都宮駒生店 宇都宮市駒生町１２９８－１  

44 ウエルシア宇都宮鶴田町店 宇都宮市鶴田町１８９ー１  

45 ウエルシア宇都宮テクノポリス 宇都宮市野高谷町１１０５  

46 ウエルシア宇都宮⼾祭     宇都宮市⼾祭町３０２２  

47 ウエルシア宇都宮⼾祭元町店 宇都宮市⼾祭元町１０ー７  

48 ウエルシア宇都宮花房     宇都宮市花房３－３－４７  

49 ウエルシア宇都宮兵庫塚店 宇都宮市兵庫塚町１７３－１  

50 ウエルシア宇都宮平松本町   宇都宮市平松本町１２１７－５  

51 ウエルシア宇都宮双葉     宇都宮市双葉３－１５－２  

52 ウエルシア宇都宮簗瀬２号店 宇都宮市簗瀬町２５６１－１他（未確定）  

53 ウエルシア宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町１８５０－１  

54 ⿂⺠宇都宮東口駅前店 宇都宮市東宿郷２－４－１ ホテルマイステイズ宇都宮１階

55 ⿂べい宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク３丁目４番７  

56 ⿂べい宇都宮ゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜６丁目１７番３１号  

57 ⿂べい上⼾祭店 宇都宮市上⼾祭１丁目４９５－２  

58 ⿂べい下川俣店 宇都宮市下川俣町２０６－２０２  

59 ⿂べい⻄川田店 宇都宮市⻄川田町９６２－４  

60 ⿂べい平松本町店 宇都宮市平松本町１２１６  

61 うさちゃんクリーニング 御幸本町店 宇都宮市御幸本町4732-24

62 うさちゃんクリーニング ヨークベニマル石井店 宇都宮市石井町３３５１－１                              

63 うさちゃんクリーニング ヨークベニマル⼾祭店 宇都宮市⼾祭元町１２－１１                              

64 うさちゃんクリーニング ヨークベニマル⻄川田店 宇都宮市⻄川田町９２０－２                              

65 うさちゃんクリーニング ヨークベニマル細谷店 宇都宮市細谷町３７５－２                              

66 うさちゃんクリーニング ヨークベニマル御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ヶ原５０－１                              

67 うさちゃんクリーニング ヨークベニマル若松原店 宇都宮市北若松原１－１３－１５                              

68 宇都宮インターパークロフト 宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤショッピングモール

69 宇都宮駅東調剤薬局 宇都宮市元今泉１丁目８－１  

70 宇都宮餃子館健太餃子店 宇都宮市駅前通り３丁目３－３  

71 宇都宮餃子館⻄口駅前中央店 宇都宮市駅前通り３丁目１－５  

72 宇都宮五代クラブ             宇都宮市五代１－３－６                              

73 宇都宮病院売店 宇都宮市下岡本町２１６０  

74 宇都宮ロフト 宇都宮市今泉町２３７福田屋ショッピングプラザ

75 うどんや 宇都宮市屋板町６８５  

76 Ｕｌｔｒａ ＣＵＢＥ ａｔ Ｉ 宇都宮市平松本町８０６-３  

77 運転代⾏ 欅 宇都宮市上田町９１９-２２  

78 ＢｉｒｔＨ 宇都宮市桜４丁目５－６  

79 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＩＰＳスタジアム    宇都宮市インターパーク４－２－３インターパークショッピングスタジアム             

80 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＩＰＳ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              

81 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ宇都宮下⼾祭       宇都宮市下⼾祭１－７－６                              
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82 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ宇都宮鶴田        宇都宮市鶴田町１２５１－１                              

83 ＥＮＥＯＳ（有）大森商事 田野ＳＳ 宇都宮市田野町７１６ー２  

84 ＥＮＥＯＳ 太陽鉱油新４号上三川インターＳＳ 太陽鉱油（株） 宇都宮市⻄刑部町字⻄原２７４５-１  

85 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ石井町店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市陽東７丁目３番１８号  

86 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ 宇都宮駅東口店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市元今泉４丁目１４ー２

87 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新駒生店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市駒生町１２８２  

88 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉が丘通り店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市越⼾１丁目７-８  

89 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフインターパーク宇都宮店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市インターパーク１丁目５番３  

90 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ宇都宮テクノポリス店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市ゆいの杜５-１４-７  

91 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ宇都宮⻄店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市⻄２-１-１０  

92 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ下栗店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市下栗町１６４４-１  

93 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ宝⽊店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市駒生町東高田 ３３６４-３７  

94 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ鶴田店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市鶴田町３０５３  

95 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ平出店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市陽東５-１２-２１  

96 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ平松店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市平松本町１１２１-１８  

97 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御幸ヶ原店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市下川俣町字二ツ塚 ４０９-３  

98 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフやなせ店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市東簗瀬１丁目２８-１  

99 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ外環鶴田店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市鶴田町３４９２-１１２  

100 ＥＮＥＯＳ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ⻄川田店 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア北関東カンパニー 宇都宮市⻄川田町９６２-１３  

101 ＥＮＥＯＳ 宇都宮南ＴＳ （株）ＥＮＥＯＳウイング 宇都宮市インターパーク６-３-１  

102 ＥＮＥＯＳ 中央石油販売株式会社 宇都宮ＳＳ 宇都宮市東横田町６３－１  

103 ＥＮＥＯＳ 國際油化株式会社 オブリステーション豊郷台 宇都宮市⻑岡町４－１  

104 ＥＮＥＯＳ 國際油化株式会社 オブリプラーザ桜通り 宇都宮市桜４－４－６  

105 ＥＮＥＯＳ 栃⽊石油株式会社 栃⽊石油 セルフ細谷ＳＳ 宇都宮市細谷町３８９  

106 ＥＮＥＯＳ 日星石油株式会社 ＤＤセルフ今宮ＳＳ 宇都宮市江曽島町１０３-１４  

107 ＥＮＥＯＳ 日星石油株式会社 ＤＤセルフ不動前ＳＳ 宇都宮市不動前２丁目２ー５１  

108 ＥＮＥＯＳ 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ ⼾祭店 宇都宮市中⼾祭町８６８ー１２  

109 ＥＮＥＯＳ 株式会社ヤマグチ アニマート柳田ＳＳ 宇都宮市柳田町５９２－１  

110 ＥＮＥＯＳ 株式会社ヤマグチ カーポート鶴田ＳＳ 宇都宮市鶴田町１６４３－１  

111 ＥＮＥＯＳ 株式会社ヤマグチ 下川俣ＳＳ 宇都宮市下川俣町３５７  

112 ＥＮＥＯＳ 両⽑丸善株式会社 セルフランド下栗 宇都宮市下栗１－１１－６  

113 大⼾屋 ＦＫＤインターパーク店      宇都宮市インターパーク６－１－１                              

114 おかもと薬局 宇都宮市下岡本町４０７４－２  

115 落合書店イトーヨーカドー店 宇都宮市陽東６丁目２－１ イトーヨーカ堂２Ｆ  

116 落合書店 宝⽊店 宇都宮市宝⽊町１丁目３－１３５  

117 落合書店 トナリエ店 宇都宮市駅前通り１丁目４－６ トナリエ宇都宮５Ｆ  

118 落合書店プラス 宇都宮市睦町１－３５ 須賀学園内  

119 ⼄⼥屋 泉が丘店             宇都宮市越⼾１－１－４                              

120 オトワ 宇都宮市陽東５-１０-２８  

121 オフハウス 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク４－１－２

122 オフハウス 宇都宮駅東店 宇都宮市陽東５－３３－１

123 オフハウス 宇都宮環状鶴田店 宇都宮市鶴田町１２４９－１

124 オフハウス 宇都宮⼾祭店 宇都宮市上⼾祭町４５２－１

125 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  

126 オリオン餃子 宇都宮東口駅前店 宇都宮市東宿郷２－４－１ホテルマイステイズ１Ｆ 

127 ＯＲＩＯＮＧＹＯＺＡＢＡＲ宇都宮オリオン 宇都宮市曲師町２－１２ゆざわやビル１Ｆ 

128 温野菜 泉が丘店 宇都宮市泉が丘５丁目８－７  

129 温野菜 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク５丁目２－１

130 快活ＣＬＵＢ 宇都宮御幸ヶ原 宇都宮市下川俣町７８－６  

131 快活ＣＬＵＢ 宇都宮横田 宇都宮市上横田町１３０２－２２  

132 ガスト 宇都宮岩曽 宇都宮市岩曽町1335-1

133 ガスト 宇都宮インターパーク 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ6-5-1

134 ガスト 宇都宮江曽島 宇都宮市江曽島町1093-2

135 ガスト 宇都宮大学前 宇都宮市峰1丁目14-10

136 ガスト 宇都宮仲町 宇都宮市仲町1-20

137 ガスト 宇都宮簗瀬 宇都宮市東簗瀬1丁目5-25

138 カトレア薬局 宇都宮市屋板町１３２－８  

139 株式会社グリーンハウス 小野測器宇都宮 宇都宮市⻄川田2-4-13

140 ＣＡＦＥ Ｕ               宇都宮市宿郷５－２７－１４１Ｆ                              

141 Ｃａｆｅｂｌｅｕ 宇都宮市砥上町３４３－４  

142 がブリチキン宇都宮馬場通り店 宇都宮市馬場通り二丁目３番９号  

143 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 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-1-3

