
Ｎｏ 市町 店舗名 住所
1 市庁舎レストランやっちゃ場食堂 宇都宮市旭１－１－５宇都宮市役所１６F
2 宇都宮市役所職員互助会喫茶室コムーネ・カフェ 宇都宮市旭１－１－５宇都宮市役所１F
3 （株）かみかわち温泉振興会 宇都宮市今里町１８－４
4 牛久亭 宇都宮市菊水町１１－１
5 木陰のトカゲ 宇都宮市清原台３－２５－５
6 Cafe'　くーずべりー 宇都宮市下荒針３５８９－２５
7 ニューみくら 宇都宮市昭和１－３－６
8 フタバ食品（株）済生会宇都宮病院外来食堂レストラン　エムロード 宇都宮市竹林町９１１－１済生会宇都宮病院内
9 和彩酒楽　鳳（あげは） 宇都宮市中央１－１０－１５
10 炭火焼き　よち坊 宇都宮市中央２－９－５
11 （有）コパン　copain est（コパン　エスト） 宇都宮市中今泉３－５－１東市民活動センター内
12 珈琲館　古城 宇都宮市中戸祭１－８－１５
13 ダイニング十五家 宇都宮市塙田１－１－２０県庁１５階
14 喫茶やしお 宇都宮市塙田１－１－２０県庁２階
15 ふくしレストランCIAO 宇都宮市塙田１－１－２０栃木県庁敷地内昭和館２F
16 ゴルファーズレストあんでゅ 宇都宮市塙田２－５－３
17 春木屋・AKAI TORI 宇都宮市馬場通り２－３－１０
18 （有）コパン　cafe copain @ plaza（カフェ　コパン　アット　プラザ） 宇都宮市若草１－１０－６とちぎ福祉プラザ１階
19 和cafe　ひなたや 足利市家富町７－１　２F
20 マチノテ 足利市伊勢町３－４－８
21 プラザ　ハマダ 足利市通２－１２－１１
22 道の駅にしかた 栃木市西方町元３６９－１
23 道の駅みかも 栃木市藤岡町大田和６７８
24 パーラートチギ 栃木市倭町１１－４
25 かたやま庵 佐野市葛生東３－１－８
26 手打ち処　たもんや 佐野市高萩町１３３７－４
27 （株）どまんなかたぬま　CHINESE　DINING　「花と華」 佐野市吉水町３６６－２
28 （株）どまんなかたぬま　和洋食レストラン「はなみずき」 佐野市吉水町３６６－２
29 （株）どまんなかたぬま　ジェラート倶楽部 佐野市吉水町３６６－２
30 登美家本店 佐野市若松町６５６
31 （有）花農場　あわの 鹿沼市中粕尾４２３
32 まちの駅新・鹿沼宿 鹿沼市仲町１６０４－１
33 ラーメン 山いち 鹿沼市西茂呂３－３９－１４
34 里のカフェ はな 鹿沼市野尻２１４－３
35 道の駅日光　日光街道ニコニコ本陣 日光市今市７３３－１
36 NPO法人はばたき　だいち 日光市今市本町１６－９
37 日本料理　日光　髙井家 日光市本町４－９
38 手打そば　小川屋 小山市乙女２－２５－１６
39 道の駅　思川 小山市下国府塚２５－１
40 トラットリア　ココロ 真岡市荒町１１０５－１
41 (株)静風　甘味処　もめん茶屋 真岡市荒町２１６５－１
42 (株)静風　フォーシーズン静風 真岡市台町１１－８
43 (株)静風　鉄板　菱屋 真岡市台町１１－８
44 自家焙煎真岡珈琲ソワカフェ 真岡市八木岡４７２－５
45 hikari no café 蜂巣小珈琲店 大田原市蜂巣２９５
46 hikari no café 大田原市庁舎店 大田原市本町１－４－４
47 ホテルウェリィ　スミヨシ 矢板市扇町１－１３－４
48 道の駅やいた 矢板市矢板１１４－１
49 塩原もの語り館　カフェレストラン　洋燈 那須塩原市塩原７４７
50 （株）アグリパル塩原　喫茶コーナー 那須塩原市関谷４４２
51 黒麦 那須塩原市二区町３２２－６５
52 さくら市 (株)道の駅きつれがわ さくら市喜連川４１４５－１０
