2016年2月

平成27年度 とちぎ未来クラブ とちぎ子育て家族応援事業

子育てパスポート
全国共通展開

のぼり旗や
ステッカーのある
お店が目印

事業に協
賛してい
ます

▼

お子様のいる家族に
す︒
とっても優しいカードで

ご利用ガイドブック
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「とちぎ笑顔つぎつぎカード」
を利用される皆様へ
1「とちぎ笑顔つぎつぎカード」事業とは？
イメージ
アップ

割引・特典の
サービス御提供！
カード提示
栃木県内の協賛店舗・施設

栃木県内の子育て家庭

（各店舗・施設でサービス内容を決定）

申し込み

（18歳未満のお子さんや妊婦のいる家庭）

協賛金
不要

無料

カード配布
協賛店舗・施設PR

オリジナル
掲示物送付

とちぎ未来クラブ
《事務局：
（公財）とちぎ未来づくり財団》

支援

県・市町

県民総ぐるみで結婚・子育てを支援するために、
県域を代表する各団体が協力して設立した「とち
ぎ未来クラブ」が実施している事業です。
この事業に協賛いただいている企業や商店等に
「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を提示することで、
協賛店舗・施設が独自に設定する割引・特典等の
サービスが受けられます。
また、平成28年4月から全国の子育て支援パス
ポート事業協賛店舗でも利用できることになりま
した。詳しくは、とちぎ未来クラブホームページ
をご覧ください。

2「とちぎ笑顔つぎつぎカード」の利用方法について
⑴

利用対象者
（世帯）
● 18 歳未満のお子様または妊娠中の方のいる世帯
有効期限：お子様が 18 歳に達して最初の 3 月 31 日を迎えるまで

⑵

利用方法
●オリジナルプレートやのぼり旗が掲示されている協賛店舗等で「とちぎ笑顔つぎ
つぎカード」をご提示ください。
カードをご利用になる場合は、必ず買い物やご飲食の前にカードを
提示して、サービス内容をお店の方にご確認ください。
また、予約が必要な場合は、予約をする時にカードを使用することを
お店の方にお伝えください。
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(注）ご本人であることの確認やお子様同伴が必要になる場合もあります。 （のぼり旗）
●協賛店舗・施設の最新情報は、下記のとちぎ未来クラブホームページで確認できます。
●子ども３人以上の多子家庭に対して、よりグレードの高い割引・特典「ゴールドサービス」
を実施しているお
店もあります。
●これらのサービスは、協賛店舗・施設のご厚意により提供されるものです。

3 「とちぎ笑顔つぎつぎカード」について
①
②

③
④
⑤

カードの交付は、原則として、各世帯１枚です。
カードの裏面に次の事項を記入してください。
・保護者の氏名及び 18 歳未満のお子様の氏名と誕生年月
・妊娠されている方の氏名（お子様が生まれてからお子様の
お名前等を記入してください。）
カードに記入されたお子様・妊娠されている方と同居するご家族に限
り利用できます。
裏面に、お名前・誕生年月が記入されていないカードは使用できません。
カードは、第三者に貸与・譲渡することはできません

（カードデザイン）

取扱店は
ガイドブック︑
ホームページ︑QR
コードを読み込んで
スマホ・携帯からも
検索OK！
業種別︑地域別でも
調べる事が出来るので

とっても便利！

という方へ

このカードはどこで使えるの？

ってどんなカード？
ど

取扱い店頭には
目印にステッカーや
のぼり旗があるんだよね

ら
か
の

カードを使う時︑
事前にお店の人に
確認してね︒

という方へ

取扱い店にて

すみません
つぎつぎカード
使えますか？

⁝というような
お得なサービスが
受けられます！

お得な
サービスが
受けられて︑
家計も助かる
カードです！

1※

2※
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このカードはどのように使えるの？

マークがカ
ラ
わかり フル
やす だ
い

はい︑
この商品ですと
5％引サービス
致します︒

家族みんなが
楽しく
なれるよ！

1※いつカードを提示するかはお店の方にお聞きください。
2※サービスはお店によって異なります。

ホームページ検索の方法
（PC・スマホ・携帯）
〈PC・スマホの場合〉
http://www.tochigi-mirai.jp
からお入りください。

〈携帯の場合〉
http://www.tochigi-mirai.jp/m/
からお入りください。

ここをクリック ! ▼

下にスクロール !

必要事項を入力して
検索スタート！

▲ここをクリック !

スマホ・携帯のバーコードリーダー
読み取り機能を使えば
さらに簡単に
アクセスできます。
必要事項を入力・チェックして
検索スタート！

子育て支援パスポート事業の全国共通展開について

とちぎ笑顔つぎつぎカードが全国で
ご利用いただけるようになりました！

子育て支援パスポート事業全国共通展開とは？
全国共通ロゴマーク

子育て家族優待サービス事業は、多くの都道府県で実施されていますが、
対象地域が県内や広域事業連携している自治体の範囲に限られたり、県外
でサービスを受けるためには、それぞれの県等のカードが必要になるなど、
不便な点が少なくありませんでした。
そこで、全国の都道府県で家族優待サービスが受けられる制度の検討が
内閣府を中心に進められ、
「子育て支援パスポート事業」として平成２８年
４月から段階的に全国の都道府県で導入される運びとなりました。
これにより、事業に参加している全国の協賛店舗で、
「とちぎ笑顔つぎつ
ぎカード」がお使いいただけるようになりました。

ただし、サービス提供の対象となる家庭のお子様の年齢や人数などの要件については、各都
道府県がそれぞれに定めているため、
「とちぎ笑顔つぎつぎカード」をお持ちでも、サービスを
受けられない場合がありますので、他都道府県の協賛店舗でサービスをお受けになろうとすると
きは、事前に「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を提示の上、サービス内容等をご確認ください。
全国共通ロゴマークが協賛店舗の目印です。

子育て支援パスポート事業実施予定都道府県
○

平成 28 年 4 月スタート

平成28年2月現在

〜41 道府県〜

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県
○

平成 28 年 10 月スタート

〜4 都県〜 （計 45 都道府県）

東京都、山梨県、大分県、沖縄県
○

平成 29 年 4 月スタート

〜 2 府県 〜 （計 47 都道府県）

大阪府、神奈川県
※

各都道府県の子育て支援パスポート事業の対象要件や協賛店舗情報については、それぞれ
の都道府県のホームページでご覧になれます。

※

各都道府県のホームページへは内閣府ホームページ
（下記アドレス）からもアクセスできます。
内閣府ホームページアドレス
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/passport.html

県外でサービスをうけるには？
県外で子育て家族優待サービスを受けるためには「全国共通ロゴマーク」の付いた「とちぎ笑
顔つぎつぎカード」が必要となります。
既に「とちぎ笑顔つぎつぎカード」をお持ちのご家族は、お住まいの市町のとちぎ笑顔つぎつ
ぎカード交付窓口等でロゴマークシールをお配りしておりますので、交付をお受けいただき、下
図の様にカードに貼付してください。
なお、
「とちぎ笑顔つぎつぎカード」は子育て家庭一世帯につき１枚の交付となります。

全国共通ロゴマークシール

手元にある他県カードはどうすればいい？
本県を始め福島、茨城、群馬、埼玉、新潟の６県は、これまで子育て家庭優待サービスカー
ド事業の広域連携を実施し、各県で希望者に他県のカードを交付して参りましたが、この度の
「子
育て支援パスポート事業」の開始に合わせて、広域連携を発展的に解消することとなりました。
つきましては、現在お持ちの各県カードは、ハサミを入れるなどして、各家庭で処分していた
だきますようお願いいたします。