144 ＣＯＬＯＵＲＪＡＣＱＵＥＳ平松 宇都宮市平松本町３４５－２  

145 ＣＯＬＯＲＳ 宇都宮市下⼾祭２-１４-７  

146 からよし 宇都宮上横田 宇都宮市上横田町字下原1318-9

147 から好し 宇都宮鶴田 宇都宮市鶴田町1346-1

148 カルビ大将江曽島店 宇都宮市⻄川田町字上原931-8

149 ガレージオフ宇都宮⻄川田店 宇都宮市⻄川田本町３－１－１

150 カワチ薬品石井町店 宇都宮市石井町２８００－１５５  

151 カワチ薬品泉が丘店 宇都宮市泉が丘６丁目１－４５  

152 カワチ薬品一条店 宇都宮市旭２丁目１５－１６  

153 カワチ薬品今泉店 宇都宮市東今泉２丁目５－１１  

154 カワチ薬品岩曽店 宇都宮市岩曽町１３７７－３９  

155 カワチ薬品大曽店 宇都宮市大曽３丁目４－５  

156 カワチ薬品岡本店 宇都宮市下岡本町４５２９－１  

157 カワチ薬品上河内店 宇都宮市中⾥町２６９７－１  

158 カワチ薬品上三川インター店 宇都宮市インターパーク６丁目５－４  

159 カワチ薬品三の沢店 宇都宮市鶴田町１７４４－２９  

160 カワチ薬品鶴田北店 宇都宮市鶴田町字東原７２９－２  

161 カワチ薬品鶴田店 宇都宮市滝の原２丁目５－２６  

162 カワチ薬品⼾祭北店 宇都宮市上⼾祭町３００７－２  

163 カワチ薬品⼾祭店 宇都宮市上⼾祭２丁目１－１２  

164 カワチ薬品⻄川田店 宇都宮市⻄川田町８３１－１  

165 カワチ薬品針ヶ谷店 宇都宮市針ヶ谷町４７２－７  

166 カワチ薬品簗瀬店 宇都宮市東簗瀬１丁目６－１９  

167 カワチ薬品ゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜６丁目８－４  

168 カワチ薬品若松原店 宇都宮市北若松原１丁目１７－１７  

169 韓国料理ハノク 宇都宮市不動前３-１-２２-１Ｆ  
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170 喜久屋書店 宇都宮店 宇都宮市馬場通ﾘ2丁目3-12MEGAﾄﾞﾝｷ・ﾗﾊﾟｰｸ宇都宮5.6F

171 ⽊曽路 宇都宮店 宇都宮市⽵林町８９３－３  

172 喜多方ラーメン坂内 宇都宮店       宇都宮市北若松原１－１６－１３                              

173 キャプテン翼スタジアム宇都宮 宇都宮市馬場通り２-３-１２ＭＥＧＡドン・キホーテラパーク宇都宮店

174 キャンベル 宇都宮店 宇都宮市元今泉４丁目１９－１  

175 牛角 宇都宮中央店 宇都宮市本町１３－１７ Ｔレックスビル ２Ｆ  

176 牛角 宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町３４１１－３  

177 牛角 競輪場通り店 宇都宮市⼾祭町２０９３－２  

178 牛角 簗瀬店 宇都宮市簗瀬町１５２７－１  

179 牛角 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク４丁目１－２  

180 牛かつ なかい 宇都宮市東宿郷４丁目６-５・館野コーポ１Ｆ  

181 餃子の王将 宇都宮インターパークビレッジ 宇都宮市インターパーク４丁目１－３  

182 共創未来 宇都宮薬局（薬局共創未来）   宇都宮市陽南３－１２－３８                              

183 きらく伝馬町店 宇都宮市伝馬町４-２  

184 キングファミリー宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町１９８７－１  

185 クシタニ 宇都宮店 宇都宮市平松本町１１１２－２５  

186 串⿃ 東武宇都宮駅前店 宇都宮市江野町５－９ 篠原ビル  

187 クスリのアオキ 細谷店 宇都宮市細谷町687番地1

188 クスリのアオキ 鶴田店 宇都宮市鶴田町860番地

189 クスリのアオキ 元今泉店 宇都宮市元今泉3丁目22番8号

190 クスリのアオキ 平松本町店 宇都宮市都市計画事業宇都宮大学東南部第1⼟地区画整理事業60街区1画地2

191 クスリのアオキ 御幸ケ原店 宇都宮市御幸ケ原町217番地10

192 クスリのアオキ 宇都宮茂原店 宇都宮市茂原3丁目1002番地1 

193 クスリのアオキ 宝⽊店 宇都宮市細谷町711番地1

194 クリーニング専科 上⼾祭店 宇都宮市上⼾祭２丁目３－９ 雀屋Ｅ棟Ａ号室 店舗  

195 クリーニング専科 京町店 宇都宮市京町４２ほか  

196 クリーニング専科 下栗店 宇都宮市下栗町２３０２番１  

197 クリーニング専科 雀宮店 宇都宮市茂原１丁目１１９２  

198 クリーニング専科 鶴田店 宇都宮市鶴田町７３９－８  

199 クリーニング専科宇都宮越⼾店 宇都宮市越⼾町１４３－４  

200 クリーニングトミー 今宮店        宇都宮市今宮１－１６－１０                              

201 クリーニングトミー 滝谷店        宇都宮市滝谷町１－９                              

202 クリスタルジョイ宇都宮店 栃⽊県宇都宮市江野町３－９

203 栗の⽊薬局 宇都宮市下栗町１５０３－４  

204 グリンデルベルグ済生会北店 宇都宮市岩曽町７４３－１  

205 ケーズデンキ ベルモール宇都宮店 宇都宮市陽東6丁目5-31

206 ケーズデンキ インターパーク宇都宮店 宇都宮市インターパーク５丁目1番地6

207 ケーズデンキ 宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町 三ノ沢1153-1

208 ケアフーズプラザアールエス ＦＫＤ宇都宮 宇都宮市今泉町２３７ＦＫＤ宇都宮店１階

209 ケヤキ薬局 宇都宮市駒生町３３６７－１７６  

210 元気寿司東武店 宇都宮市江野町６－７  

211 コインランドリーピエロ３１６号御幸町店 宇都宮市御幸町２５８－６  

212 ＣｏＣｏ－ａｎｎｅʼ 宇都宮市インターパーク４丁目１－２  

213 ＣｏＣｏ壱番屋 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク２丁目１４－１  

214 ＣｏＣｏ壱番屋 宇都宮東簗瀬店 宇都宮市東簗瀬１丁目３８－２  

215 ＣｏＣｏ壱番屋宇都宮下川俣店 宇都宮市下川俣町２０６－１２２  

216 ＣｏＣｏ壱番屋宇都宮⻄原店 宇都宮市⻄原町５５０－３  

217 ＣｏＣｏ壱番屋 宇都宮峰店 宇都宮市峰１丁目２４－５  

218 コジマ ＮＥＷ宇都宮南店 宇都宮市宮の内2-806-1

219 コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店 宇都宮市今泉町2996-1

220 コジマ×ビックカメラ 駒生店 宇都宮市駒生町887-4

221 ｋｏｎｏｍｉ 宇都宮市飯田町２６１  

222 珈琲館 宇都宮店             宇都宮市上⼾祭２－３－１３                              

223 珈琲館 作新学院前店           宇都宮市鶴田町２１８０－３                              

224 珈琲問屋 宇都宮店 宇都宮市今泉４丁目１４－６  

225 コメダ珈琲店 宇都宮下⼾祭店 宇都宮市下⼾祭１丁目６－１  

226 コメダ珈琲店 宇都宮平松本町店 宇都宮市平松本町１１０９－４  

227 コメダ珈琲店 宇都宮みどり野店 宇都宮市みどり野町３６－２０  

228 ゴリデンタルクリニック 宇都宮市馬場通り４－１－１うつのみや表参道スクエア２Ｆ  

229 ザ・キッチン 銀座ライオン 東武宇都宮店 宇都宮市宮園町５－４ 東武宇都宮百貨店８Ｆ  

230 さとう接骨院 宇都宮市若草３丁目１３－２６

231 さかい珈琲宇都宮ゆいの杜店 宇都宮市野高谷町４２９－５  

232 サトーカメラ（株）本店 宇都宮市陽東３丁目２７－１５－１階  

233 サトーカメラ宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町１５５１  

234 サトーカメラ宇都宮細谷店 宇都宮市細谷１－６－２５  

235 サトーカメラ宇都宮屋簗瀬店 宇都宮市東簗瀬１－３４－３  

236 サブウェイ 宇都宮インターパーク 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ6-1-1 FKDｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店 1F

237 サブウェイ 宇都宮簗瀬 宇都宮市簗瀬町1592

238 ＺＡＲＡ 宇都宮インターパーク店     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                 

239 ｓａｌｕｔ︕宇都宮インターパークビレッジ 宇都宮市インターパーク４丁目１－３ １Ｆ  

240 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  

241 サンクリストフォロ 宇都宮市錦３-９-４  

242 サンドライ本店              宇都宮市みどり野町３８－１３                              

243 サンドラッグ 宇都宮石井店 宇都宮市石井町３３５１－１

244 サンドラッグ 若松原店 宇都宮市北若松原１－１４－１３

245 三番館みどりや 宇都宮市宿郷３丁目１６－７  

246 サンライズ御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ヶ原町５９－１１  

247 シーサイドリゾートアミューズメントパーク 宇都宮市睦町7-3

248 シェーキーズ福田屋ＳＰ宇都宮店 宇都宮市今泉２３７ 福田屋ショッピングプラ

249 七輪房 宇都宮宿郷店 宇都宮市宿郷３－１－１                              

250 七輪焼肉 安安 宇都宮店 宇都宮市江曽島町字新堀 1441-3

251 シバタ薬品住吉店 宇都宮市住吉町２０－８  

252 ジーベックビズ 宇都宮市簗瀬町２５０１－１ チェリーページョント  

253 ジーベックブリス 宇都宮市錦２丁目３－１  

254 下栗薬局 宇都宮市下栗町１－２１－１３  

255 しゃぶしゃぶどん亭宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町１３４８－１  

256 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丁目１－２  

257 しゃぶ葉 宇都宮⼾祭 宇都宮市上⼾祭町531
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258 しゃぶ゛葉 雀宮 宇都宮市宮の内4-190-10

