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令和４(2022)年
２月15日(火)
第279号

令和４（2022）年２月15日　火曜日

告 示
栃木県告示第64号
　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
芳賀郡市貝町大字竹内字梁川455（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的
土砂の流出の防備

３　解除の理由
指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び市貝町役場に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第65号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0971301775 一般社団法人ＴＯＭＳラ
イフサポート矢板
代表理事
大島　達也

ライフサポートこ
ころまる

那須塩原市西栄町
10番地５　メゾン
椎の木103

令 和 ４
（2022）年
２月１日

訪問介護

0972100721 株式会社Sho
代表取締役
小堀　勝司

Shoケアサービス 河内郡上三川町上
三川4726番地44ベ
ルホームⅡB203

令 和 ４
（2022）年
２月１日

訪問介護

0970203691 株式会社福寿草
代表取締役
福田　保男

デイサービスセン
ターみずほ

足利市常見町２丁
目18-７

令 和 ４
（2022）年
２月１日

通所介護

0971500236 合同会社Ｓｈｉｓｅｉ
代表社員
小堀　惠美子

至誠福祉サービス 那須烏山市小河原
36番地１

令 和 ４
（2022）年
２月１日

福祉用具貸
与

0971500236 合同会社Ｓｈｉｓｅｉ
代表社員
小堀　惠美子

至誠福祉サービス 那須烏山市小河原
36番地１

令 和 ４
（2022）年
２月１日

特定福祉用
具販売

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第66号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0971500236 合同会社Ｓｈｉｓｅｉ
代表社員
小堀　惠美子

至誠福祉サービス 那須烏山市小河原
36番地１

令 和 ４
（2022）年
２月１日

介護予防福
祉用具貸与

0971500236 合同会社Ｓｈｉｓｅｉ
代表社員
小堀　惠美子

至誠福祉サービス 那須烏山市小河原
36番地１

令 和 ４
（2022）年
２月１日

特定介護予
防福祉用具
販売

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第67号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から指定居宅サー
ビスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970501557 株式会社ケアメディカル
代表取締役
西谷　直浩

ケアメディカル鹿
沼訪問介護事業所

鹿沼市千渡1963番
地36

令 和 ３
（2021）年
７月31日

訪問介護
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0970203576 株式会社Ｄ
代表取締役
市毛　卓麻

訪問看護ステー
ションつむぎ

足利市鹿島町392-
１　ハイツプラン
タン102号室

令 和 ３
（2021）年
７月31日

訪問看護

0952380004 医療法人社団翠会
理事長
田村　治

介護老人保健施設
いぶき

栃木市大平町西水
代1836番地２

令 和 ３
（2021）年
９月20日

短期入所療
養介護

0960890093 株式会社N・フィールド
代表取締役
久保　明

訪問看護ステー
ション　デューン
小山

小山市駅東通り一
丁目35番地26号オ
ルディネールビル
201号室

令 和 ３
（2021）年
９月30日

訪問看護

0972501233 株式会社田島工業
代表取締役
田島　良久

＠294株式会社田
島工業福祉部

那須郡那珂川町小
川2587番地

令 和 ３
（2021）年
10月１日

福祉用具貸
与

0972501233 株式会社田島工業
代表取締役
田島　良久

＠294株式会社田
島工業福祉部

那須郡那珂川町小
川2587番地

令 和 ３
（2021）年
10月１日

特定福祉用
具販売

0972600795 医療法人社団たかはら会
理事長
尾形　新一郎

尾形医院福祉用具
貸与事業所

塩谷郡塩谷町玉生
570番地７

令 和 ３
（2021）年
11月30日

福祉用具貸
与

0970200317 社会福祉法人幸梅会
理事長
岡部　功

盛雄苑ホームヘル
プサービスセン
ター

足利市山下町2753
番地の１

令 和 ３
（2021）年
12月１日

訪問介護

0970200333 社会福祉法人幸梅会
理事長
岡部　功

盛雄苑デイサービ
スセンター

足利市山下町2753
番地の１

令 和 ３
（2021）年
12月１日

通所介護

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第68号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により指定介護予防サービス事業者から指定
介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970203576 株式会社Ｄ
代表取締役
市毛　卓麻