とちぎ笑顔つぎつぎカード事業担当窓口一覧
（H28.2.1現在）

番号

市町村名

1

宇 都 宮 市

子ども未来課

2

足

利

市

児童家庭課

3

栃

木

市

こども課 こども担当 子育て支援チーム

0282‑21‑2222

4

佐

野

市

こども課

0283‑20‑3023

5

鹿

沼

市

子育て支援課 こども支援係

0289‑63‑2160

6

日

光

市

子育て支援課

0288‑21‑5186

7

小

山

市

子育て・家庭支援課

8

真

岡

市

三つ子の魂育成推進室

0285‑83‑8157

9

大 田 原 市

子ども幸福課

0287‑23‑8932

10

矢

子ども課

11

那須塩原市

子育て支援課

12

さ く ら 市

児童課 子育て支援係

028‑681‑1125

13

那須烏山市

こども課

0287‑88‑7116

14

下

こども福祉課

15

上 三 川 町

福祉課

16

益

子

町

健康福祉課 児童家庭係

0285‑72‑8865

17

茂

木

町

保健福祉課

0285‑63‑5631

18

市

貝

町

こども未来課

19

芳

賀

町

健康福祉課

20

壬

生

町

こども未来課

子育て支援係

0282‑81‑1831

21

野

木

町

こども教育課

子育て支援係

0280‑57‑4162

22

塩

谷

町

保健福祉課

23

高 根 沢 町

こどもみらい課

24

那

こども未来課

25

那 珂 川 町

板

野

須

市

市

町

担当課

TEL

企画グループ
親子福祉担当

こども育成係
子育て環境係
子育て支援係

子育て支援係

028‑632‑2342
0284‑20‑2137

0285‑22‑9634

0287‑44‑3600
給付係

こそだて支援係
子育て支援グループ

子ども・子育て係

健康福祉課

福祉係
こども育成係
健康係

福祉担当
子育て支援担当
こども政策係

子育て支援係

0287‑46‑5533

0285‑52‑1114
0285‑56‑9130

0285‑68‑1119
028‑677‑6042

0287‑45‑1119
028‑675‑6466
0287‑72‑6959
0287‑92‑1119

※市町により支所等でも交付している場合がありますので、とちぎ未来クラブホームページで
ご確認ください。

ガイドブックのご利用に当たって

①宇都宮市…… 1

㉔
⑪

⑨

⑥

⑩

㉒

㉕

㉓
⑤

③栃木市……… 3

食べる

④佐野市……… 4

P.39➡

⑤鹿沼市……… 5

見る・遊ぶ

⑥日光市……… 5

P.54➡

⑦小山市……… 6

泊まる

⑨大田原市…… 8
⑪那須塩原市… 9
⑫さくら市…… 10

①
⑲ ⑱

⑰

う

P.15➡

⑩矢板市……… 8

⑬

買

②足利市……… 2

⑧真岡市……… 7

⑫

➡

市町別インデックス

⑬那須烏山市… 10

P.58➡

学

ぶ

P.60➡

育児・家事
P.72➡

交通・旅行
P.73➡

⑭下野市……… 10

⑳

④
②

⑮

⑯
⑧

⑭

③

⑮上三川町…… 11

㉑

⑱市貝町……… 11
⑲芳賀町……… 11
⑳壬生町……… 12
㉑野木町……… 13

ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高いサービスです。
家

マーク：家庭の日協賛店舗です。

平成26年度から「家庭の日」優待サービスは「とちぎ笑顔つぎ
つぎカード」
事業に統合され、カードを提示すればサービスが受
けられるようになりました。家庭の日については111ページを
ご覧ください。
※カード裏面には必ず保護者氏名及びお子様のお名前・誕生年月
を記載してください。
記載がない場合は特典サービスを受けられない場合があります。
※特典内容等がガイドブックに掲載されている内容と異なる場合
がありますので、あらかじめ各店舗等にご確認いただきますよ
うお願いいたします。

融

P.74➡

⑯益子町……… 11
⑰茂木町……… 11

⑦

金

㉒塩谷町……… 13
㉓高根沢町…… 13
㉔那須町……… 13
㉕那珂川町…… 13
福島県……… 13
茨城県……… 13
群馬県……… 14

住まい
P.78➡

理容・美容室
P.85➡

自動車
P.87➡

情報・通信
P.91➡

写

真

P.93➡

健康・美容
P.95➡

クリーニング

埼玉県……… 14

P.98➡

その他の県…… 14

その他
P.101➡

市町別インデックス

市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮市
買う
ＡＯＫ
Ｉ
ＭＥＧＡドン・キホーテ ラパーク宇都宮店
アイプリモ 宇都宮本店
アイメガネ
アクタス 宇都宮店
アピタ 宇都宮店
宇都宮コンタクトレンズ ＵＣＬメガネ
宇都宮ヤクルト販売株式会社
エースコンタクト 宇都宮店
欧風菓子 グリンデルベルグ 済生会北店
学生専門店 すくーるめいとU
カスミ テクノポリス清原店
株式会社 宇都宮伊澤屋
株式会社明治特約店 有限会社 豊岡商店
かましん
カワチ薬品
きもの昇扇
ケーズデンキ
コジマ ＮＥＷ宇都宮南店
コジマ×ビックカメラ
自家焙煎珈琲豆販売店 カフェカピアン
シューマート 宇都宮インターパーク店
紳士服コナカ
スーパーオータニ
杉山書店
すずらん本舗
世界のおもちゃ
「ぬくぬく」
センボン洋菓子店
総合アクアリウムショップ おさかなや
たいやき大学
たいらや
トイザらス・ベビーザらス 宇都宮店
東一宇都宮青果株式会社
とちぎコープ
トップマート
とりせん
ドン・キホーテ 宇都宮店
パリミキ
バレエショップ プリエ
ビーアンドディー 宇都宮店
フードオアシスオータニ
ふとんのわくい
フラワーショップ ネモト
ベーカリーノア ブランジェ Ｙｏｓｈ
ｉ
ベビーザらス 宇都宮店
宝月堂
宝石・貴金属 イマイズミ
ホームセンターカンセキ
まちの牛乳屋さん 山田牛乳店
みしん情報館
眼鏡市場
メガネサロン サカモト
ももちゃんランドセル製作所
ヤオハンスーパー 宇都宮店
焼きたて屋 コパン
有限会社 小野弓道具店
有限会社 綜合衣料 カワシマ
有限会社 雄芳堂印舗
洋服の青山
リサイクルショップ ごえん
ロンシャン洋菓子店
和光メガネ
和真メガネ
和創良靴 有限会社 マルシン靴店

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

1

家

家

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18

食べる
Ｐ
ｌ
ａｓ＊
ｉ
石焼らーめん火山
イタリアン＆カフェ フィレンツエ
魚べい
宇都宮餃子会
「来らっせ」
長崎屋宇都宮店
宇都宮餃子館
うどん亭 くず葉
旨いとんかつ かつ丼や 岡本店
お好み焼き もんじゃ さくら
ガスト
かに料理 甲羅本店
株式会社 フライングガーデン
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
元祖 赤みそ家 バイパス店
元気寿司 東武店
小籠包Ｇarden大地
ステーキ宮
手打ちそば処 みっちゃん
ドイツビアレストラン ホフブロイハウス
とらっとりあ 天野
とりでん
とんこつ家 石井店
生そば たぬき
博多らーめん長風 ララスクエア宇都宮店
美酒・創菜ダイニング寧々家
備長扇屋
へんこつうどん
マクドナルド
ミスタードーナツ
麺 みの作 インターパーク店
麺屋 みそいち 若草店
やきにくランド宝島 宇都宮長岡店
山田うどん 柳田街道店
遊食饗宴 彩
吉野家
ら〜めん厨房 つきまる
らーめん春樹 ララスクエア宇都宮店
ラーメン本舗 紅一点 戸祭店
ら行 風神社中 ベルモール店
レストラン 「ラプレ ミディ」
レストラン アーク
ロッテリア
和処ダイニング暖や 上戸祭店
見る・遊ぶ
宇都宮ゴールドレーン
宇都宮第二トーヨーボウル
カラオケ本舗まねきねこ
カラオケマック 東武宇都宮店
シダックス
ジャンボリー御幸ヶ原
セガワールド 宇都宮
テクモピア パルテロン宇都宮店
トッキースクエア
（栃木ＳＣ）
ビッグエコー25 宇都宮池上店
ビッグエコー 宇都宮二荒店
フジホースライディングクラブ
道の駅うつのみや ろまんちっく村
リンク 栃木ブレックス
泊まる
ＣＤキャドッグ ココア
ＴＯＫＡ ＨＯＴＥＬ
（東花ホテル）
学ぶ
ＣＯＣＯ塾 宇都宮校
ＣＯＣＯ塾ジュニア 宇都宮校
アミティーイングリッシュスクール 宇都宮校