53 那須烏山市 あそこのカフェ 那須烏山市初音１８－１５
54 SKILLET 下野市祇園１－１３－４テイワ自治医大２F
55 ゆうゆう振興会 下野市小金井７８９
56 FURE　CAFE 下野市三王山６９８－５ふれあい館１F
57 Magic Kitchen お菓子の家 下野市下古山７４７
58 ゆうがおパーク 下野市中大領６８７
59 リトルスノー 上三川町しらさぎ１－２１－１
60 スナック　美沙斗 上三川町多功８２８－５
61 暖邸（ダンディ）レストラン＆カフェ 益子町上大羽３９３
62 cafe ましこびと 益子町上大羽４９６－１
63 益子焼＆カフェレストラン壷々炉 益子町城内坂１３８
64 Cafe　レシナ 益子町城内坂８６
65 カレーキッチン　yamani 益子町城内坂８８
66 ほっとるーむ　けやき 益子町城内坂８９
67 ましこのごはん（道の駅ましこ内） 益子町長堤２２７１
68 納屋珈琲ひなた 益子町前沢９４９
69 ヒジノワ 益子町益子１６６５
70 益子館　里山リゾートホテル 益子町益子２４３－３
71 とんかつ　ちとせ 益子町益子２６６６－１
72 陶知庵（とうちあん） 益子町益子３０５３－２
73 カフェ　キカラキ 益子町益子３１０６－３
74 starnet（スターネット） 益子町益子３２７８－１
75 キッチン＆喫茶　絵里珈 益子町益子３３４５－３
76 Cafe Nobel（カフェノベル） 益子町益子３３５５－１
77 カフェ・ランチ　かぼ茶庵 益子町益子３５２７－３
78 和風カフェレストラン　益子の茶屋 益子町益子３５２７－７
79 森のレストラン 益子町益子４０３７
80 カフェフーネ 益子町益子５１９６
81 Cafe Bar Banda 益子町益子９６８
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82 茂木町 （株）もてぎプラザ　ゆずの木 茂木町茂木１０９０－１
83 魚京 市貝町市塙１６７２－１
84 御食事処　司 市貝町市塙１６７５－１
85 芳賀温泉ロマンの湯 芳賀町上延生１６０
86 美よし 芳賀町祖母井７８６
87 キッチン和京（なごみ）（道の駅はが内） 芳賀町祖母井８４２－１
88 （有）ゆうがおの丘　レストラン花みどり 壬生町国谷２２７３
89 日本料理　旬香 壬生町通町１４－１５
90 野木町 こびとカフェ＠陽だまりレンガ広場 野木町野木３３２４－１０野木ホフマン館内
91 道の駅　さぶちゃん 塩谷町船生３２７７－２
92 佐助 塩谷町船生３７３３－１道の駅湧水の郷しおや内
93 イタリア食堂　ヴェッキオ・トラム 高根沢町石末１７８５
94 焼肉Dining景福苑 高根沢町宝積寺２２４１－２５
95 東山道伊王野ふるさと物産センター組合 那須町伊王野４５９
96 カフェレストラン　アウトバースト＆ポンタ 那須町高久乙３４５０－８
97 那須の食レストラン　なすとらん 那須町高久乙５９３－８道の駅那須高原友愛の森内
98 Vamos（バーモス） 那須町高久乙７９４－１３
99 Cafe Peache 那須町高久甲５７８２－１９
100 (株)オオシマフォーラム　モンゴリアビレッジ　テンゲル 那須町高久丙１５７７－９
101 （株）山水閣 那須町湯本２０６
102 御前岩物産センター 那珂川町大山田下郷２７６６
103 イタリア料理　トト 那珂川町谷田３６５
104 JOZO　CAFE 那珂川町馬頭１１６－９馬頭広重美術館併設

塩谷町

高根沢町

那須町

那珂川町

市貝町

芳賀町

壬生町