訪問看護ステー
ションつむぎ

足利市鹿島町392-
１　ハイツプラン
タン102号室

令 和 ３
（2021）年
７月31日

介護予防訪
問看護

0952380004 医療法人社団翠会
理事長
田村　治

介護老人保健施設
いぶき

栃木市大平町西水
代1836番地２

令 和 ３
（2021）年
９月20日

介護予防短
期入所療養
介護

0960890093 株式会社N・フィールド
代表取締役
久保　明

訪問看護ステー
ション　デューン
小山

小山市駅東通り一
丁目35番地26号オ
ルディネールビル
201号室

令 和 ３
（2021）年
９月30日

介護予防訪
問看護
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0972501233 株式会社田島工業
代表取締役
田島　良久

＠294株式会社田
島工業福祉部

那須郡那珂川町小
川2587番地

令 和 ３
（2021）年
10月１日

介護予防福
祉用具貸与

0972501233 株式会社田島工業
代表取締役
田島　良久

＠294株式会社田
島工業福祉部

那須郡那珂川町小
川2587番地

令 和 ３
（2021）年
10月１日

特定介護予
防福祉用具
販売

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第69号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第99条第２項の規定により介護老人保健施設の開設者から介護老人保
健施設の廃止の届出があったので、同法第104条の２の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 老 人 保 健 施 設 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0952380004 医療法人社団翠会
理事長
田村　治

介護老人保健施設
いぶき

栃木市大平町西水
代1836番地２

令 和 ３
（2021）年
９月20日

介護老人保
健施設

（高齢対策課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第70号
　飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第７項及び飼料の安全
性の確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第４項の規定により、令和３
（2021）年10月から同年12月までの間に検査した収去飼料の分析結果の概要を次のとおり公表する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栄養成分に関する検査

製造事業場等
の名称及び
所 在 地

収 去 場 所 飼 料 の
名 称

製 造
（ 輸 入 ）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

全国酪農業協
同組合連合会
那 須 青 木
TMRセ ン
ター
那須塩原市

同左 全酪ロン
グファイ
バー菊地

R３（2021）.10 栄養成分等－粗たん白質、粗
脂肪、粗繊維、粗灰分、カル
シウム、りん

無

株式会社那須
の農
那須 TMRサ
ブセンター
那須郡那須町

同左 加藤拓央
TMR

R３（2021）.10 栄養成分等－粗たん白質、粗
繊維、粗灰分

無

明治飼糧株式
会社
真岡 TMRセ
ンター
真岡市

同左 明治配合
飼料ドラ
イミック
スC15

R３（2021）.11 栄養成分等－粗たん白質、粗
脂肪、粗繊維、粗灰分、カル
シウム、りん

無



（153）栃 木 県 公 報 第279号令和４（2022）年２月15日　火曜日

注）１　試験項目の欄には、栄養成分等－粗たん白質等の検査項目ごとに記載する。
２　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、表示量に対して過不足があった場合には
その成分名、試験値及び過不足の量を、原材料について違反があった場合にはその内容を、それぞれ
記載する。

２　安全性に関する検査

製造事業場等
の名称及び
所 在 地

収 去 場 所
飼 料 又 は
飼料添加物
の 区 分

飼 料 又 は
飼料添加物
の 名 称

製 造
（ 輸 入 ）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

全国酪農業協
同組合連合会
那 須 青 木
TMRセ ン
ター
那須塩原市

同左 飼料 全酪ロング
ファイバー
菊地

R３（2021）.10 重金属-カド
ミウム

無

株式会社那須
の農
那須 TMRサ
ブセンター
那須郡那須町

同左 飼料 加 藤 拓 央
TMR

R３（2021）.10 重金属-カド
ミウム

無

明治飼糧株式
会社
真岡 TMRセ
ンター
真岡市

同左 飼料 明治配合飼
料 ド ラ イ
ミ ッ ク ス
C15

R３（2021）.11 重金属-カド
ミウム

無

注）１　試験項目の欄には、重金属－カドミウム等の検査項目ごとに適宜区分し記載する。
２　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、違反が認められた場合には、その違反の
内容、違反となった試験項目及びその試験値を記載する。