家

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
58
58
58
60
60
60
60

85
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
88
88
91
91
91
91
91
93
93
93
93
93
93
93
93
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
96
96
98
98
98
98
98
98
98
98
101
101
101
101
101
101
101

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

ＨＡ
Ｉ
Ｒ ＳＨＯＰ ＡＫ
Ｉ
ＹＡＭＡ
ＨＡ
Ｉ
ＲＤＲＥＳＳ
ＩＮＧ Ｇｒｏｗｔｈ グロース
SALON DE ZUCCA
すま美容室
ヘアーサロン クープ
ヘアーモード スマ
（西川田店）
リトルウイング
自動車
ＨｏｎｄａＣａ
ｒ
ｓ 栃木中
オートアールズ 宇都宮バイパス店
オートバックス 宇都宮西店
カーコンビニ倶楽部 宇都宮簗瀬店 株式会社 オヤマ
ゼウスカークリーン
タイヤガーデン 宇都宮
東京オート株式会社 若松原店
トヨタカローラ栃木株式会社
ニッポンレンタカー
鳩山油店
有限会社 興成自動車商会
情報・通信
auショップ
株式会社 テラ auショップ 宇都宮
ソフトバンク
ドコモショップ
写真
カメラのキタムラ
サトーカメラ
サトカメｍｉ
ｎ
ｉ
スズキフォト
スタジオ・カワシマ
トータルフォトスタジオかれん 宇都宮大通り店
フジカラーパレットプラザ 御幸ヶ原店
健康・美容
ｍａｎｄａ
ｒ
ｉ
ｎ ｓｐａ
ｌ
ｏｎ ｓ
ｌ
ｏｗ ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
Ｐ
ｒ
ｉ
ｖａｔｅｓａ
アジアングレイス ベルエポック 宇都宮店
アロマ＆エステティック・プライベートサロン Ｒ
Ｉ
ＣＯ
エールドランジュ 〜天使の羽〜
おのざき歯科医院
極楽湯 宇都宮店
コンタクトのアイシティ
姿勢保健均整指導所 岡本診整院
整体＆エステサロン ｉ
ｄｅａ
ｌ
セントラルフィットネスクラブ 宇都宮駅前店
足心道療術 モア
中央公園レディースクリニック
美サロン きらり 宇都宮店
誠はりきゅう院
やまぐち歯科醫院
ゆざわや歯科クリニック
リラク＆ネイル ＳＡＬＯＮ ＤＥＣ
ｉ
りらく整体 森のウタ
クリーニング
うさちゃんクリーニング
クリーニング さくら
クリーニング マエダ
クリーニング みゆき
クリーニング専科 雀宮店
フジドライ
有限会社 小花クリーニング
その他
株式会社 竹田石材店
株式会社 林
株式会社 松井ピ・テ・オ・印刷
行政書士 前澤事務所
有限会社 ピーエフケイ・コーポレーション
両毛丸善株式会社
足利市
買う
ＡＯＫ
Ｉ 足利店
ＷonderGOO 足利店

市町別インデックス

生きがい対応型デイサービス さわやか倶楽部
60
上野楽器
60
オオヌキマサヒロ ダンススタジオ
60
オリオンコンピュータ株式会社 パソコンスクール
60
おんがく教室ぷりまう゛
ぇーら
60
学研
60
学研ほっぺんくらぶ
60
家庭教師のアップ学生会
60
株式会社 開倫塾
60
クールライフスポーツ
61
公文式
61
けんもくスクール
61
こども英会話のミネルヴァ
62
個別指導 ウィンパス
62
個別指導塾ノーバス 宇都宮校
62
個別指導パーソナル 宇都宮東教室
62
スタディーフィールド
62
すてきな学校 マニフィックエコル
62
ニチイ
62
ニチイ学館 宇都宮支店
62
羽石義塾・学童保育楓の家
62
ラボ・パーティ英語
62
リニーズ英会話スクール
62
育児・家事
72
おそうじ本舗 宇都宮野沢店
72
株式会社 オリエンタルシステムズ 託児室チャイルドランド 72
株式会社 キッズコーポレーション
（ベビーシッターサービス） 72
株式会社 ジャスト 宇都宮支店
72
ダスキン つるた支店
72
ダスキンフォワード 宇都宮東店
72
ニチイライフ ニチイケアセンター宇都宮
72
交通・旅行
73
運転代行 輝 宇都宮営業所
73
オリックスレンタカー
73
金融
74
足利銀行
74
アフラックサービスショップ 宇都宮馬場通り店
74
烏山信用金庫
74
栃木銀行
75
住まい
78
For You House
78
ＫＡＴＡＹＡＭＡ株式会社
78
アイフルホーム
78
アパマンショップ
78
エステート管理サービス株式会社
78
エステート住宅株式会社 大塚町モデルハウス
78
エステート住宅産業株式会社
78
株式会社 Ｃ
Ｉ
Ｃ情報センター 売買住宅事業部 売買仲介課 78
株式会社 ＴＳコーポレーション 不動産コンサルティングオフィス アンドプレイス 78
株式会社 パナホーム北関東
78
株式会社 横尾材木店 宇都宮店
79
グランディハウス株式会社
79
ケイアイスター不動産株式会社
79
三和住宅宇都宮東店 みんなの賃貸Ｃafé
79
ジェイエルホーム株式会社
79
上陽工業株式会社
79
水彩工房 上戸祭店
79
積水ハウス株式会社
79
大東建託株式会社
79
太陽装建株式会社
79
栃木ミサワホーム株式会社
79
トヨタウッドユーホーム
79
福田土木造園株式会社
79
富士住建 宇都宮ショールーム
79
枡倉建設株式会社
79
みんなの賃貸café アパマンショップゆいの杜店
79
有限会社 高橋工業
79
リクラス
（エステート住宅産業株式会社）
80
理容・美容室
85
Ａｃｃｅｓ
ｓ Ｍｏｏｎ 宇都宮上戸祭店
85
ＢＡＲＢＡＳ
（バルバス）
85