259 ⾃遊空間 宇都宮上横田店         宇都宮市上横田町７７３－１                              

260 ⾃遊空間宇都宮オリオン通り店 宇都宮市曲師町５番１０  

261 ⾃遊空間宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町２７８  

262 ジョイフル宇都宮石井店 宇都宮市石井町字内野2793番地1

263 ジョイフル宇都宮岡本店 宇都宮市下岡本町4528番9

264 ジョイフル宇都宮越⼾店 宇都宮市越⼾1丁目16番1号

265 ジョイフル宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田1丁目9番5号

266 ジョイフル宇都宮テクノポリス店 宇都宮市ゆいの杜4丁目14番13号

267 ジョイフル宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町2520番1

268 庄や 宇都宮本店 宇都宮市駅前通り３－４－１３

269 庄や 雀宮店 宇都宮市雀の宮１－１９－２０

270 ショッピングモール ベルモール 宇都宮市陽東6-2-1

271 Ｊｏｉｅ ｄｅ Ｓｅｎｓ 宇都宮市⻑岡町１０７７ 宇都宮美術館内

272 ⽩⽊屋ＪＲ宇都宮⻄口駅前店 宇都宮市駅前通り１－５－２ ホテルサンルート宇都宮２階

273 株式会社シンエネコーポレーション エクスプレス宇都宮ＳＳ 宇都宮市若松原３－３－３  

274 新鮮食材キャッシュ＆キャリー昭和簗瀬支店 宇都宮市簗瀬町１９０５  

275 すし旬の味 久松 宇都宮市平出町１７７１-１  

276 すし華亭 宇都宮中央店 宇都宮市江野町１－１５  

277 すし華亭⻑岡店 宇都宮市⻑岡町４９４－１  

278 すし華亭簗瀬店 宇都宮市城東１丁目９－１７  

279 スタジオプリモ宇都宮店 宇都宮市曲師町2-8 宇都宮ﾌｪｽﾀB1

280 ステーキガスト 宇都宮鶴田 宇都宮市鶴田町免ﾉ内1525

281 ステーキ宮 宇都宮店 宇都宮市上⼾祭町519-15

282 ステーキ宮 越⼾店 宇都宮市越⼾町90-1

283 ステーキ宮 田下店 宇都宮市田下町145-1

284 ステーキ宮 鶴田店 宇都宮市鶴田町字前畑228-10

285 ステーキ宮 ⻄川田店 宇都宮市⻄川田町430-1

286 ステーキ宮 簗瀬店 宇都宮市東簗瀬1-36-5

287 スバルリビングショップ宇都宮本工場店 宇都宮市陽南１－１－１１ 富士重工業（株）

288 スバルリビングショップ南工場店 宇都宮市上横田町１４１８ 富士重工業（株）航空

289 スバルリビングショップ南第２工場店 宇都宮市宮の内２－８１０－４ 富士重工業（株

290 スマホスピタル宇都宮店 宇都宮市東宿郷１丁目４-５岸ビル３Ｆ  

291 駿河屋ＭＥＧＡドンキホーテラパーク宇都宮 宇都宮市馬場通り２－３－１２６Ｆ 

292 晴澄会 鷲谷病院 宇都宮市下荒針町３６１８

293 セオサイクル宇都宮店 宇都宮市東簗瀬１-２８-１７グリーンハーモニー１Ｆ  

294 セガワールド宇都宮 宇都宮市東宿郷5-1-7

295 セサミ薬局 泉町店            宇都宮市泉町１－２６                              

296 セサミ薬局 大通り店           宇都宮市大通り４－３－８                              

297 セサミ薬局 馬場通り店          宇都宮市馬場通り１－１－６                              

298 セサミ薬局 山本店            宇都宮市山本３－９－７                              

299 セブンイレブン宇都宮小幡 宇都宮市小幡２－６－１３  

300 セブンイレブン 宇都宮駅東口 宇都宮市東宿郷１丁目５－１  

301 セブンイレブン 宇都宮池上 宇都宮市泉町１番２０号  

302 セブンイレブン 河内中岡本 宇都宮市中岡本町２３９３－６  

303 セブンイレブン 宇都宮瑞穂野 宇都宮市瑞穂３ー２ー７  

304 セブンイレブン 宇都宮兵庫塚 宇都宮市兵庫塚１ー１３ー１  

305 セブンイレブン 宇都宮弥生 宇都宮市弥生１－８－１６  

306 セブンイレブン 宇都宮宝⽊本町 宇都宮市宝⽊本町１１４１－１１１  

307 セブンイレブン 宇都宮駅前 宇都宮市駅前通１ー５ー１  

308 セブンイレブン 南宇都宮 宇都宮市宮原１ー７ー１  

309 セブンイレブン 宇都宮簗瀬町 宇都宮市平松本町１１０８  

310 セブンイレブン 宇都宮森林公園⼊口 宇都宮市田野町字下河原７７２－２  

311 セブンイレブン 宇都宮鶴田三の沢 宇都宮市鶴田町２１２６ー１  

312 セブンイレブン 宇都宮双葉 宇都宮市双葉２－１－３  

313 セブンイレブン 宇都宮平出工業団地 宇都宮市平出町３６５５ー６  

314 セブンイレブン 宇都宮上⼾祭 宇都宮市野沢町３－３  

315 セブンイレブン 宇都宮東今泉 宇都宮市中今泉４丁目３０－６  

316 セブンイレブン 宇都宮清原台みなみ 宇都宮市清原台６－３－３  

317 セブンイレブン 宇都宮⻄２丁目 宇都宮市⻄２丁目４－３２  

318 セブンイレブン 宇都宮雀宮１丁目 宇都宮市雀の宮１－２２－２４  

319 セブンイレブン 河内⾦井台 宇都宮市下岡本町４５５８－３  

320 セブンイレブン 宇都宮若草 宇都宮市若草４－２５－４  

321 セブンイレブン 宇都宮簗瀬城東小前 宇都宮市城東１丁目５番１０号  

322 セブンイレブン 宇都宮岩曽町 宇都宮市岩曽町字枇杷橋９１８－１  

323 セブンイレブン 宇都宮陽東５丁目 宇都宮市陽東５丁目１５－２  

324 セブンイレブン 宇都宮上欠町 宇都宮市上欠町⻲岡台８０７－１  

325 セブンイレブン 上河内中⾥ 宇都宮市中⾥町２２５－１２  

326 セブンイレブン 宇都宮雀宮中 宇都宮市雀の宮２－１－１９  

327 セブンイレブン 宇都宮砥上南 宇都宮市砥上町字下海道下４３－１  

328 セブンイレブン 河内奈坪台 宇都宮市中岡本十面久保３７２０－２９  

329 セブンイレブン 河内下岡本 宇都宮市下岡本町４４１７－３  

330 セブンイレブン 宇都宮上籠谷 宇都宮市上籠谷町３５４９－４  

331 セブンイレブン 宇都宮平松バイパス 宇都宮市平松本町１２１９－１  

332 セブンイレブン 宇都宮末広 宇都宮市末広１ー２ー１６  

333 セブンイレブン 宇都宮環状線北 宇都宮市下川俣町字二ツ塚４２３－１  

334 セブンイレブン 宇都宮⻄川田２丁目 宇都宮市⻄川田２丁目２－３６  

335 セブンイレブン 宇都宮今宮 宇都宮市今宮２－２５１  

336 セブンイレブン 宇都宮鶴田バイパス 宇都宮市鶴田１－１０－３  

337 セブンイレブン 宇都宮一条 宇都宮市⻄３－１－１３  

338 セブンイレブン 宇都宮上田原 宇都宮市上田原町８８８－３  

339 セブンイレブン 宇都宮下栗新４号南 宇都宮市下栗町７０７－１  

340 セブンイレブン 宇都宮下田原 宇都宮市下田原字塚原１８６－３  

341 セブンイレブン 宇都宮中⼾祭 宇都宮市中⼾祭１－７－６  

342 セブンイレブン 宇都宮下荒針町 宇都宮市下荒針町３５７３－６  

343 セブンイレブン 宇都宮石井東 宇都宮市石井町２６２１－２  

344 セブンイレブン 宇都宮越⼾１丁目 宇都宮市越⼾１－７－１４  

345 セブンイレブン 宇都宮野沢 宇都宮市野沢町３２５－９  
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346 セブンイレブン 宇都宮御幸ケ原町 宇都宮市御幸ケ原町１２８ー３１  