（畜産振興課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第71号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和４（2022）年２月15日から同年３月16日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　293号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 鹿沼市仁神堂町533-126から
鹿沼市仁神堂町51-３まで 10.9 ～ 17.4 746.2

後Ａ 鹿沼市仁神堂町533-126から
鹿沼市仁神堂町51-３まで 10.9 ～ 139.4 746.2
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後Ｂ
鹿沼市仁神堂町533-126から
鹿沼市仁神堂町51-３まで

17.0 ～ 139.4 740.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　矢板那須線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

29
前 矢板市泉字元町373から

矢板市泉字元町５-２まで 22.1 ～ 22.1 18.0

後 矢板市泉字元町373から
矢板市泉字元町５-２まで 32.4 ～ 32.4 18.0

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第72号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和４（2022）年２月15日から同年３月16日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 408 号 宇都宮市清原工業団地28-１から
宇都宮市刈沼町424-２まで

令和４（2022）年
２月17日

160 一 般 県 道
和 泉 間 々 田 線

小山市大字間々田字大内山1458-９から
小山市大字間々田字御嶽1512まで

令和４（2022）年
２月15日

204 一 般 県 道
東 野 田 古 河 線

下都賀郡野木町大字南赤塚1177-１から
下都賀郡野木町大字南赤塚1171-１まで

令和４（2022）年
２月15日

（道路保全課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第73号
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第６条の規定により、栃木県収入証紙を売りさばく者と
して次の者を指定したので、同条例第14条の規定により公告する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 売 り さ ば き 場 所

令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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指 定 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 売 り さ ば き 場 所

令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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公 告
　　　○土地改良区役員の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。