18
18
18

2

市町別インデックス

買 う

家
アピタ 足利店
菓子工房 Ｃ
ｉ
ｔｏｒｏｎ−Ｐ
ｒ
ａ
ｌ
ｉ
ｎｅ
株式会社 ツカダ 足利店
カワチ薬品
ケーズデンキ ハーヴェストプレース足利
コジマ ＮＥＷ足利店
コスメ
・
ド・エステ ヤナギタ
シューマート 足利店
紳士服コナカ 足利店
セーブオン
たいらや 足利店
ドラッグストア セキ 山川町店
とりせん
ふとんのおかの
フラワーショップ りぼん
フルーツ いでい
フレッセイ 通町店
マンガの店ステラ
眼鏡市場 足利トンネル通り店
メガネストアー 足利トリコット通り店
モケン工業株式会社
洋服の青山 足利店
両毛ヤクルト販売株式会社
和光メガネ 足利本店
食べる
相田みつをゆかりの店 めん割烹 なか川
魚べい 朝倉町店
家
ガスト
株式会社 フライングガーデン 足利店
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 足利葉鹿店
光楽菜館
（中華料理）
スーパービバホーム足利堀込店内 ベーグ足利ビバ店
ステーキ・ハンバーグどんさん亭 足利店
ステーキ宮
炭火ホルモン焼 元
マクドナルド
マミーマート足利店内 ベーグ足利マミー店
ミスタードーナツ
山田うどん
吉野家 アクロスプラザ足利店
見る・遊ぶ
足利スターレーン
カラオケ本舗まねきねこ 足利朝倉店
栗田美術館
シダックス 足利朝倉クラブ
学ぶ
赤門セミナー
学研
株式会社 開倫塾
公文式
永澤
ニチイ 足利教室
明光義塾
ラボ・パーティ英語
育児・家事
ニチイライフ
交通・旅行
オリックスレンタカー 足利市駅南口店
金融
足利小山信用金庫
足利銀行 足利ローンセンター
栃木銀行
住まい
イオスホーム 足利店
イシンホーム 足利太田
株式会社 安心リフォーム
株式会社 島田商事
株式会社 パナホーム北関東 足利展示場
ケイアイスター不動産株式会社 足利ハウジングセンター
積水ハウス株式会社 足利展示場
大東建託株式会社

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

3

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
54
54
54
54
54
62
62
62
62
62
63
63
63
63
72
72
73
73
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80

栃木ミサワホーム株式会社 CRT足利展示場
トヨタウッドユーホーム株式会社 足利展示場
日光杉の家 大生建物
有限会社 あおいホーム
有限会社 石井建業
有限会社 福富住宅
有限会社 フセジマ建築
理容・美容室
Ｈａ
ｉ
ｒ ＢＯＯ．
Ｍ
アベ ヘアードレッシング
ひかり ヘアースタジオ
自動車
オートアールズ 足利弥生店
トヨタカローラ栃木株式会社
ニッポンレンタカー 足利市駅前営業所
情報・通信
auショップ 足利北
ケータイプラザ 足利中央店
写真
カメラのキタムラ
スタジオマリオ 足利南店
健康・美容
Ｂｏｄｙ＆Ｍｅｎｔａ
ｌ Ｃａ
ｒ
ｅ ＫＯＡ
歯科 あべクリニック
富岡治療院
マルエドラッグ
クリーニング
株式会社 ほしのドライ
クリーニング専科
その他
足利健康ランド
石井ピアノ
両毛丸善株式会社
栃木市
買う
ＡＯＫ
Ｉ 栃木店
Ｔｅｎｎ
ｉ
ｓ Ｓｈｏｐ ＢＥＳＴ
イオン 栃木店
株式会社 ツカダ 栃木店
カワチ薬品
クツ、
カバンの店 ぢがみ商店
ケーズデンキ 栃木大平店
コジマ×ビックカメラ 栃木店
スーパーオータニ
セーブオン
とちぎコープ コープ栃木店
とりせん
ドレスショップ Ｂ
ｌ
ｉ
ｓ
ｓ
パリミキ 栃木店
フットワーク
ホームセンターカンセキ
眼鏡市場 栃木平柳店
山本総本店
有限会社 イズミ印房
洋服の青山 栃木店
ヨークベニマル 大平町店
両毛ヤクルト販売株式会社
和光メガネ
食べる
石焼らーめん火山 栃木店
出流手打そば 福寿屋
出流ふれあいの森 やまぶき
岩本屋
うおう
魚べい 栃木箱森店
ガスト
カフェレストラン すいごう
株式会社 フライングガーデン 栃木店
元祖手打そば いづるや
ステーキ宮 栃木店
そば処 さとや

80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
88
88
88
88
91
91
91
93
93
93
96
96
96
96
96
98
98
98
101
101
101
101

家

19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
55
55
55
64
64
64
64
64
64
64
64
64
72
72
72
72
72
72
72
73
73
75
75
75
81
81
81
81
81
81
81

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

家

20
20
20
20
20
20
20
21
21

カワチ薬品
ケーズデンキ 佐野パワフル館
コジマ×ビックカメラ 佐野店
セーブオン
トイザらス 佐野店
とちぎコープ ミニコープ富岡店
とりせん
人形の峰雲堂
パリミキ 佐野店
開華ギャラリー 酒蔵楽
フレッセイ 佐野店
ホームセンターカンセキ 佐野店
宮脇書店 佐野店
眼鏡市場 佐野浅沼店
メガネのイタガキ イオンモール佐野新都市店
八下田織物株式会社
有限会社 石塚ミート
有限会社 酒井石材
洋服の青山 佐野新都市店
両毛ヤクルト販売株式会社
和光メガネ 佐野本店
食べる
居食ダイニング暖 佐野店
家
ガスト
株式会社 フライングガーデン 佐野店
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 佐野国道50号店
季節料理 游心
古代生活体験村 あきやま学寮 ウッドランド森沢 レストランあきやま
四季の味 勘助
ステーキ宮 佐野店
道産麺
農家直営いもフライ＆やきそば
「ぽっぽや」
備長扇屋 佐野大町店
ホテル マリアージュ仙水
マクドナルド
ミスタードーナツ イオン佐野新都市ショップ
山田うどん
吉野家
ラーメン 絹屋
若葉
見る・遊ぶ
カラオケ本舗まねきねこ 佐野大橋店
シダックス 佐野富岡クラブ
学ぶ
ＪＯＹパソコンスクール 佐野校
学研
株式会社 アップデート ＪＯＹパソコンスクール 佐野中央校
株式会社 開倫塾
公文式
こども英会話のミネルヴァ イオンモール佐野新都市プラザ教室
明光義塾 佐野北教室
ラボ・パーティ英語
育児・家事
おそうじ本舗 館林駅前店
株式会社 オリエンタルシステムズ 託児室チャイルドランド フェドラ佐野店
株式会社 マルヤ
ダスキン 金子
ニチイライフ ニチイケアセンター佐野
保育所ちびっこランド イオンタウン佐野園
交通・旅行
オリックスレンタカー 佐野店
金融
足利銀行 佐野ローンセンター
栃木銀行
住まい
株式会社 パナホーム北関東 佐野展示場
グランディハウス株式会社 両毛支店
ケイアイスター不動産株式会社 佐野ハウジングセンター
積水ハウス株式会社 佐野シャーウッド展示場
大東建託株式会社
栃木ミサワホーム株式会社 CRT佐野展示場

買 う

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
54
54
55
55
55
55
63
63
63
63
63
63
63
63
63
72
72
75
75
75
75
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
88
88
88
88
92
92
92
94
94
96
96
98
98
98
101
101
101
101
101