347 セブンイレブン 宇都宮元今泉 宇都宮市元今泉２－６－１１  

348 セブンイレブン 宇都宮上⼾祭南 宇都宮市上⼾祭町４２２  

349 セブンイレブン 宇都宮平出バイパス 宇都宮市平出町１２７０－１  

350 セブンイレブン 宇都宮簗瀬中央 宇都宮市簗瀬町１５３３－２  

351 セブンイレブン 宇都宮清原台 宇都宮市清原台３－２８－７  

352 セブンイレブン 宇都宮陽南通り 宇都宮市江曽島本町２－６  

353 セブンイレブン 宇都宮さいわい 宇都宮市幸町１３－９  

354 セブンイレブン 宇都宮刈沼 宇都宮市ゆいの杜３丁目１番３５号  

355 セブンイレブン 宇都宮駒生運動公園前 宇都宮市鶴田町１９７６－１  

356 セブンイレブン 宇都宮岡本中央 宇都宮市下岡本町２１１５番地１４８  

357 セブンイレブン 宇都宮姿川 宇都宮市⻄川田町８０８－１  

358 セブンイレブン 宇都宮下平出 宇都宮市下平出町８８－１  

359 セブンイレブン 宇都宮一⾥南 宇都宮市台新田１－２－２２  

360 セブンイレブン 宇都宮川田町 宇都宮市川田町７８７－２４  

361 セブンイレブン 宇都宮御幸小学校前 宇都宮市御幸本町４６３３－２  

362 セブンイレブン 宇都宮若松原 宇都宮市若松原１丁目１２－１  

363 セブンイレブン 宇都宮東宿郷 宇都宮市東宿郷６－７－１８  

364 セブンイレブン 宇都宮下砥上 宇都宮市下砥上町１５１２－１  

365 セブンイレブン 宇都宮大工町 宇都宮市大通り２－３－１  

366 セブンイレブン 宇都宮⼾祭４丁目 宇都宮市⼾祭４丁目１６－２３  

367 セブンイレブン 宇都宮若松原２丁目 宇都宮市若松原２丁目１８－１５  

368 セブンイレブン 宇都宮⼾祭１丁目 宇都宮市⼾祭１丁目６番１２号  

369 セブンイレブン 宇都宮中今泉 宇都宮市中今泉３－２８－６  

370 セブンイレブン 宇都宮陽東８丁目 宇都宮市陽東８丁目１２番２号  

371 セブンイレブン 宇都宮細谷 宇都宮市細谷町６７８－４６  

372 セブンイレブン 宇都宮中⾥⻄ 宇都宮市中⾥町字高田１１３０－１  

373 セブンイレブン 宇都宮下⼾祭 宇都宮市下⼾祭２－４－７  

374 セブンイレブン 宇都宮ミツトヨ前 宇都宮市下栗町２３１３－２  

375 セブンイレブン 宇都宮岩曽東 宇都宮市岩曽町１３７７－７５  

376 セブンイレブン 宇都宮徳次郎 宇都宮市徳次郎町７３０－５  

377 セブンイレブン 宇都宮滝谷町 宇都宮市鶴田町３０３８－１  

378 セブンイレブン 宇都宮岡本４号バイパス 宇都宮市下岡本町字⿃居１４７３－１  

379 セブンイレブン 宇都宮若草３丁目 宇都宮市若草３－４－１５  

380 セブンイレブン 宇都宮下川俣 宇都宮市下川俣町２０６－４７１  

381 セブンイレブン 宇都宮一の沢 宇都宮市一の沢２－１８－６  

382 セブンイレブン 宇都宮東今泉２丁目 宇都宮市東今泉２－３－２０  

383 セブンイレブン 宇都宮山本１丁目 宇都宮市山本１丁目３番２５号  

384 セブンイレブン 宇都宮インターパーク⻄ 宇都宮市中島町芋内６３６－１７  

385 セブンイレブン 宇都宮滝の原 宇都宮市鶴田町３３９３－５  

386 セブンイレブン ＫＯＹＯ栃⽊県⽴がんセンター 宇都宮市陽南４－９－１３  

387 セブンイレブン 宇都宮平松本町 宇都宮市平松本町８２１－１３  

388 セブンイレブン 宇都宮上鶴田 宇都宮市鶴田町１２９１－１  

389 セブンイレブン 宇都宮石井南 宇都宮市石井町３２４３－９  

390 セブンイレブン 栃⽊県職員生協県庁 宇都宮市塙田１丁目１番２０号  

391 セブンイレブン 宇都宮屋板町 宇都宮市屋板町１０２６－３  

392 セブンイレブン 宇都宮馬場通り 宇都宮市馬場通り４－１－１  

393 セブンイレブン 宇都宮ゆいの杜北 宇都宮市ゆいの杜７－９－２  

394 セブンイレブン 宇都宮⻑岡百⽳ 宇都宮市⻑岡町大橋８９－３  

395 セブンイレブン 宇都宮石那田 宇都宮市石那田町１３５－１  

396 セブンイレブン 宇都宮テクノポリス 宇都宮市ゆいの杜８丁目１－５３  

397 セブンイレブン 宇都宮下栗平成通り 宇都宮市下栗町２９１７－１１  

398 セブンイレブン 下野⽩沢 宇都宮市⽩沢町５７８－１１  

399 セブンイレブン 宇都宮横川中学校前 宇都宮市屋板町字大塚前５７８－６２０  

400 セブンイレブン 宇都宮インターパーク 宇都宮市インターパーク１－２－１  

401 セブンイレブン 宇都宮砂田町 宇都宮市砂田町３１８－１  

402 セブンイレブン 宇都宮柳田町 宇都宮市柳田町１７５９－３  

403 セブンイレブン 宇都宮駅前通り３丁目 宇都宮市駅前通リ３丁目４－１７  

404 セブンイレブン 宇都宮平出東 宇都宮市平出町４０６６番３  

405 セブンイレブン 宇都宮鶴田中央 宇都宮市鶴田２丁目３８番２６号  

406 セブンイレブン 宇都宮陽東２丁目 宇都宮市陽東２丁目６－１  

407 セブンイレブン 宇都宮⻄ 宇都宮市駒生町１４０７－３６  

408 セブンイレブン 宇都宮宇商通り 宇都宮市大曽１－４－５  

409 セブンイレブン 宇都宮⽵林町 宇都宮市⽵林町字川端５５７－１  

410 セブンイレブン 宇都宮鐺山 宇都宮市鐺山町１７７８－１  

411 セブンイレブン 宇都宮田下町 宇都宮市田下町字宮坂１３３－１  

412 セブンイレブン 宇都宮問屋町 宇都宮市石井町３１４９－９  

413 セブンイレブン 宇都宮簗瀬１丁目 宇都宮市簗瀬１丁目３２－９  

414 セブンイレブン 宇都宮海道町 宇都宮市海道町８４－３  

415 セブンイレブン 宇都宮元今泉４丁目 宇都宮市元今泉４丁目１４番１２  

416 セブンイレブン 宇都宮東谷町 宇都宮市東谷町４９５－１  

417 セブンイレブン 宇都宮簗瀬市場前 宇都宮市簗瀬３－２１－１４  

418 仙台炭焼き牛たん 欅 宇都宮市御幸町６４－３

419 千年の宴ＪＲ宇都宮⻄口駅前店 宇都宮市駅前通り１－５－６ ⽩⽊屋ビルディング地下１階

420 千年の宴ホルモン宇都宮簗瀬町店 宇都宮市簗瀬町１６０６－１ フェドラＰアンドＤ宇都宮１階

421 そうごう薬局宇都宮中央店 宇都宮市二番町１－９  

422 そうごう薬局宇都宮店 宇都宮市⼾祭一－８番２１  

423 ソラリス 宇都宮市若草３-１-１０リステル⻄村２-１０２

424 ＴＵＲＱＵＯＩＳＥ／徳 宇都宮市下川俣町１４－３ ＰＯＲＵＳＣ棟  

425 タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 宇都宮市陽東６－２－１ ベルモール宇都宮２

426 だいまるストアー 双葉店 宇都宮市双葉3-8-3

427 たいらや 石井店 宇都宮市石井町2800-57

428 たいらや 泉が丘店 宇都宮市泉が丘1-17-16

429 たいらや 今泉新町店 宇都宮市今泉町2998-1

430 たいらや 岡本店 宇都宮市下岡本町1999-5

431 たいらや 川田店 宇都宮市川田町819

432 たいらや 城東店 宇都宮市城東1-1-17

433 たいらや 姿川店 宇都宮市⻄川田町1039-1
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434 たいらや 宝⽊店 宇都宮市宝⽊町1-25-1

435 たいらや 滝谷店 宇都宮市滝谷町19-8

436 たいらや ⻄川田店 宇都宮市⻄川田本町4-1-1

437 たいらや 緑店 宇都宮市緑1-11-32

438 たいらや 簗瀬平成通り店 宇都宮市簗瀬町1752-1

439 たいらや ゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜4-12-2

440 たいらや 若草店 宇都宮市若草4-21-3

441 ダイワロイネットホテル宇都宮 宇都宮市東宿郷1-4-1

442 タカキュー宇都宮ベルモール店 宇都宮市陽東６丁目－２－１ベルモール２  

443 タックルベリー 宇都宮店 宇都宮市台新田町159-1 ﾍﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞHI 1F-A

444 田中本店 宇都宮市江野町４－８  

445 種一 本店 宇都宮市二荒町２-６  

446 ＴＡＢＩＣＡＦＥ ＩＰＶ店 宇都宮市インターパーク４-１-３  

447 暖や 上⼾祭店 宇都宮市上⼾祭町519-2

448 たんや 練 宇都宮市インターパーク１－５－１

449 暖龍テクノポリス店 宇都宮市ゆいの杜５丁目８－４  

450 チバコーヒー 宇都宮市陽東３-７-２  

451 中央薬局 江曽島店 宇都宮市江曽島３－７８５－５  

452 中央薬局 鶴田店 宇都宮市鶴田町１４８３－１  

453 中央薬局 はりがや店 宇都宮市針ケ谷町５１７－８  

454 中央薬局 東峰店 宇都宮市東峰町３４４１－１５８  

455 中外製薬工業 宇都宮工場 社員食堂 宇都宮市清原工業団地16-3

456 チュチュアンナ 宇都宮インターパークビレ 宇都宮市インターパーク４－１－３宇都宮インターパークビレッジ                 

457 Ｃｈｉｌｌｉｎ 宇都宮市桜４丁目１３-１  

458 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮インターパーク店 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ1丁目3番地3

459 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮駅東口店 宇都宮市元今泉4-19-16

460 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮⽵林店 宇都宮市⽵林町549番地1

461 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮テクノ店 宇都宮市ゆいの杜4-1-39

462 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮⼾祭店 宇都宮市上⼾祭町365

463 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮東簗瀬店 宇都宮市東簗瀬1丁目41-3

464 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮南店 宇都宮市針ヶ谷町472番地7

465 ＴＳＵＴＡＹＡ 作新学院前店 宇都宮市⻄一の沢町2-1

466 ツルハドラッグ 宇都宮下田原店 宇都宮市下田原町１６９１－１  

467 ツルハドラッグ 宇都宮⽩沢店 宇都宮市⽩沢町児坂上２０１７－４５  

468 ツルハドラッグ 宇都宮宝⽊本町店 宇都宮市宝⽊本町１４８０－６  

469 ツルハドラッグ 宇都宮⼾祭店 宇都宮市⼾祭３丁目６番２号  

470 ツルハドラッグ 宇都宮野沢店 宇都宮市野沢町吉内５３－１  

471 ツルハドラッグ 宇都宮東宿郷店 宇都宮市東宿郷６丁目９番１７号  

472 ツルハドラッグ 宇都宮東峰町店 宇都宮市東峰町３４５１－１  

473 ツルハドラッグ 宇都宮平松本町店 宇都宮市平松本町１１３９－１  

474 ツルハドラッグ 宇都宮元今泉店 宇都宮市元今泉７丁目１ー５  

475 ツルハドラッグ 宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬１丁目１－１  

476 ツルハドラッグ 宇都宮陽東店 宇都宮市陽東２丁目１６番２５号  

477 つるやゴルフ 宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田3-18-5

478 デイリーヤマザキ 宇都宮 宇都宮市駅前通り   ３－９－１４ 

479 デイリーヤマザキ 宇都宮池上町 宇都宮市池上町４－２  

480 デイリーヤマザキ 宇都宮江野町 宇都宮市江野町７－１4

481 デイリーヤマザキ 那須野屋 宇都宮市富士⾒が丘３-52

482 ⼿塚商事上籠谷給油所 宇都宮市上籠谷町字下⻄原２９８６-１  

483 デニーズ 宇都宮元今泉店 宇都宮市元今泉３丁目３－１７  

484 デニーズ 宇都宮陽南店 宇都宮市江曽島町１２５１－４  

485 伝説のすた丼屋 宇都宮陽南店 宇都宮市江曽島町１２５１－３  

486 天ぷらてんやＦＫＤ宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク６－１－１ ＦＫＤショッピング