指 定 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 売 り さ ば き 場 所

令和４（2022）年２月14日 ジーエムシー有限会社 宇都宮市簗瀬町2562（ファミリーマート宇都
宮簗瀬町店）

宇都宮市中岡本町473-５（ファミリーマー
ト宇都宮中岡本町店）

宇都宮市簗瀬町1852-１（ファミリーマート
宇都宮簗瀬中央店）

宇都宮市簗瀬４-21-12（ファミリーマート
宇都宮簗瀬四丁目店）

宇都宮市中央３-４-26（ファミリーマート宇
都宮中央三丁目店）

宇都宮市東簗瀬１-６-28（ファミリーマート
宇都宮東簗瀬店）

宇都宮市上戸祭町3014-３（ファミリーマー
ト宮環上戸祭店）

大田原市北金丸1852-８（ファミリーマート
大田原北金丸店）

ムーブ・ライン株式会社 宇都宮市戸祭町3031-２（ファミリーマート
宇都宮戸祭店）

宇都宮市下戸祭２-８-１（ファミリーマート
下戸祭店）

伊井孝尚 宇都宮市今泉３-887-３（ファミリーマート
宇都宮今泉三丁目店）

伊井康浩 宇都宮市石井町3377-１（ファミリーマート
宇都宮問屋町店）

鹿沼市茂呂字松原1372-３（ファミリーマー
ト鹿沼茂呂店）

塩島健市 小山市大字出井1252-10（ファミリーマート
小山出井北店）

岡本隆夫 宇都宮市塙田３-４-14（ファミリーマート宇
都宮塙田三丁目店）

宇都宮市インターパーク１-３-３（ファミ
リーマートTSUTAYAインターパーク店）

宇都宮市元今泉７-１-20（ファミリーマート
宇都宮元今泉七丁目店）

株式会社I・C・M 真岡市小林1427-１（ファミリーマート真岡
小林店）

小山市南乙女２-１-２（ファミリーマート小
山南乙女店）

株式会社MKコーポレーショ
ン

宇都宮市東宿郷２-２-１ビッグ・ビースクエ
ア（ファミリーマート宇都宮駅東口店）

宇都宮市ゆいの杜４-１-47（ファミリーマー
ト清原テクノ店）

宇都宮市東宿郷２-４-１ホテルマイステイズ
１階（ファミリーマート宇都宮駅前店）

宇都宮市本町４-11下野新聞ビル１階（ファ
ミリーマート宇都宮本町大通り店）

株式会社アイテック 宇都宮市竹林町871-１（ファミリーマート
宇都宮済生会病院前店）

株式会社八洋 河内郡上三川町大字上浦生524-１（ファミ
リーマート八洋上三川町役場前店）

関口江美 足利市小俣町1809-１（ファミリーマート足
利小俣町店）

岩﨑典夫 芳賀郡市貝町市塙247-４（ファミリーマー
ト市貝店）

橋本夏樹 小山市大字網戸1098-５（ファミリーマート
小山あじと店）

金原豪 真岡市上高間木１-23-１（ファミリーマー
ト真岡亀山店）

金田美代子 宇都宮市鐺山町494-１（ファミリーマート
宇都宮鐺山町店）

古橋義秀 宇都宮市桜２-２-25（ファミリーマート宇都
宮桜二丁目店）

髙秀孝男 芳賀郡益子町大字七井836-１（ファミリー
マート益子七井店）

三上貴弘 宇都宮市西川田本町３-24-20（ファミリー
マート子ども科学館前店）

山井功 栃木市箱森町26-40（ファミリーマート栃木
箱森町店）

永倉洋美 宇都宮市西原３-３-17（ファミリーマート宇
都宮西原三丁目店）

山本洋子 宇都宮市下平出町187-１（ファミリーマー
ト宇都宮下平出町店）

宇都宮市元今泉３-25-10（ファミリーマー
ト宇都宮今泉町店）

小山いずみ 鹿沼市千渡1414-１（ファミリーマート鹿沼
千渡店）

下都賀郡壬生町上田1327-１（ファミリー
マート壬生上田店）

小林康史 宇都宮市江曽島町1144-10（ファミリーマー
ト宇都宮江曽島店）

植野知浩 宇都宮市東峰町3088-１（ファミリーマート
宇都宮東峰町店）

川俣沙織 真岡市高勢町２-６-２（ファミリーマート真
岡高勢町店）

浅井茂雄 栃木市薗部町１-１-１（ファミリーマート栃
木文化堂店）

栃木市尻内町155（ファミリーマート栃木尻
内町店）

栃木市大皆川町275-１（ファミリーマート