市町別インデックス

手打ちそば いしやま
栃木グランドホテル株式会社
美酒・創菜ダイニング寧々家 栃木店
福松
ふくみ食堂
マクドナルド
ミスタードーナツ とりせん栃木ショップ
山田うどん
吉野家 栃木大町店
ロッテリア 栃木イオン店
見る・遊ぶ
あだち好古館
一般財団法人 塚田歴史伝説館
カラオケ本舗まねきねこ 栃木店
サンプラザボウル
シダックス 栃木昭和町クラブ
学ぶ
学研
株式会社 開倫塾
公文式
こども英会話のミネルヴァ コープ栃木教室
ニチイ 栃木教室
明光義塾 大平岩舟教室
有限会社 ジュントオル
ラボ・パーティ英語
育児・家事
ニチイライフ ニチイケアセンター栃木
金融
足利小山信用金庫 栃木卸センター支店
足利銀行 栃木ローンセンター
栃木銀行
住まい
サポーズハウス株式会社
たたみ工房 あおき
栃木ミサワホーム株式会社 栃木・大平住宅公園展示場
有限会社 丸善工業
理容・美容室
カット.ハウス.ル,モンド
清水理容室
ヘアサロン スマイル
理容 おがわ
理容 田谷
自動車
オートアールズ 大平モール店
トヨタカローラ栃木株式会社 栃木店
有限会社 ヨシバオート
情報・通信
auショップ 栃木
ドコモショップ 大平店
写真
サトーカメラ 栃木バイパス店
健康・美容
ノエビア 栃木南販社
クリーニング
うさちゃんクリーニング
フジドライ コープ栃木店
その他
岸オイル （コスモ石油）
栃木インターSS
美光堂
みかも不動尊
両毛丸善株式会社
佐野市
買う
ＡＯＫ
Ｉ 佐野新都市店
ｒ アンジュール
ｕｎ
ｊ
ｏｕ
イオン 佐野新都市店
カスミ 浅沼店
花鳥風月
鞄のブル・ヴィラージュ
株式会社 アソシエグリーンファーム
株式会社 ツカダ 佐野店

4

市町別インデックス

買 う

トヨタウッドユーホーム株式会社 CRTハウジング佐野総合住宅展示場
富士住建 佐野ショールーム
有限会社 グローバルアクションパートナーズ
理容・美容室
ＮＥＳＴ ＫＡＲＡＫ
ＩＤＡ
美容室 ベリーズ
ヘアーサロン カワセイ
自動車
オートアールズ 佐野店
株式会社 塩田自動車整備工場
株式会社 筒井モータース
タイヤガーデン 佐野
東京オート株式会社 佐野店
トヨタカローラ栃木株式会社 佐野店
情報・通信
auショップ
ケータイプラザ 佐野店
ドコモショップ 佐野店
有限会社 ネットワーク毎日・毎日新聞佐野専売所
写真
カメラのキタムラ
サトーカメラ 佐野イオンタウン店
スタジオマリオ 佐野店
フォトショップＱＳＳ 植野店
健康・美容
Ｂ
ｉ
ｒ
ｔｈｄａｙ
ポーラ ザ ビューティー 佐野店
クリーニング
うさちゃんクリーニング
その他
合同会社 さくらクリーンサービス
墓地情報センター 栃木佐野営業所
両毛丸善株式会社
鹿沼市
買う
ＷonderGOO 鹿沼店
宇都宮ヤクルト販売株式会社
家
カスミ 鹿沼店
カワチ薬品
晃南印刷株式会社
コジマ ＮＥＷ鹿沼店
作業用品・祭用品の店 大坂屋
静岡銘茶 飯塚商店
セーブオン 粟野店
たいらや 鹿沼店
時計・メガネ・貴金属・柴田時計店
フラワーヒルズ
ホームセンターカンセキ 新鹿沼店
眼鏡市場 鹿沼貝島店
メガネストアー 鹿沼西茂呂店
ヤオハンスーパー
洋服の青山 鹿沼店
和光メガネ
食べる
魚べい
家
ガスト
株式会社 フライングガーデン 鹿沼店
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 鹿沼栄町店
九州ラーメン 来来
炭火焼肉 おおつか 鹿沼店
美酒・創菜ダイニング寧々家 鹿沼店
へんこつうどん 鹿沼茂呂店
マクドナルド
吉野家 121号線鹿沼店
見る・遊ぶ
鹿沼ヤングボール
カラオケ本舗まねきねこ 鹿沼千渡店
シダックス 鹿沼晃望台クラブ
家
古峯神社 古峯園
学ぶ
上野楽器

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他
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81
81
81
85
85
85
85
88
88
88
88
88
88
88
92
92
92
92
92
94
94
94
94
94
96
96
96
98
98
101
101
101
101
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
55
55
55
55
55
64
64

開隆塾
学研
株式会社 開倫塾
公文式
けんもくスクール 仁神堂教室
合同会社 マロニエ国際アカデミー
こども英会話のミネルヴァ 鹿沼晃望台教室
総合教育研究所 クリオネ
ニチイ 鹿沼教室
ラボ・パーティ英語 鹿沼教室
育児・家事
ニチイライフ ニチイケアセンター鹿沼
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 宇都宮支店
金融
足利銀行 鹿沼ローンセンター
栃木銀行
住まい
グランディハウス株式会社 鹿沼支店
大東建託株式会社 鹿沼店
有限会社 デザインルームカサイ
理容・美容室
柏渕理容店
自動車
ＨｏｎｄａＣａ
ｒ
ｓ 栃木中 鹿沼茂呂店
トヨタカローラ栃木株式会社 鹿沼店
情報・通信
auショップ 鹿沼
ソフトバンク 鹿沼
ドコモショップ 鹿沼店
写真
サトーカメラ 鹿沼晃望台店
清美館
健康・美容
相気健康法 栃木県本部
アロマテラピースクール 『癒しの森』
ホリスティック・キュア スファビィ
クリーニング
フジドライ ヨークベニマル鹿沼店
その他
株式会社 林 鹿沼インターSS
株式会社 ヨシダコーポレーション 宇都宮営業所
日光市
買う
株式会社ＭＴファルマ フタバ快生堂薬局
アイメガネ 今市センショープラザ店
イオン 今市店
宇都宮ヤクルト販売株式会社
株式会社 渡辺和哉商店
かましん
かみやま自転車店
カワチ薬品
コジマ ＮＥＷ日光店
こんにゃくの のぐち屋
さかえ化粧品店
紳士服コナカ 今市店
スーパーオータニ 今市店
セーブオン
たいらや 今市店
フードオアシスオータニ 大沢店
フローラ・クリスタルローズ
ホームセンターカンセキ 今市店
眼鏡市場 今市店
ヤオハンスーパー
有限会社 荒川時計店
有限会社 雪印牛乳鬼怒川販売所
リオン・
ドール
和光メガネ 今市本店
食べる
ｃｈａ−ｃｈａ−ｈｏｕｓｅＣＡＭＯＮ
味の店 二幸
居酒屋 ごえん

64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
72
72
72
75
75
75
81
81
81
81
86
86
89
89
89
92
92
92
92
94
94
94
96
96
96
96
99
99
102
102
102
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
44
44
44
44

家

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

家

23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

家

融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

小山市
買う
ＡＯＫ
Ｉ
ＡＳＢｅｅ
ＯｐｔＬＡＢＥＬ イオンモール小山
ＷonderGOO 小山店
アイメガネ 小山城南店
イオン 小山店
上野花園
うおとみ 小金井店
エースコンタクト
エメフィール イオンモール小山店
お醤油屋さんのおせんべい工房
カワチ薬品
ケーズデンキ
コジマ×ビックカメラ 小山店
小林園 本店
さくら平安堂 小山店
サンスリープ太陽寝装
スーパービバホーム 小山店
スーパーフレッシュ
セーブオン 小山東黒田店
たいらや
タオル美術館
田中酒店
タルボット イオンモール小山店
中央コンタクト
トイザらス・ベビーザらス 小山店
とちぎコープ ミニコープ城東店
とりせん
ハッシュアッシュ
ハニーズ
パリミキ
フタバカードパーク イオンモール小山店
ホームセンターカンセキ 小山店
道の駅 思川
眼鏡市場
洋服の青山 小山店
両毛ヤクルト販売株式会社
ロイヤルホームセンター
和光メガネ
和真メガネ 小山店
食べる
Ｎａｐｏ
ｌ
ｉｓ
ʼ Ｐ
ＩＺＺＡ＆ＣＡＦＦＥ おやまゆうえんハーヴェストウォーク店
石焼らーめん火山 小山店
魚べい 西城南店
お食事処 将慶亭
小樽食堂 小山城北店
家
ガスト
株式会社 フライングガーデン
サーティワンアイスクリーム イオンモール小山店
さだばあちゃんの台所
サンマルクカフェ イオンモール小山店
スーパービバホーム小山店内 ベーグ小山店
ステーキまつだ ＦＵＫＵＦＵＫＵ亭
ステーキ宮
千両 小山店
創作好麺 十人十色
築地銀だこ イオンモール小山店
はなまるうどん
美酒・創菜ダイニング寧々家 小山駅南店
備長扇屋 小山神鳥谷店
マクドナルド
ミスタードーナツ イオン小山ショッピングセンターショップ
やきにくランド宝島 小山店
山田うどん
吉野家 4号線小山本郷店
リンガーハット イオンモール小山店
ロッテリア ＶＡＬ小山店
和ダイニング 四六時中 イオンモール小山店
和風ダイニング 彩華