487 ＴＯＩＲＯ ｈａｉｒ×ｎａｉｌ 宇都宮市花房２丁目３-２８サンライフ花房１Ｆ  

488 東北⾃動⾞道大谷ＰＡ下 宇都宮市駒生町字久保田３０２１－５

489 東北⾃動⾞道大谷ＰＡ上 宇都宮市駒生町字道上３０１９－３

490 東北⾃動⾞道上河内ＳＡ下 宇都宮市今⾥町⾦山１１４９  

491 東北⾃動⾞道上河内ＳＡ上 宇都宮市今⾥町中丸１１４５  

492 ドミノ・ピザ 宇都宮宝⽊店        宇都宮市細谷町字下細谷７１５－１                              

493 ドミノ・ピザ宇都宮峰店          宇都宮市峰１－１－２８                              

494 ドミノピザ 宇都宮さつき店        宇都宮市さつき１－１－１                              

495 ドミノピザ 宇都宮⽩沢街道店       宇都宮市岩曽町１３９２－１０                              

496 ドミノピザ 宇都宮店           宇都宮市桜３－１－３稲葉ビル                              

497 ドラッグセイムス宇都宮東宝⽊店 宇都宮市東宝⽊町５－５５－５  

498 ドラッグセイムス宇都宮御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ヶ原町１４４－１  

499 ドラッグセイムス⻄川田店 宇都宮市若松原１丁目１１－３３１１－３３  

500 ドラッグセイムスみどり野店 宇都宮市みどり野町１５－６  

501 とり福 宇都宮市宮の内１－１７３－９

502 ドン・キホーテアピタ宇都宮店 宇都宮市江曽島本町２２番７号  

503 ドン・キホーテ宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町１５９０－６１５９０－６  

504 南海部品 宇都宮店 宇都宮市駒生町７９９－１

505 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丁目８－７  

506 二⽊ゴルフ 宇都宮北店 宇都宮市上⼾祭町４５５－６  

507 にじいろ薬局 宇都宮市鶴田２丁目３８－３６  

508 ⻄の森ゴルフパーク 宇都宮市駒生町１７８０－１  

509 日光山荘 宇都宮市下小倉町１３１２  

510 日本海庄や 宇都宮本店 宇都宮市東宿郷２－６－３

511 ＮＥＷ  ＷＡＬＫ 宇都宮市⻄川田５-２０-３  

512 寧々家 宇都宮駅東店 宇都宮市宿郷3-4-18

513 寧々家 宇都宮駅前店 宇都宮市駅前通り3-1-8 藤江ﾋﾞﾙ1F

514 寧々家 ⻄川田店 宇都宮市⻄川田本町3-25-31

515 農産直売所あぜみち 駅東店 宇都宮市中今泉２丁目１０－２３  

516 農産直売所あぜみち 上⼾祭店 宇都宮市上⼾祭町３０３１－３  

517 農産直売所あぜみち 滝の原店 宇都宮市滝の原３丁目１－１  

518 ハードオフ 宇都宮今泉店 宇都宮市今泉町２９９８－１

519 ハードオフ 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク４－１－２

520 ハードオフ 宇都宮駅東店 宇都宮市陽東５－３３－１

521 ハードオフ 宇都宮環状鶴田店 宇都宮市鶴田町１２４９－１
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522 ハードオフ ガレージオフ ⻄川田店 宇都宮市⻄川田本町３－１－１