栃木大皆川町店）

大橋貴行 宇都宮市西川田本町２-1295-11（ファミ
リーマート宇都宮西川田駅前店）

宇都宮市越戸３-14-３（ファミリーマート
宇都宮越戸三丁目店）

大嶋和実 宇都宮市一番町１-１（ファミリーマート宇
都宮一番町店）

池田栄美 宇都宮市上戸祭町336-１（ファミリーマー
ト宇都宮上戸祭町店）

潮田晃之 宇都宮市竹林町380-１（ファミリーマート
宇都宮竹林西店）

内藤博美 小山市外城168-４（ファミリーマート小山
総合公園前店）

小山市神鳥谷２-33-23（ファミリーマート
小山神鳥谷店）

半田和弘 宇都宮市駒生町2442-７（ファミリーマート
宇都宮駒生店）

帆刈照男 宇都宮市五代２-31-27（ファミリーマート
宇都宮五代二丁目店）

平澤雄一 宇都宮市ゆいの杜５-15-１（ファミリー
マートゆいの杜五丁目店）

別井晴美 栃木市今泉町１-４-26（ファミリーマートベ
ツイ栃木今泉店）

栃木市大塚町303-６（ファミリーマートベ
ツイ栃木大塚店）

栃木市倭町10-１（ファミリーマートベツイ
栃木倭町店）

栃木市大光寺町524-１（ファミリーマート
ベツイ栃木東店）

下野市祇園５-16-６（ファミリーマートベ
ツイ下野祇園店）

望月茂樹 芳賀郡市貝町大字赤羽字向山2227-１（ファ
ミリーマート市貝下赤羽店）

芳賀郡芳賀町大字西水沼3023-１（ファミ
リーマート芳賀西水沼店）

木村浩之 宇都宮市長岡町45-１（ファミリーマート宇
都宮豊郷台店）

宇都宮市今泉新町82-２（ファミリーマート
宇都宮今泉新町店）

有限会社T＆N 宇都宮市下小倉町5283-３（ファミリーマー
ト宇都宮下小倉店）

宇都宮市御幸ヶ原町118-１（ファミリーマー
ト御幸ヶ原店）

さくら市長久保字西原1466-２（ファミリー
マートさくら長久保店）

さくら市氏家326-３（ファミリーマートさ
くら氏家店）

塩谷郡高根沢町大字石末3242-２（ファミ
リーマート高根沢石末店）

塩谷郡高根沢町宝石台４-13-９（ファミ
リーマート高根沢宝石台店）

那須烏山市小倉1168-２（ファミリーマート
こぶし台店）

日光市大沢町320-１（ファミリーマート今
市大沢店）

有限会社アーミーショップ 宇都宮市茂原１-５-45（ファミリーマート宇
都宮駐屯地店）

有限会社アラカワ 佐野市北茂呂町字北茂呂３-３（ファミリー
マート佐野北茂呂町店）

佐野市植野町2059-１（ファミリーマート佐
野植野町店）

佐野市小見町332-１（ファミリーマート佐
野小見町店）

有限会社のざわや 宇都宮市屋板町578-58（ファミリーマート
のざわや屋板町店）

有限会社ケイアンドエヌ 宇都宮市上田原町1477-１（ファミリーマー
ト河内上田原店）

宇都宮市砥上町943-９（ファミリーマート
宇都宮砥上町店）

宇都宮市野沢町192-１（ファミリーマート
宇都宮野沢店）

宇都宮市下金井町516-７（ファミリーマー
ト宇都宮下金井町店）

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2241-29（ファミ
リーマート高根沢宝積寺店）

有限会社コンビニエンス・ベ
ツイ

栃木市大宮町字竜神前534（ファミリーマー
トベツイ栃木大宮店）

有限会社サンエイチ 宇都宮市白沢町1810-34（ファミリーマート
宇都宮白沢店）

有限会社サンフレンズ 宇都宮市峰１-１-24（ファミリーマート宇都
宮峰一丁目店）

有限会社ハイライフ 宇都宮市徳次郎町字高谷原７-10（ファミ
リーマート宇都宮インター店）

有限会社ファミリー片桐 足利市福居町175-１（ファミリーマート足
利福居町店）

佐野市富岡町1640（ファミリーマート佐野富
岡店）

有限会社ワイショップとまと 小山市大字田間691-４（ファミリーマート
小山田間店）

有限会社日野仲商店 鹿沼市上石川1453-５（ファミリーマート鹿
沼インター店）

宇都宮市羽牛田町35-６（ファミリーマート