買 う

家

44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
65
65
65
65
65
65
65
72
72
74
74
75
75
76
81
81
89
89
89
89
92
92
92
94
94
96
96
99
99
99

市町別インデックス

魚べい 今市芹沼店
ガスト
株式会社 あさの
株式会社 フライングガーデン 今市店
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 今市センショープラザ店
元気寿司 芹沼店
食堂すゞき
鈴家
とんかつ 一彦
生そば たぬき 今市店
はんがき庵
ハンバーグ＆ステーキ 寿楽
ふぐ 幸楽
マクドナルド
ミスタードーナツ ジャスコ今市店
有限会社 やぶ定
ゆば蕎麦 日光もみぢ庵
洋食屋 金長
レストハウス アウローラ
見る・遊ぶ
ＥＤＯ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ 日光江戸村
ＮＡＯＣ
（ナオック）
足尾銅山観光
鬼怒川仁王尊プラザ
とりっくあーとぴあ日光
日光東照宮美術館
日光東照宮宝物館
日光二荒山神社宝物館
三依渓流つり場
泊まる
奥日光湯元温泉 おおるり山荘
お宿 東山閣
鬼怒川温泉 旅荘 おおるり荘
鬼怒川温泉 ホテル沢風
鬼怒川温泉 ホテルニューおおるり
鬼怒川温泉オートキャンプ場
旅の宿 丸京
日光 星の宿
日光杉並木ユースホステル
湯西川温泉 平家本陣
ログコテージ リトルベアーズ 食事処 森の駅
学ぶ
ＮＰＯ法人国際自然大学校 日光霧降校
ＲＴＡ指定スクール ほっぺっぺ
学研 吉沢教室
株式会社 開倫塾 今市校
公文式
はぁとふるたっちＡＬ
Ｉ
ＣＥ
育児・家事
ダスキンフォワード 日光店
交通・旅行
日晃バス有限会社
金融
足利銀行 今市ローンセンター
栃木銀行
住まい
渡辺建築工房
自動車
オートアールズ 今市バイパス店
トヨタカローラ栃木株式会社 今市店
ニッポンレンタカー
情報・通信
auショップ 日光
ドコモショップ 日光店
写真
サトーカメラ イオン今市店
健康・美容
亀森レディースクリニック ベビーダンス教室
クリーニング
うさちゃんクリーニング
フジドライ

6

市町別インデックス

買 う

見る・遊ぶ
Ｋ
Ｉ
Ｉ
ＫＯ ＬＯＶＥＬＹ ＨＯＵＳＥ ＪＰ
ＫＯＫＡＤＯ ＴＯＷＮ
アピナ 小山店
小山ゴールドレーン
カラオケ本舗まねきねこ
シダックス 小山城南クラブ
セガワールド 小山
ビッグエコー 小山駅前店
プレビ プレイランドコーナー こころっこＪｓ
ʼ
モーリーファンタジー 小山店
学ぶ
学研
学研ほっぺんくらぶ 小山カルチャー教室
株式会社 開倫塾
公文式
けんもくスクール
こども英会話のミネルヴァ イオンモール小山プラザ教室
数学教育研究会 自治医大南教室
丹野井成寿
ニチイ
ニチイ学館 小山支店
富士通オープンカレッジ 小山校
フタバ学院
ミラクルパソコンスクール 小山校
めばえ 小山教室
ラボ・パーティ英語 犬塚教室
育児・家事
株式会社 オリエンタルシステムズ 託児室チャイルドランド
すずらん保育園
ニチイライフ
交通・旅行
オリックスレンタカー 小山駅前店
金融
足利小山信用金庫
足利銀行 小山ローンセンター
栃木銀行
住まい
アイフルホーム 小山展示場
アパマンショップ 不動産販売 エダ住宅本店
石塚塗装株式会社
カギのトラブル緊急隊
株式会社 パナホーム北関東
株式会社 武蔵工務店
株式会社 横尾材木店 小山店
関東アンテナ
グランディハウス株式会社
ケイアイスター不動産株式会社 小山ハウジングセンター
ジェイエルホーム株式会社CRTハウジング小山展示場
積水ハウス株式会社
栃木ミサワホーム株式会社
トヨタウッドユーホーム株式会社 小山住宅公園展示場
富士住建 小山ショールーム
マンションマーケットサイト 株式会社 桃賢
有限会社 増山ガラス店
リクラス
（エステート住宅産業株式会社）
理容・美容室
Ａｃｃｅｓ
ｓ Ｍｏｏｎ 小山店
ヘアー＆エステサロン スズラン
ヘアーステージ ブルーム
ヘアサロン ロマン
自動車
カーコンビニ倶楽部 株式会社 関東商会
東京オート株式会社
東京オート株式会社 カスタマイズセンター小山店
トヨタカローラ栃木株式会社
ニッポンレンタカー
情報・通信
国際総合デザインイラスト研究事務所 日東広告企画開発機構
ドコモショップ 小山東店
ドコモショップ ハーベストウォーク小山店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他
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55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
73
73
73
73
74
74
76
76
76
76
81
81
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
86
86
86
86
86
89
89
89
89
89
89
92
92
92
92

写真
94
カメラのキタムラ
94
サトーカメラ 小山城東店
94
スタジオアリス イオンモール小山店
94
スタジオマリオ 小山店
94
和の美おぐら内 風のスタジオ ＳＷＥＥＴ イオンモール小山店 94
健康・美容
96
あろまとエステのお店 クプクプ バリ
96
ベルエポック プラス
97
まりあーじゅ
97
リラク＆ネイル ＳＡＬＯＮ ＤＥ Ｃ
ｉ 小山店
97
クリーニング
99
うさちゃんクリーニング
99
クリーニング専科
99
その他
102
ＴＳＵＴＡＹＡ 小山城南店
102
イオンペット 小山店
102
両毛丸善株式会社
102
真岡市
買う
25
ＡＯＫ
Ｉ 真岡店
25
家
25
FOOD OFF ストッカー真岡店
ＷonderGOO 真岡店
25
アイメガネ 真岡下髙間木店
25
イリエメガネ
25
衣料・クリーニング エビハラ
25
梅本菓子店
25
近江屋酒店
26
小倉屋酒店
26
家
26
カスミ 二宮店
粕谷燃料店
26
片岡食料品店
26
株式会社 杉村薬局
26
株式会社 タケヤ
26
株式会社 平石金物店
26
川口屋衣料店
26
カワチ薬品
26
郡司酒店
26
ケーズデンキ 真岡店
26
コジマ ＮＥＷ真岡店
26
島田酒店
26
ジュエルキクチ 真岡店
26
紳士服コナカ 真岡店
26
スーパーオータニ 真岡店
26
須田時計店
26
セーブオン
26
たいらや 真岡店
26
竹村商店
26
竹村文具陶器店
26
とりせん
26
中村屋酒店
26
ニーノ ヴェル
26
日向野履物店
26
フードオアシスオータニ 荒町店
27
福田屋
27
フラワーショップ 花良
27
古河ヤクルト販売株式会社
27
ホームセンターカンセキ 真岡店
27
町田薬局
27
松枝商店
27
松屋薬局
27
眼鏡市場 真岡店
27
真岡山形屋
27
山中乳業株式会社
27
有限会社 新井油店
27
有限会社 池田屋洋品店
27
有限会社 えびはら
27
有限会社 大野屋衣料店
27
有限会社 柴山金物店
27
有限会社 田口化粧品
27
有限会社 竹屋商販
27