523 バーミヤン 宇都宮明保野 宇都宮市明保野町40673

524 バーミヤン 宇都宮駒生 宇都宮市駒生町2-15-3

525 バーミヤン 宇都宮徳次郎 宇都宮市徳次郎町2256-9

526 バイチャリ宇都宮 宇都宮市インターパーク６-２-９  

527 パティズ＆クローバー 宇都宮市インターパーク４丁目１－３ インターパークショッピングビレッジＬ０６ 

528 はなだ 宇都宮市簗瀬町８５５  

529 はなまるうどん宇大前店 宇都宮市峰４－２３－１４  

530 はなまるうどん宇都宮大曽店 宇都宮市上大曽町３７１－１  

531 はなまるうどん宇都宮⻄原店 宇都宮市⻄原３丁目３番１７号  

532 ＢＡＶＩ 宇都宮市東宿郷６-７-１５テヅカビル１Ｆ  

533 Ｐ．Ｓ．ＦＡ 宇都宮店 宇都宮市砂田町８８インターパークショッピングビレッジ  

534 東口健太餃子館 宇都宮市東宿郷1ｰ9-1

535 東日本三菱⾃動⾞販売株式会社 宇都宮今泉 宇都宮市今泉町５３８－１                              

536 東日本三菱⾃動⾞販売株式会社 宇都宮簗瀬 宇都宮市簗瀬町２１１                              

537 ビッグエコー 宇都宮池上店 宇都宮市池上町3-11 丸井ﾋﾞﾙ

538 ビッグエコー 宇都宮二荒店 宇都宮市二荒町1-14

539 ビッグエコー 宇都宮本町大通り店 宇都宮市池上町2-5

540 びっくりドンキー 宇都宮東店 宇都宮市元今泉7-364-10

541 美容室フォージン 宇都宮市石井町３３７１－１  

542 美容プラージュ 宇都宮オリオン通り店 宇都宮市江野町７－５                              

543 美容プラージュ 宇都宮ベルモール前店 宇都宮市陽東６－１２－７２Ｆ                              

544 ファーコス薬局 ありす          宇都宮市上野町７００２－４                              

545 ファーコス薬局 くじら          宇都宮市松原２丁目７－２５番地                              

546 ファミリーマート 宇都宮一番町 宇都宮市一番町１番１号  

547 ファミリーマート 宇都宮今泉三丁目 宇都宮市今泉３丁目８８７番３  

548 ファミリーマート 宇都宮今泉新町 宇都宮市今泉新町８２－２  

549 ファミリーマート 宇都宮今泉町 宇都宮市元今泉三丁目２５番１０  

550 ファミリーマート 宇都宮岩曽 宇都宮市岩曽町６４４番４  

551 ファミリーマート 宇都宮インター 宇都宮市徳次郎町字高谷原７番１０他４筆  

552 ファミリーマート 宇都宮駅⻄口 宇都宮市駅前通り１丁目３番１号  

553 ファミリーマート 宇都宮駅東口 宇都宮市東宿郷二丁目２－１ビッグ・ビー スクエア  

554 ファミリーマート 宇都宮駅前 宇都宮市東宿郷２丁目４番１ホテルマイステイズ１階  

555 ファミリーマート 宇都宮江曽島 宇都宮市江曽島町１１４４－１０  

556 ファミリーマート 宇都宮上⼾祭町 宇都宮市上⼾祭町３３６番１  

557 ファミリーマート 宇都宮北若松原 宇都宮市北若松原２－１１－２１  

558 ファミリーマート 宇都宮越⼾三丁目 宇都宮市越⼾３丁目１４番３号  

559 ファミリーマート 宇都宮五代二丁目 宇都宮市五代二丁目３１番２７  

560 ファミリーマート 宇都宮鐺山町 宇都宮市鐺山町４９４－１  

561 ファミリーマート 宇都宮駒生 宇都宮市駒生町２４４２－７  

562 ファミリーマート 宇都宮桜二丁目 宇都宮市桜二丁目２番２５号  

563 ファミリーマート 宇都宮市文化会館前 宇都宮市菊水町１４－１４  

564 ファミリーマート 宇都宮下小倉 宇都宮市下小倉町５２８３番地３  

565 ファミリーマート 宇都宮下平出町 宇都宮市下平出町１８７番１他４筆  

566 ファミリーマート 宇都宮⽩沢 宇都宮市⽩沢町１８１０番地３４  

567 ファミリーマート 宇都宮大寛 宇都宮市大寛２丁目２－７  

568 ファミリーマート 宇都宮⽵下町 宇都宮市⽵下町３１３－１  

569 ファミリーマート 宇都宮⽵林⻄ 宇都宮市⽵林町３８０番１  

570 ファミリーマート 宇都宮⾠街道 宇都宮市平出町２３２１番４  

571 ファミリーマート 宇都宮田野町 宇都宮市田野町１６０番地６  

572 ファミリーマート 宇都宮中央三丁目 宇都宮市中央３－４－２６  

573 ファミリーマート 宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５－４５  

574 ファミリーマート 宇都宮⼾祭 宇都宮市⼾祭町３０３１－２  

575 ファミリーマート 宇都宮豊郷台 宇都宮市⻑岡町４５番地１  

576 ファミリーマート 宇都宮問屋町 宇都宮市石井町３３７７番１  

577 ファミリーマート 宇都宮⻄川田駅前 宇都宮市⻄川田本町二丁目１２９５番１１他７筆  

578 ファミリーマート 宇都宮⻄原三丁目 宇都宮市⻄原３丁目３番１７  

579 ファミリーマート 宇都宮塙田三丁目 宇都宮市塙田三丁目４番１４他１筆  

580 ファミリーマート 宇都宮東宿郷三丁目 宇都宮市東宿郷３丁目１番１号   

581 ファミリーマート 宇都宮東簗瀬 宇都宮市東簗瀬１丁目６－２８  

582 ファミリーマート 宇都宮東簗瀬一丁目 宇都宮市東簗瀬一丁目３６番１他１筆  

583 ファミリーマート 宇都宮日の出一丁目 宇都宮市日の出一丁目２番 他５筆  

584 ファミリーマート 宇都宮平出町 宇都宮市平出町３８６１番地１  

585 ファミリーマート 宇都宮細谷一丁目 宇都宮市細谷一丁目６番３５号  

586 ファミリーマート 宇都宮本町大通り 宇都宮市本町４番１１号下野新聞ビル１階  

587 ファミリーマート 宇都宮みどり野南 宇都宮市みどり野町３６番地２４  

588 ファミリーマート 宇都宮峰一丁目 宇都宮市峰一丁目１番２４号  

589 ファミリーマート 宇都宮睦町 宇都宮市桜５丁目３番７号  

590 ファミリーマート 宇都宮元今泉七丁目 宇都宮市元今泉七丁目１－２０  

591 ファミリーマート 宇都宮簗瀬四丁目 宇都宮市簗瀬４丁目２１番１２号  

592 ファミリーマート 清原テクノ 宇都宮市ゆいの杜４丁目１－４７  

593 ファミリーマート 子ども科学館前 宇都宮市⻄川田本町三丁目２４番２０号  

594 ファミリーマート 雀の宮七丁目 宇都宮市雀の宮７－１９－１４  

595 ファミリーマート ＴＳＵＴＡＹＡインター 宇都宮市インターパーク一丁目３－３  

596 ファミリーマート 東武宇都宮駅前 宇都宮市宮園町４番１号 東武宮園ビル１階  

597 ファミリーマート 宮環上⼾祭 宇都宮市上⼾祭町３０１４－３  

598 ファミリーマート 御幸ヶ原 宇都宮市御幸ヶ原町１１８－１  

599 ファミリーマート ゆいの杜五丁目 宇都宮市ゆいの杜５丁目１５－１  

600 ファミリーマート宇都宮駒生二丁目 宇都宮市駒生二丁目3番2号 

601 ファミリーマート宇都宮済生会病院前 宇都宮市⽵林町871-1 

602 ファミリーマート宇都宮下⾦井町 宇都宮市下⾦井町516番地7 

603 ファミリーマート宇都宮下⼾祭 宇都宮市下⼾祭二丁目8番1号 

604 ファミリーマート宇都宮砥上町 宇都宮市砥上町943-9  

605 ファミリーマート宇都宮徳次郎 宇都宮市新⾥町丙字熊野堂714-2  

606 ファミリーマート宇都宮中岡本町 宇都宮市中岡本町473番地5 

607 ファミリーマート宇都宮野沢 宇都宮市野沢町192-1 

608 ファミリーマート宇都宮羽牛田 宇都宮市羽牛田町35-6  

609 ファミリーマート宇都宮峰町 宇都宮市峰4-24-12  
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610 ファミリーマート宇都宮簗瀬中央 宇都宮市簗瀬町1852番地1 