宇都宮羽牛田店）

鹿沼市栄町１-３-３（ファミリーマート鹿沼
栄町店）

鹿沼市幸町１-６-26（ファミリーマート鹿沼
幸町店）

鹿沼市南上野町514-34（ファミリーマート
鹿沼南上野町店）

鹿沼市上奈良部町１-６（ファミリーマート
鹿沼上奈良部町店）

鹿沼市久野826-１（ファミリーマート鹿沼
粟野町店）

鹿沼市上殿町352-18（ファミリーマート鹿
沼村井店）

鈴木章 宇都宮市平出町2321-４（ファミリーマート
宇都宮辰街道店）

鈴木章夫 宇都宮市日の出１-２（ファミリーマート宇
都宮日の出一丁目店）

宇都宮市桜５-３-７（ファミリーマート宇都
宮睦町店）

鈴木崇 宇都宮市竹下町313-１（ファミリーマート
宇都宮竹下町店）

齋藤昌光 宇都宮市江野町６-９（ファミリーマート宇
都宮江野町店）

宇都宮市宮園町４-１東武宮園ビル１階
（ファミリーマート東武宇都宮駅前店）

株式会社ファミリーマート 下都賀郡壬生町大字安塚774-13（ファミリー
マート壬生安塚店）

宇都宮市北若松原２-11-21（ファミリー
マート宇都宮北若松原店）

さくら市蒲須坂249-１（ファミリーマート
さくら蒲須坂店）

小山市美しが丘３-35-１（ファミリーマー
ト小山美しが丘店）

矢板市片岡1160-２（ファミリーマート矢板
インター店）

宇都宮市平出町3861-１（ファミリーマート
宇都宮平出町店）

宇都宮市菊水町14-14（ファミリーマート宇
都宮文化会館前店）

日光市瀬川1170-１（ファミリーマート日光
瀬川店）

宇都宮市東簗瀬１-36-１（ファミリーマー
ト宇都宮東簗瀬一丁目店）

宇都宮市東宿郷３-１-１（ファミリーマート
宇都宮東宿郷三丁目店）

安藤幸夫 足利市伊勢町４-18-１（ファミリーマート
足利伊勢町四丁目店）

足利市今福町907-１（ファミリーマート足
利今福町店）

佐野市石塚町2424-１（ファミリーマート佐
野石塚町店）

安東龍介 那須郡那須町大字漆塚411-５（ファミリー
マート那須漆塚南店）

那須塩原市鍋掛930-１（ファミリーマート
那須塩原鍋掛店）

那須郡那須町大字寺子丙１-122（ファミリー
マート那須黒田原店）

高瀬英樹 日光市轟字合羽山24-１（ファミリーマート
日光轟店）

日光市清滝４-201-６（ファミリーマート日
光清滝店）

日光市倉ケ崎字南原39-１（ファミリーマー
ト日光倉ヶ崎店）

高野真治 さくら市北草川２-20-８（ファミリーマー
トさくら北草川店）

小野高広 大田原市花園1458（ファミリーマート大田原
花園店）

那須塩原市豊浦北町69-122（ファミリーマー
ト那須塩原豊浦北町店）

清水毅 日光市松原町267-１（ファミリーマート日
光松原店）

有限会社ウェルカムハート
リー

大田原市南金丸字東原618-１（ファミリー
マート大田原南金丸店）

大田原市中田原649（ファミリーマート大田
原中田原店）

有限会社グローバル那須 那須塩原市新緑町98-２（ファミリーマート
那須塩原新緑町店）

柳田豊 足利市借宿町１-18-８（ファミリーマート
足利借宿町店）

海老原一裕 さくら市櫻野496（ファミリーマートさくら
櫻野店）

丸山利春 さくら市氏家4506-７（ファミリーマートさ
くら東原店）

有限会社東山 那須塩原市大字井口1176-121（ファミリー
マート那須塩原井口店）

那須塩原市二区町492-３（ファミリーマー
ト那須塩原二区町店）

アイアールスプレッド株式会
社

那須郡那珂川町小川2428-１（ファミリー
マート那須那珂川店）

大田原市蛭田1976-17（ファミリーマート大
田原蛭田店）

那須烏山市上川井891-１（ファミリーマー
ト那須烏山上川井店）

那須烏山市野上641-１（ファミリーマート
那須烏山野上店）

加藤光司 塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑12076（ファミ
リーマート塩谷中央店）