94
94
97
97
97
97
99
99
99
99

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
47
47
47
47
47
47
47
47
56
56
56
66
66
67
67
67
67
73
73
76
76
76
76
76
82
82
82
89
89
92
92
94
94
97
97
99
99
99
99

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

28
28
28
28
28
28

その他

写真
サトーカメラ 真岡並木店
健康・美容
ＤＡＮＣＥ ＳＰＡＣＥ 蔵人
（くらうど）
アジアングレイス ベルエポック 真岡店
パシフィックスポーツプラザ 真岡
クリーニング
うさちゃんクリーニング
クリーニング専科
ドライクリーニング和服洗 おがわ
大田原市
買う
ＡＯＫ
Ｉ 大田原店
ＷonderGOO 大田原店
宇都宮ヤクルト販売株式会社
株式会社 下鳥養蜂園
カワチ薬品 大田原南店
ジュエルキクチ 大田原店
紳士服コナカ 大田原店
たいらや 大田原店
ホームセンターカンセキ 大田原南店
眼鏡市場 大田原店
有限会社 サワヤ金物建材店
和光メガネ
渡辺印舗
食べる
石焼らーめん火山 大田原店
魚べい 大田原美原店
元気寿司 大田原店
ステーキ宮 大田原店
マクドナルド 400大田原店
ミスタードーナツ 大田原ショップ
若鶏専門の店 秀
見る・遊ぶ
王冠ボウル
那須スポーツパーク
学ぶ
上野楽器
株式会社 開倫塾
公文式
けんもくスクール
ラボ・パーティ英語
育児・家事
ニチイライフ
金融
足利銀行 大田原ローンセンター
大田原信用金庫
烏山信用金庫 黒羽支店
栃木銀行
住まい
アパマンショップ 大田原店
グランディハウス株式会社 大田原店
自動車
オートアールズ 大田原バイパス店
情報・通信
株式会社 テラ auショップ 大田原
写真
サトーカメラ 大田原浅香店
健康・美容
ＭＡＸ ＧＹＭ
クリーニング
うさちゃんクリーニング ベイシア大田原店
クリーニング専科
クリーニングのおおもり ヨークベニマル大田原店
矢板市
買う
宇都宮ヤクルト販売株式会社 矢板センター
大貫洋服店
カワチ薬品 矢板南店
きものサロン たかなし
ケーズデンキ 矢板店

買 う

27
27
27
27
27
27
27
27
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
56
56
58
58
58
66
66
66
66
66
66
66
66
66
73
73
74
74
76
76
76
76
82
82
82
82
82
82
82
82
86
86
86
86
89
89
89
89
89
92
92
92
92

市町別インデックス

有限会社 トミヤ
有限会社 保坂家具
有限会社 ヤマダヤ
有限会社 吉原商店
ゆうせん堂
洋菓子のしばの
洋服の青山 真岡店
和光メガネ 真岡本店
食べる
ｐａｎ ｄｅ Ｓｍｉ
ｌ
ｅ
石焼らーめん火山 真岡店
家
ガスト
株式会社 フライングガーデン 真岡店
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 真岡並木町店
けやき会館
元気寿司
だいこく茶屋
ちゃあしゅう屋 真岡店
鉄板焼ステーキ 麗
（うらら）
とりでん 真岡店
どんぶりや
備長扇屋 栃木真岡店
マクドナルド
麺'Sクラブ 二宮店
やきにくランド宝島 真岡店
ラーメン屋壱番亭 二宮店
和処ダイニング暖や 真岡店
見る・遊ぶ
カラオケ本舗まねきねこ 真岡店
泊まる
ビジネスホテル エンドレス
松屋旅館
学ぶ
パソコン教室ｅａ
ｒ
ｔｈ真岡校
学研
株式会社 開倫塾 真岡校
公文式
こども英会話のミネルヴァ とりせん真岡プラザ教室
すくーるダンボ
丹野井成寿 お琴・三味線 真岡教室
ニチイ 真岡教室
育児・家事
ニチイライフ ニチイケアセンター真岡
交通・旅行
オリックスレンタカー 真岡駅前店
金融
足利銀行 真岡ローンセンター
栃木銀行
真岡信用組合
住まい
アイフルホーム 真岡展示場
株式会社 三成ホーム
グランディハウス株式会社 真岡支店
ケイアイスター不動産株式会社 真岡ハウジングセンター
総合建設業 有限会社 ハヤセ
松本建設工業
有限会社 久保九十九組
（くぼつくもぐみ）
理容・美容室
いした理容
美容室 ａ
ｆ
ｆ
ｅｃ
ｔ
ｉ
ｏｎ
・
Ｒ
ヘアーファクトリー 川上
自動車
オートアールズ 真岡店
カーコンビニ倶楽部 ホンダセンター
株式会社 真岡自動車整備工場
トヨタカローラ栃木株式会社 真岡店
情報・通信
auショップ 真岡西
ソフトバンク 真岡
ドコモショップ 二宮店

8

市町別インデックス

買 う

紳士服コナカ 矢板店
セーブオン 矢板鹿島店
とちぎコープ ミニコープ矢板店
ハーモニーライフ
フードオアシスオータニ 矢板店
マルヤ文具店
眼鏡市場 矢板店
ヤーマル
和光メガネ 矢板本店
食べる
ガスト
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 矢板国道4号店
元気寿司 矢板南店
そば処 天盛
登竜
（ラーメン・定食・餃子） 矢板店
マクドナルド 矢板市役所通り店
吉野家 4号線矢板店
学ぶ
学研
株式会社 開倫塾 矢板校
公文式
けんもくスクール 片岡教室
彩音 音楽教室
育児・家事
ダスキン 中支店
ダスキンフォワード
金融
大田原信用金庫 矢板支店
栃木銀行 矢板支店
住まい
アパマンショップ 矢板店
グランディハウス株式会社 県北支社
自動車
オートアールズ 矢板店
トヨタカローラ栃木株式会社 矢板店
情報・通信
auショップ 矢板
健康・美容
整体療術院 ピースフル ひらいし
クリーニング
うさちゃんクリーニング ベイシア矢板店
クリーニング専科
その他
墓地情報センター 栃木矢板本部
那須塩原市
買う
宇都宮ヤクルト販売株式会社
カワチ薬品
ケーズデンキ
コジマ ＮＥＷ黒磯店
ジュエルキクチ 黒磯店
紳士服コナカ 黒磯店
スーパーオータニ
とりせん 黒磯店
パン工房 パリジャン
フードオアシスオータニ 永田店
フローリスト ハナハル
ホームセンターカンセキ 黒磯店
眼鏡市場 西那須野店
有限会社 あすなろ書店
洋服の青山 西那須野店
わかまつ サラダ館
和光メガネ
食べる
ｋａｅ
ｒ
ｕｃａ
ｆ
ｅ
アメリカンバーベキュー テンガロンハット
宇都宮餃子館 西那須野店
扇寿司
ガスト
株式会社 フライングガーデン 西那須野店
元祖 赤みそ家 太夫塚店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他
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家

家

28
28
28
28
28
28
28
29
29
47
47
47
47
47
47
48
48
67
67
67
67
67
67
73
73
73
76
76
76
82
82
82
89
89
89
92
92
97
97
99
99
99
102
102
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
48
48
48
48
48
48
48
48