611 ファミリーマート宇都宮簗瀬町 宇都宮市簗瀬町2562番  

612 ファミリーマート河内上田原 宇都宮市上田原町1477-1  

613 ファミリーマートのざわや屋板町 宇都宮市屋板町578-58  

614 芙籠 宇都宮市本町９－４ 石ビル１階  

615 フォーエル 宇都宮店 宇都宮市鶴田町３４９２－９  

616 福田屋 ショッピングプラザ宇都宮店    宇都宮市今泉町２３７                              

617 ふじた糖尿病内分泌内科クリニック 宇都宮市錦１丁目５６５－１  

618 フジドライ オータニ平松店 宇都宮市平松本町１０９－１

619 フジドライ コープ越⼾店 宇都宮市越⼾３－１２－９

620 フジドライ コープ鶴田店 宇都宮市鶴田町８６１

621 フジドライ 桜通松原店 宇都宮市松原２－２－１

622 フジドライ サンユー上河内店 宇都宮市中⾥町２２１－１

623 フジドライ サンユー奈坪店 宇都宮市中岡本町２９１９－４０

624 フジドライ たいらや今泉新町店 宇都宮市今泉新町２９９８－１

625 フジドライ たいらや宝⽊店 宇都宮市宝⽊町１－２５－１

626 フジドライ たいらや若草店 宇都宮市若草４－２１－３

627 フジドライ サンユー岩曽店 宇都宮市岩曽町１３６３-４  

628 フジドライ本社工場 宇都宮市平出工業団地４３番  

629 フジドライヨークベニマル針ヶ谷 宇都宮市針ケ谷町４７２-６  

630 不二家 宇都宮泉が丘店 宇都宮市泉が丘６丁目１１－９  

631 フタバ食品（株）上河内ＳＡ 宇都宮市今⾥町１１４９  

632 ＢＯＯＫＯＦＦ 宇都宮今泉店 宇都宮市今泉町２９９８－１ 

633 ＢＯＯＫＯＦＦ 宇都宮インターパーク 宇都宮市インターパーク４－１－２

634 ＢＯＯＫＯＦＦ 宇都宮環状鶴田 宇都宮市鶴田町１２４９－１ 

635 ＢＯＯＫＯＦＦ 宇都宮⽵林店 宇都宮市⽵林町５０６－２ 

636 ＢＯＯＫＯＦＦ 宇都宮⻄川田店 宇都宮市⻄川田本町３丁目１－１ 

637 ふとん巻きのジロー 宇都宮上⼾祭店 宇都宮市上⼾祭３０１５－１８  

638 ふとん巻きのジロー 宇都宮岩曽店 宇都宮市岩曽町３４－７  

639 ふとん巻きのジロー 宇都宮松原店 宇都宮市松原２－１－９  

640 ふとん巻きのジロー 宝⽊ 宇都宮市細谷宝⽊⼟地区画整理事業１街区１画地外  

641 ふとん巻きのジロー 平松本町 宇都宮市平松本町７５４  

642 ふとん巻きのジロー 茂原 宇都宮市茂原１丁目２－２３  

643 武平作 宇都宮若草店 宇都宮市若草５丁目１５－５  

644 プライム薬局たかさご店 宇都宮市南高砂町１１－２７  

645 フライングガーデン 下⼾祭店 宇都宮市下⼾祭２丁目１４－２  

646 フライングガーデン 下平出店 宇都宮市下平出町１６０－２  

647 フライングガーデン 豊郷台店 宇都宮市⻑岡町４６－１  

648 フライングガーデン 東簗瀬店 宇都宮市東簗瀬１丁目２８  

649 フライングガーデン 若松原店 宇都宮市若松原１丁目２－２７  

650 フライングガーデン 宇都宮ＩＰ 宇都宮市インターパーク１丁目２－３  

651 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                           

652 プラボ宇都宮店 宇都宮市簗瀬町1606-1 P＆Dﾋﾞﾙ

653 フランフラン 宇都宮ＩＰＳスタジアム店 宇都宮市砂田町６０７ インターパークビレッジ２  

654 フレッシュネスバーガー インターパーク 宇都宮市インターパーク４丁目１－３ インターパークショッピングビレッジ １階 

655 フレッシュネスバーガー 宇都宮 宇都宮市曲師町２－８ オリオン通りフェスタビル １階  

656 フレッシュネスバーガー ベルモール 宇都宮市陽東６丁目２－１Ｂｅｌｌｍａｌｌ １Ｆ  

657 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ Ｋｕｒｃｃａ 宇都宮市上⼾祭３-８-２９  

658 ヘアグリーングラス イトウ 宇都宮市若草３-１０-８  

659 ベーカリーペニーレイン岡本店 宇都宮市中岡本町３７１０－１４  

660 ベーカリーペニーレイン鶴田店 宇都宮市鶴田３丁目１－４  

661 ベーカリーペニーレイン東宿郷店 宇都宮市東宿郷６丁目９－１５  

662 ペットサロン ル・シアン 宇都宮市伝馬町１-８  

663 ペットワールドアミーゴ 宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町字折橋１８５０－１

664 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丁目３－１２ ＭＥＧＡドン・キホーテ１Ｆ  

665 Ｂｅｒｓｈｋａ 宇都宮インターパーク店  宇都宮市インターパーク６－１－１                              

666 ほっともっと 宇都宮泉が丘店 宇都宮市泉が丘５丁目５－９

667 ほっともっと 宇都宮今泉町店 宇都宮市元今泉３丁目１０番２１号

668 ほっともっと 宇都宮江曽島店 宇都宮市江曽島本町６－８

669 ほっともっと 宇都宮上⼾祭店 宇都宮市上⼾祭２－３３２－７

670 ほっともっと 宇都宮清原台店 宇都宮市清原台３－５－２４

671 ほっともっと 宇都宮鐺山店 宇都宮市鐺山町１７７９－２

672 ほっともっと 宇都宮駒生店 宇都宮市宝⽊町１丁目３－５

673 ほっともっと 宇都宮中央通り店 宇都宮市江野町９－４

674 ほっともっと 宇都宮富士⾒通り店 宇都宮市吉野２－１－２

675 ほっともっと 宇都宮みどり野町店 宇都宮市みどり野町３５

676 ほっともっと 宇都宮御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ケ原町１３２－６

677 ほっともっと 宇都宮茂原店 宇都宮市茂原１丁目３－３

678 ほっともっと 駅前大通り店 宇都宮市大通り２－４－７

679 ほっともっと 川田町店 宇都宮市川田町８３１－１

680 ほっともっと 河内町⾦井台店 宇都宮市下岡本町４５５２

681 ほっともっと 鶴田バイパス店 宇都宮市鶴田２－３９－３４

682 ほっともっと 横田新町店 宇都宮市横田新町３－５５

683 ポッポ 宇都宮店 宇都宮市陽東６丁目２－１ベルモール専門店内  

684 Ｂｏｄｉｅｓ トナリエ宇都宮スタジオ   宇都宮市駅前通り１－４－６ステーションパーク宇都宮３Ｆ

685 ホテルサンルート宇都宮 宇都宮市駅前通り1-5-2

686 ホテルリブマックス 宇都宮 宇都宮市宿郷3-21-15

687 ホテルルートイン 宇都宮 宇都宮市御幸町187―1

688 ホテルルートイン 宇都宮ゆいの杜 宇都宮市ゆいの杜1-2-88

689 ホビーオフ 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク４－１－２

690 ホワイト急便インターパーク店 宇都宮市インターパーク２-１５-１  

691 ホワイト急便オータニ鶴田店 宇都宮市鶴田町５１３-４  

692 ホワイト急便 平出工場前店 宇都宮市平出工業団地４３番  

693 ホワイト急便元今泉店 宇都宮市元今泉４-１３-２３  

694 ホワイト急便簗瀬本店 宇都宮市簗瀬４-１７-３  

695 ホンダカーズ宇都宮北 海道店 宇都宮市海道町２９－７

696 ホンダカーズ宇都宮北 ゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜8-1-15

697 ホンダカーズ栃⽊ オートテラス宇都宮 宇都宮市雀の宮2-1-14
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698 ホンダカーズ栃⽊ 鶴田店 宇都宮市鶴田3-13-10

699 ホンダカーズ栃⽊ 不動前店 宇都宮市不動前5-1-16

700 ホンダカーズ栃⽊ 御幸店 宇都宮市御幸町289-1

701 ホンダカーズ栃⽊中 競輪場通り店 宇都宮市⼾祭町2093-1

702 ホンダカーズ栃⽊中 陽東店 宇都宮市陽東5-30-5

703 ホンダカーズ栃⽊中 陽南店 宇都宮市台新田１－１－３７

704 ホンダカーズ栃⽊東 宇都宮市細谷町６９８－６

705 ホンダカーズ栃⽊東 簗瀬店 宇都宮市東簗瀬1-2-6

706 ホンダカーズ栃⽊東 宮の内店 宇都宮市宮の内2-184

707 マクドナルド ４号線宇都宮泉が丘店 宇都宮市泉が丘５-８-２  

708 マクドナルド ４号線雀宮店 宇都宮市宮の内４-２２８-１  

709 マクドナルド 石井たいらや店 宇都宮市石井町２８００-５７  

710 マクドナルド 宇都宮インターパーク福田屋店 宇都宮市インターパーク６-１-１  

711 マクドナルド 宇都宮上⼾祭店 宇都宮市上⼾祭町３３５-１  

712 マクドナルド 宇都宮テクノポリスセンター店 宇都宮市ゆいの杜１-２-７７  

713 マクドナルド 宇都宮⻄川田店 宇都宮市⻄川田町１０２３-２  

714 マクドナルド 宇都宮⻄口店 宇都宮市駅前通り３-２  

715 マクドナルド 宇都宮ベルモール店 宇都宮市陽東６-２-１  

716 マクドナルド ⿅沼インター通り店 宇都宮市鶴田町字免ノ内１５１２-２４  

717 マクドナルド 上三川インターチェンジ店 宇都宮市東谷町１２-１  

718 マクドナルド ⽩沢街道宇都宮店 宇都宮市下川俣町２０６-３２５  

719 マクドナルド 福田屋ショッピングプラザ店 宇都宮市今泉町２３７  

720 マクドナルド 平成通り宇都宮店 宇都宮市簗瀬１-１３-１１  

721 マツモトキヨシ ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ宇都宮駅ビルパセオ店 宇都宮市川向町1-23

722 マツモトキヨシ アピタ宇都宮店 宇都宮市江曽島本町22-7

723 マツモトキヨシ 宇都宮今泉店 宇都宮市中今泉3-1-29

724 マツモトキヨシ ベルモール宇都宮店 宇都宮市陽東6-2-1

725 マツモトキヨシＤｇʼＳ宇都宮江曽島本町店 宇都宮市江曽島本町23-3

726 マツモトキヨシＤｇʼＳ宇都宮テクノポリス店 宇都宮市ゆいの杜4-2-32

727 マツモトキヨシＤｇʼＳ宇都宮細谷店 宇都宮市細谷1-6-25

728 マツモトキヨシＤｇʼＳ宇都宮御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ヶ原町50-1 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ内

729 マツモトキヨシＤｇʼＳ宇都宮梁瀬店 宇都宮市簗瀬町字才梶⼾394

730 マツモトキヨシＤｇʼＳミュゼ豊郷台店 宇都宮市豊郷台2-87

731 マツモトキヨシ宇都宮一の沢店 宇都宮市鶴田町⿅沼道北２１８０－３

732 マツモトキヨシＤＳ宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町1425

733 マツモトキヨシＤＳカルナ駒生店 宇都宮市駒生町1288-1

734 マツモトキヨシ 宇都宮⼾祭店 宇都宮市⼾祭１－６－９

735 マツモトキヨシ 宇都宮平松本町店  宇都宮市平松本町１１０９－８

736 マナコンタクト 宇都宮市若草３丁目１－１５

737 ＭＵＭＰＬＡＣＥ 宇都宮市宮の内１-２８-３・ＭＵＭ・ＰＬＡＣＥ  

738 マライカバザール 宇都宮店 宇都宮市岩曽町１３２６－１  

739 丸⻲製麺 宇都宮店 宇都宮市台新田１丁目１－４０

740 丸⻲製麺 宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町２２６－２

741 丸⻲製麺 宇都宮元今泉店 宇都宮市元今泉７丁目５－７

742 まんだらけ 宇都宮店 宇都宮市曲師町２－８ 宇都宮Ｆｅｓｔａ４Ｆ  

743 ミスタードーナツ 宇都宮福田屋店 宇都宮市今泉町２３７

744 ミスタードーナツ ＦＫＤ宇都宮ＩＰ店 宇都宮市インターパーク６丁目１番地１ ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク１Ｆ

745 ミスタードーナツ ベルモール宇都宮店 宇都宮市陽東６丁目２－１

746 みなみ保育園 宇都宮市大和２-９-８  

747 ミニストップ 宇都宮川田町店 宇都宮市川田町1001-1-2 ｿｰﾚ21内  

748 ミニストップ 宇都宮川俣店 宇都宮市川俣町字十三塚59-25  

749 ミニストップ 宇都宮五代店 宇都宮市五代3-1672-2

750 ミニストップ 宇都宮大学店 宇都宮市峰町350-1宇都宮大学複合施設1階 

751 ミニストップ 宇都宮大学陽東キャンパス店 宇都宮市陽東7-950-2

752 ミニストップ 宇都宮平松本町店 宇都宮市平松本町327-6 

753 ミニストップ 宇都宮平松本町南店 宇都宮市平松本町1125-14

754 ミニストップ 宇都宮御幸本町店 宇都宮市御幸本町字道下4880番8  

755 ミニストップ 済生会宇都宮病院店 宇都宮市⽵林町911-1

756 宮の街道温泉江⼾遊 宇都宮市インターパーク４丁目２－５  

757 みやの杜クリニック            宇都宮市陽東２丁目４－５                              

758 ミュゼ豊郷台店             宇都宮市豊郷台２－８７                              

759 むさしの森珈琲 宇都宮八幡山公園 宇都宮市大曽2-9-7

760 ムラサキスポーツ ＩＰＶ 宇都宮店    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              

761 ＭＥＧＡドン・キホーテ 宇都宮店 宇都宮市馬場通り２丁目３－１２  

762 目利きの銀次宇都宮簗瀬町店 宇都宮市簗瀬町１６０６－１ フェドラＰ＆Ｄ宇都宮１階

763 メロンブックス 宇都宮店 宇都宮市曲師町２－８宇都宮フェスタＢ１Ｆ  

764 麺工房風の杜 宇都宮市下⼾祭１丁目５－１０８  

765 メンズサロンＸＥＢＥＣＲＩＭ 宇都宮市陽南３丁目１２-３０・１Ｆ  

766 麺道花の杜 宇都宮市峰１丁目１３－１７  

767 麺龍炎の杜 宇都宮市御幸ヶ原町１３６－４２  

768 モスバーガー 宇都宮岩曽店 宇都宮市岩曽町１３１８－１

769 モスバーガー 宇都宮東店 宇都宮市峰１－２３－３０

770 モスバーガー 宇都宮細谷店 宇都宮市細谷１－６－２５

771 モスバーガー 宇都宮若松原店 宇都宮市北若松原１－１４９７－１０７

772 モダンパスタ 宇都宮鶴田店        宇都宮市鶴田町３３９７－１７                              

773 モダンパスタ 宇都宮東宿郷店       宇都宮市東宿郷６丁目１－８                              

774 もめん弥 ⼾祭店 宇都宮市⼾祭町３００５－１  

775 八重洲ブックセンター 宇都宮パセオ店 宇都宮市川向町1-23 駅ﾋﾞﾙﾊﾟｾｵ内2F

776 やきとり家⻯鳳東武宇都宮駅前店 宇都宮市江野町５－９ 三敬ビル１Ｆ  

777 焼肉こうらい 宇都宮市清原台１-５-１５  

778 やきやきや宇都宮店 宇都宮市高砂町２５-１５高砂ハイツ１０１号  

779 奴寿司華月 宇都宮市⼾祭町３０３１－１  

780 山内農場宇都宮東口駅前店 宇都宮市東宿郷１－４－１４ ダイワロイネットホテル宇都宮１階

781 やまや今泉店 宇都宮市元今泉３丁目４－１３－１Ｆ  

782 やまや雀宮店 宇都宮市雀の宮４丁目３番１３号  

783 やまや 鶴田店 宇都宮市鶴田町２２８－１  

784 やまや⼾祭元町店 宇都宮市下⼾祭２丁目１－１５  

785 やよい軒 宇都宮大曽店 宇都宮市大曽2-2611-4
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786 有限会社上田屋商店 宇都宮市馬場通り２丁目３－７  