阪本晃一 栃木市沼和田町43-18（ファミリーマート栃
木沼和田店）

市村信雄 さくら市狭間田字南沢2235-１（ファミリー
マートさくら狭間田店）

青木厚子 那須塩原市一区町100-２（ファミリーマー
ト那須塩原実取店）

梅澤拓也 栃木市藤岡町藤岡219-２（ファミリーマー
ト栃木藤岡店）

牧野ヒロミ 下野市下石橋432-３（ファミリーマート石
橋工業団地店）

鈴木力也 日光市中央町７-14（ファミリーマート日光
中央町店）

山田美津子 下都賀郡野木町大字佐川野1374-９（ファミ
リーマート野木佐川野店）

小山市大字東野田字西神垣2221-１（ファミ
リーマート小山東野田店）

MK株式会社 栃木市藤岡町蛭沼1617（ファミリーマート栃
木蛭沼店）

佐野市高萩町1341-５（ファミリーマート佐
野新都市店）

小山市大字三拝川岸31-22（ファミリーマー
ト小山羽川店）

小山市大字雨ヶ谷字西坪109-１（ファミリー
マート小山雨ヶ谷店）

株式会社おおたき 那須塩原市黒磯28-16（ファミリーマート那
須塩原黒磯バイパス店）

那須塩原市大原間字前表145-１（ファミリー
マート那須塩原大原間店）

那須塩原市南郷屋２-148-238（ファミリー
マート那須塩原南郷屋店）

那須塩原市中塩原字マギノ４-10（ファミ
リーマート塩原温泉店）

株式会社オリエンタルマート 矢板市矢板173-１（ファミリーマート矢板
北店）

矢板市木幡字芳原1378-６（ファミリーマー
ト矢板木幡店）

大田原市佐久山3619-１（ファミリーマート
大田原佐久山店）

矢板市中157-１（ファミリーマート矢板中
央店）

さくら市箱森新田字菖蒲沢675-２（ファミ
リーマートさくら箱森新田店）

中山喜美子 那須塩原市豊浦10-682（ファミリーマート
那須塩原豊浦バイパス店）

渡辺雄一郎 那須塩原市上厚崎344-11（ファミリーマー
ト那須塩原上厚崎店）

鈴木信 下都賀郡野木町野木107-１（ファミリーマー
ト野木工業団地店）

髙木誠人 矢板市末広町４-６（ファミリーマート矢板
長峰店）

那須塩原市西三島５-179-19（ファミリー
マート那須西三島五丁目店）

大貫孝之 日光市高徳ミソウジ915-３（ファミリーマー
ト日光高徳店）

株式会社ファミリーマート 宇都宮市細谷１-６-35（ファミリーマート細
谷一丁目店）

株式会社アニマートタカノ 宇都宮市川向町１-23（ローソン宇都宮駅西
口店）

山根正 宇都宮市中今泉１-16-25（ローソン宇都宮
今泉店）

宇都宮市越戸２-18-４（ローソン宇都宮越
戸二丁目店）

有限会社安藤商会 日光市木和田島2074-３（ローソン今市大沢
インター店）

那須塩原市下厚崎200-68（ローソン黒磯下
厚崎店）

五十嵐暉 日光市栗原356-１（ローソン日光栗原店）

日光市所野２-１（ローソン日光所野店）
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　　令和４（2022）年２月15日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

富 屋 西 部
土地改良区 監 事 城野　　治 宇都宮市徳次郎町1572

令 和 ４
（2022）.
１.16

〃 池田　　平 　〃　　　〃　　1181 〃

〃 岩本　　哲 　〃　　　〃　　1879 〃

───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区清算人の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第17項の規定により、次の
とおり土地改良区の清算人について退任の届出があったので、同法第68条第４項において準用する同法第18条
第18項の規定により公告する
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土地改良区名 清算人氏名 住 所 退 任 年 月 日

富 屋 西 部
土 地 改 良 区

入江　利長 宇都宮市徳次郎町1793 令和４（2022）.１.16

森田　政一 　〃　　　〃　　1869-１ 〃

舘野　秀和 　〃　　　〃　　1773 〃

入江　　胖 　〃　　　〃　　1914 〃

岩本　　寿 　〃　　　〃　　1878 〃

池田　茂作 　〃　　　〃　　1800 〃

大房　寿男 　〃　　　〃　　1901 〃

福田　恒夫 　〃　　　〃　　1399 〃

池田　芳久 　〃　　　〃　　1199-１ 〃

池田　保夫 　〃　　　〃　　1201 〃

池田　茂夫 　〃　　　〃　　1188 〃

床井　康一 　〃　　　〃　　1220 〃

（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名
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河内郡上三川町大字上蒲生字花貫内560番15 宇都宮市鶴田町1958番地１ 髙　 橋　 義　 弘

下都賀郡壬生町大字安塚字南原1172番12、
1175番３

宇都宮市茂原町927番地１アンバサ
ダーヒルズＥ101

大　 垣　 雄　 祐
大　 垣　 友 梨 恵

下都賀郡壬生町大字壬生甲字東原3858番３ 下都賀郡壬生町大字壬生丁135番地
31ヴィラ・ルエーレＣ３

石　 塚　 典　 巳

下都賀郡壬生町大字安塚字鹿島原2053番２、
2053番６、2090番４の一部、2090番９の一部

東京都千代田区二番町８番地８ 株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

塩谷郡高根沢町大字平田字扇沢443番３ 那須郡那珂川町小川2366番地１ 田　 代　 純　 一

【第１工区】
塩谷郡高根沢町光陽台二丁目53番１の一部
（開発行為に関する工事）
塩谷郡高根沢町光陽台二丁目８番３の一部、
41番の一部

芳賀郡芳賀町大字芳志戸1024番地 社会福祉法人絆の会

（都市計画課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県収入証紙売りさばき場所の変更
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第10条の規定により、栃木県収入証紙売りさばき場所の
変更について、次のとおり届出があったので、同条例第14条の規定により公告する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

変 更 年 月 日 変更後の売りさばき場所 変更前の売りさばき場所 氏 名 又 は 名 称

令和４（2022）年
２月14日

宇都宮市中今泉３-５-63　
宇都宮東警察署内

宇都宮市今泉町2996-２　
宇都宮東警察署内

一般財団法人
栃木県交通安全協会

（会計局会計管理課）　
───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和４（2022）年２月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量
　ＩＣカード運転免許証作成システム機器の消耗品カード　予定数量390箱
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　契約締結日から令和５（2023）年３月31日（金）まで
⑷　納入場所　栃木県鹿沼市下石川681　栃木県警察本部運転免許管理課
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Ａ事務用機器、紙、文具
類」又は「Ｅ精密機械類」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　令和４（2022）年４月８日（金）から同月12日（火）までの間において、栃木県競争入札参加資格者指
名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であ
ること。
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⑷　発注者の指定する日時及び場所に納品できること。
⑸　契約担当の求めに応じて栃木県警察職員の立会いのもとに、検査に応じられること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等
〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県警察本部警務部会計課調度係　電話 028-621-0110（内線2256）FAX 028-623-3875
　　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail keisatu-ka@pref.tochigi.lg.jp

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和４（2022）年２月15日（火）から同年４月７日（木）まで入札情報システム上で公開する。
　なお、来庁による交付の場合は、同期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午まで
及び午後１時から午後５時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　　令和４（2022）年４月８日（金）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、⑴の場所に、郵送（書留
郵便）により提出すること。郵送が困難な場合は持参も可とする。
イ　開札の日時及び場所
栃木県警察本部２階入札室
令和４（2022）年４月12日（火）午前10時30分

⑷　入札方法　１の⑴の件名で１箱あたりの単価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価
格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、そ
の端数を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係
る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金
額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、次の必要書類を令和４（2022）年４月８日
（金）の午後５時までに郵送（簡易書留）または持参により提出しなければならない。なお、提出された
書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
ア　納入しようとする製品のメーカー名、品名等を記載した一覧表
イ　ＩＣカード化運転免許証及び運転免許証作成システム等仕様書（警察庁交通局運転免許課／仕様書
バージョン番号：003）等に合致し、第三者機関による適合試験に合格していることを証明できる第三
者機関が認定した証明書の写し

⑷　審査
　栃木県警察本部警務部会計課長が、入札者の提出した⑶の書類を審査し、会計課で交付する仕様書に示
す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであると判断した入札者の入札書のみを
落札決定の対象とする。
⑸　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
ウ　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入
札書
エ　栃木県警察物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年10月22日施行）第19条第１項から第２項まで
に掲げる入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他
ア　入札の変更等　令和４（2022）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この
入札の変更等を行うことがある。
イ　その他　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県警察物品等電子調達
実施要領及び栃木県警察物品等電子調達運用基準（令和３（2021）年10月22日施行）の定めるところに
よる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
White Cards for the “Smart Card”（Integrated Circuit Card）Driver's License Maker
390 boxes

⑵　Time and Date of bidding:
　5:00 p.m., April 8, 2022
　Deadline Bidding:
　Documents（Documents must arrive no later than）:
　5:00 p.m., April 8, 2022
⑶　Information is available at:
　Supplies and Furnishing Section,
　Accounting Division,
　Department of Police Administration
　Tochigi Police Headquarters
　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8510
　TEL 028-621-0110（extension 2256）

（警察本部会計課）　
───────────────────────────────────────────────