787 （有）音楽堂 本店 宇都宮市宿郷３丁目２１－１５ リブマックス１Ｆ  

788 有限会社ケージクラス 宇都宮市岩曽町８４８-２  

789 ゆざわや⻭科クリニック 宇都宮市曲師町2-12 ゆざわやﾋﾞﾙ2F

790 ＵＮＩＯＮ宇都宮店 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  

791 夢庵 宇都宮⼾祭 宇都宮市上⼾祭町530-1

792 ヨークベニマル簗瀬店           宇都宮市城東１－８－１３                              

793 吉野家宇都宮今泉 宇都宮市中今泉５－３７－４  

794 吉野家宇都宮競輪場通り 宇都宮市上大曽町３６１－１  

795 吉野家宇都宮城東 宇都宮市城東１－１０－２６  

796 吉野家宇都宮細谷町 宇都宮市細谷町３２６  

797 吉野家宇都宮南 宇都宮市⻄川田町９３６－６  

798 吉野家宇都宮宮の内 宇都宮市宮の内３丁目１７７－１  

799 吉野家カインズ宇都宮テクノ 宇都宮市ゆいの杜５－２６－５  

800 ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮⻄口ﾋﾞﾙ

801 ライコランドＣｕＢｅ宇都宮店 宇都宮市ゆいの杜５－１０－５

802 ラヴァーレ 下栗店 宇都宮市下栗町２２７７-１  

803 ラヴァーレ テクノ清原店 宇都宮市野高谷町５６４-１  

804 ラヴァーレみどり野町店 宇都宮市みどり野町２-５

805 ラヴァーレ ヨークベニマル鶴田店 宇都宮市鶴田町１４２１-３  

806 ラウンドワン 宇都宮店 宇都宮市江曽島町2072-1

807 ラウンドワンスタジアム宇都宮店 宇都宮市江曽島町2072-1

808 楽々市 駅東店 宇都宮市東宿郷５丁目７－１  

809 らしんばん 宇都宮店 宇都宮市曲師町２－８ 宇都宮フェスタ３Ｆ  

810 ラディエンスソース 宇都宮市若草３丁目１３－２６  

811 ＬＡＭＵＤＡ ｂｏｄｙｍａｋｅｃｌｕｂ 宇都宮市駅前通り３丁目４－５１－４ 宇都宮サテライトビル８Ｆ

812 リッチモンドホテル宇都宮駅前 宇都宮市駅前通り３－５－１２

813 リッチモンドホテル宇都宮駅前アネックス 宇都宮市駅前通り３－６－５

814 リップサービスインターパークビレ 宇都宮市インターパーク４丁目１－３ ＦＫＤインターパークビレッジ内 

815 リバーズ江曽島 宇都宮市江曽島３丁目２５４７－５ ディマンドハイツＥ－１０２

816 理容ジーベック 宇都宮市駒生町３３６４－１０  

817 理容プラージュ 宇都宮店   宇都宮市駅前通り３－１－２いねやビル１Ｆ                           

818 理容プラージュ 宇都宮ベルモール前店 宇都宮市陽東６－１２－７１Ｆ                              

819 遼順茶楼 宇都宮市東宿郷２丁目１０－１２  

820 リラックス宇都宮東口駅前店        宇都宮市東宿郷２－４－１１Ｆ                              

821 リラックスＦＫＤインターパーク店     宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤインターパーク店２Ｆ                  

822 リンガーハット 宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町256-1

823 Ｒｏｏｍ３１１７陽東店 宇都宮市石井町２８２１  

824 レイジブルーインターパークビレッジ 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-1-3ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸﾋﾞﾚｯｼﾞ1F

825 ＲｏｙＳｅ 宇都宮市上⼾祭町５５－１１  

826 Ｌｏｙｔｏ 宇都宮市今泉町１９６-１  

827 ローソン 宇都宮４号御幸 宇都宮市御幸本町４８６４-１８ 

828 ローソン 宇都宮明保野町 宇都宮市明保野町５-１４ 

829 ローソン 宇都宮池上 宇都宮市池上町１-３ 

830 ローソン 宇都宮石井町内野 宇都宮市石井町２７９３-４ 

831 ローソン 宇都宮石井町殿田 宇都宮市石井町１４７０-８ 

832 ローソン 宇都宮泉が丘一丁目 宇都宮市泉が丘１-１５-２６ 

833 ローソン 宇都宮今泉 宇都宮市中今泉１-１６-２５ 

834 ローソン 宇都宮岩曽町 宇都宮市岩曽町１２７９-１ 

835 ローソン 宇都宮岩曽町島之内 宇都宮市岩曽町３４-７ 

836 ローソン 宇都宮上野町 宇都宮市上野町字上野７００１-８ 

837 ローソン 宇都宮駅⻄口 宇都宮市川向町１-２３ 

838 ローソン 宇都宮春日町 宇都宮市春日町１０-１ 

839 ローソン 宇都宮上籠谷町 宇都宮市上籠谷町３１５５ 

840 ローソン 宇都宮上横田町 宇都宮市上横田町７７０-２７ 

841 ローソン 宇都宮川田町 宇都宮市川田町８５７-２ 

842 ローソン 宇都宮清原台五丁目 宇都宮市清原台５-１７-２４ 

843 ローソン 宇都宮越⼾二丁目 宇都宮市越⼾２-１８-４ 

844 ローソン 宇都宮鐺山町 宇都宮市鐺山町１８０５-３ 

845 ローソン 宇都宮下岡本町 宇都宮市下岡本町２４１７-４ 

846 ローソン 宇都宮下栗一丁目 宇都宮市下栗１-２１-７ 

847 ローソン 宇都宮下栗町 宇都宮市下栗町字南原１３５６-１ 

848 ローソン 宇都宮宿郷一丁目 宇都宮市宿郷１-１８-１ 

849 ローソン 宇都宮⽩沢町 宇都宮市⽩沢町字上ノ台１８５４-１ 

850 ローソン 宇都宮雀の宮一丁目 宇都宮市雀の宮１-１９-１９ 

851 ローソン 宇都宮関堀町 宇都宮市関堀町７４４-３ 

852 ローソン 宇都宮宝⽊二丁目 宇都宮市宝⽊町２-８０４-１ 

853 ローソン 宇都宮⽵下 宇都宮市⽵下町６４０-４ 

854 ローソン 宇都宮中央⼥子高前 宇都宮市東宝⽊町６-１ 

855 ローソン 宇都宮鶴田二丁目 宇都宮市鶴田２-４-４ 

856 ローソン 宇都宮鶴田三丁目 宇都宮市鶴田３-２-１ 

857 ローソン 宇都宮テクノポリスセンター 宇都宮市ゆいの杜７-８-４ 

858 ローソン 宇都宮天神二丁目 宇都宮市天神２-１１-５ 

859 ローソン 宇都宮東谷町 宇都宮市東谷町２４６-６ 

860 ローソン 宇都宮問屋町 宇都宮市石井町３４３１-９ 

861 ローソン 宇都宮中岡本町 宇都宮市中岡本町２９７７-２５ 

862 ローソン 宇都宮中⼾祭 宇都宮市中⼾祭１-９-２８ 

863 ローソン 宇都宮⻄川田 宇都宮市⻄川田町９２３-１ 

864 ローソン 宇都宮新⾥町 宇都宮市新⾥町丁１２５６-１３ 

865 ローソン 宇都宮針ケ谷一丁目 宇都宮市針ケ谷１-２-７ 

866 ローソン 宇都宮針ヶ谷町 宇都宮市針ケ谷町５００-１ 

867 ローソン 宇都宮東宿郷四丁目 宇都宮市東宿郷４-２-１７ 

868 ローソン 宇都宮氷室町 宇都宮市氷室町字中妻⻄１７３７-５ 

869 ローソン 宇都宮平出町 宇都宮市平出町字滝４０８０-１６ 

870 ローソン 宇都宮平塚町 宇都宮市平塚町３０８-８ 

871 ローソン 宇都宮平松本町 宇都宮市平松本町１２１７-６ 

872 ローソン 宇都宮平松本町下並塚 宇都宮市平松本町下並塚８０５-８６ 

873 ローソン 宇都宮平松本町東 宇都宮市平松本町７７２-２ 
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874 ローソン 宇都宮不動前 宇都宮市不動前２-２-３７ 

875 ローソン 宇都宮星ケ丘 宇都宮市星が丘１-８-１４ 

876 ローソン 宇都宮松が峰二丁目 宇都宮市松が峰２-６-２１ 

877 ローソン 宇都宮瑞穂二丁目 宇都宮市瑞穂２-２０-１ 

878 ローソン 宇都宮御幸ヶ原 宇都宮市御幸ケ原町８２-１５ 

879 ローソン 宇都宮陽東四丁目 宇都宮市陽東４-２-２８ 

880 ローソン 宇都宮陽南三丁目 宇都宮市陽南３-１２-３４ 

881 ローソン 宇都宮吉野一丁目 宇都宮市吉野１-５-５ 

882 ローソン 宇都宮若草五丁目 宇都宮市若草５-１０-８ 

883 ロッテリア宇都宮滝谷町店         宇都宮市滝谷町１９－１０                              

884 ロッテリア宇都宮⼾祭店          宇都宮市上⼾祭２－１－２８                              

885 ロンシャン洋菓子店 宇都宮市下岡本町４５４７-２０  

886 Ｙショップ清原工業団地店 宇都宮市清原工業団地１５－１  

887 Ｙショップジェイコーうつのみや病院店 宇都宮市南高砂町１１番１７号

888 ＷＩＬＤ－１宇都宮駅東店 宇都宮市元今泉４丁目１４－８  

889 笑笑 宇都宮駅前大通り店 宇都宮市池上町２－２ 中村第一ビル地下１階
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