元気寿司 那須塩原店
すしおんど 西那須野南郷屋店
ステーキ宮 黒磯店
炭火ダイニング暖 西那須野店
中華 百華園
通りの茶屋 藤屋
とんこつ家 黒磯店
フードコロシアム 那須ガーデンアウトレット店
マクドナルド
マルキ屋 東那須店
ミスタードーナツ イオン那須塩原ショップ
麺 みの作 本店
有限会社 乃木魚樂
吉野家 4号線西那須野店
和処ダイニング暖や 黒磯店
見る・遊ぶ
黒磯ボウル
シダックス 西那須野クラブ
那須フィッシュランド
泊まる
奥塩原温泉 ホテル八汐
かんぽの宿 塩原
塩原温泉 塩原温泉ホテル
塩原温泉 ホテル岩嶽
塩原温泉 ホテルおおるり
塩原温泉 ホテルニュー八汐
学ぶ
上野楽器 黒磯センター
学研
株式会社 開倫塾
公文式
けんもくスクール
こども英会話のミネルヴァ
明光義塾
育児・家事
たんぽぽ母乳育児相談室
交通・旅行
オリックスレンタカー 那須塩原駅前店
金融
足利銀行 黒磯ローンセンター
大田原信用金庫
栃木銀行
住まい
アイフルホーム 那須塩原展示場
アパマンショップ
株式会社 金剛
株式会社 パナホーム北関東 那須塩原展示場
グランディハウス株式会社 黒磯支店
ジェイエルホーム株式会社 CRTハウジング那須塩原展示場
積水ハウス株式会社
栃木ミサワホーム株式会社
トヨタウッドユーホーム株式会社 那須塩原展示場
山本畳店
理容・美容室
Ｈａ
ｉ
ｒＦａｃ
ｔｏｒ
ｙ ＭＡＨＡＲＯ
【ヘアー ファクトリー マハロ】
自動車
ＨｏｎｄａＣａ
ｒ
ｓ 栃木中 西那須野店
オートアールズ 黒磯店
トヨタカローラ栃木株式会社
ニッポンレンタカー 那須塩原駅前営業所
情報・通信
auショップ
ドコモショップ 那須塩原店
ビデオ工房 ＭＡＳＵＹＡ
写真
カメラのキタムラ 黒磯店
サトーカメラ 西那須野店
スタジオマリオ 黒磯店
トータルフォトスタジオかれん 乃木参道店
健康・美容
ＡＴＣフィットネス

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
56
56
56
56
58
58
58
58
58
58
58
67
67
67
67
67
68
68
68
73
73
74
74
76
76
76
76
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
86
86
89
89
89
90
90
92
92
92
92
94
94
94
94
94
97
97

融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

10

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

家

30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
49
49
49
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
77
77
77
77
86
86
93
93
95
95
95
100
100
100

学

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
49
49
68
68
68
68
77
77
77
90
90
93
93
93
100
100

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

家

29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
56
56
68
68
68
68
68
68
68
68
68
73
73
76
76
77
77
83
83
83
83
83
83
90
90
93
93
95
95
97
97
97
100
100

那須烏山市
買う
宇都宮ヤクルト販売株式会社 烏山センター
菓子処えちごや 丸山菓子店
かましん 大金店
カワチ薬品 烏山店
コジマ ＳＥＬＥＣＴ烏山店
すずらん本舗 南那須店
セーブオン
たいらや 烏山店
ホームセンターカンセキ 烏山店
メガネストアー ベイシア烏山店
食べる
元気寿司 烏山店
学ぶ
上野楽器 烏山センター
公文式
けんもくスクール
金融
烏山信用金庫
栃木銀行 烏山支店
自動車
トヨタカローラ栃木株式会社 烏山店
情報・通信
株式会社 テラ auショップ 烏山
ドコモショップ ベイシア烏山店
クリーニング
うさちゃんクリーニング 高田店
下野市
買う
ＷonderGOO 下野市
欧風菓子 グリンデルベルグ 自治医大店
かましん
カワチ薬品
スーパーオータニ 自治医大店
セーブオン
たいらや 自治医大店
手造りハム＆ソーセージ ダンケ
ホームセンターカンセキ 小金井店
メガネストアー 自治医大店
両毛ヤクルト販売株式会社 石橋センター
和光メガネ 自治医大店
食べる
ガスト
マクドナルド
学ぶ
Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｅａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎｇ 英語教室
Ｉ
ＣＴパソコン教室
ウイング 自治医大駅前教室
上野楽器 石橋ミュージックセンター
学研
株式会社 開倫塾
公文式
個別指導学院ヒーローズ 小金井校
中川学院
パソナコンじゅく 自治医大駅前教室
明光義塾 自治医大前教室
金融
足利小山信用金庫
足利銀行 下野ローンセンター
栃木銀行
理容・美容室
Ａｃｃｅｓ
ｓ Ｍｏｏｎ 自治医大店
情報・通信
ドコモスポット 自治医大店
写真
55ステーション ヨークタウン石橋店
フジカラーパレットプラザ 自治医大店
クリーニング
うさちゃんクリーニング
クリーニング専科 下野店

買 う

97
99
99
99
99
100
100
100
102
102

市町別インデックス

アジアングレイス ベルエポック 那須塩原店
クリーニング
愛情クリーニング リボン
うさちゃんクリーニング
エンジェル・クリーニング
大島クリーニング
クリーニング専科
クリーニングのおおもり
その他
塩原あかつきの湯
さくら市
買う
ＰＬＵＳ ＯＮＥ
宇都宮ヤクルト販売株式会社 さくらセンター
御菓子処 京月
カワチ薬品 さくら店
キララ マエバシ
コジマ ＮＥＷさくら店
スーパーオータニ 喜連川店
とりせん 氏家店
フードオアシスオータニ 氏家店
藤井屋化粧品店
ホームセンターカンセキ 氏家店
レディースセレクトショップ ＭＡＳＵＹＡ
（ますや）
和光メガネ 氏家本店
食べる
ガスト
株式会社 フライングガーデン 氏家店
元気寿司 氏家店
茶房 風花
ちゃあしゅう屋 さくら店
登竜
（ラーメン・定食・餃子） 本店
マクドナルド 4号線氏家店
ミスタードーナツ イオンさくらショップ
焼肉熟成カルビ むらかみ
見る・遊ぶ
カラオケ本舗まねきねこ 氏家店
学ぶ
上野楽器 氏家センター
学研 うじいえ浦田教室
株式会社 開倫塾 さくら校
公文式
けんもくスクール
こども英会話のミネルヴァ イオンさくらプラザ教室
トーマス英会話教室
中山書道院
育児・家事
ダスキンフォワード 氏家店
金融
足利銀行 氏家ローンセンター
烏山信用金庫 氏家支店
栃木銀行
住まい
アパマンショップ さくら店
株式会社 西崎 不動産部
グランディハウス株式会社 さくら支店
さわやかクリーンサービス株式会社
大東建託株式会社 さくら店
自動車
植木自動車
情報・通信
株式会社 テラ auショップ 氏家
写真
カメラのキタムラ イオンスーパーセンターさくら店
健康・美容
パシフィックスポーツプラザ さくら
美サロン きらり さくら店
クリーニング
うさちゃんクリーニング

市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

フジドライ
100
その他
102
看板の夢樂堂
102
両毛丸善株式会社 下野グリーンタウンSS
102
上三川町
買う
31
宇都宮ヤクルト販売株式会社 上三川センター
31
家
カスミ 上三川店
31
スーパーオータニ 上三川店
31
セーブオン
31
食べる
49
家
49
ガスト
ちゃあしゅう屋 上三川店
49
山田うどん 上三川店
49
吉野家
49
見る・遊ぶ
56
カラオケ本舗まねきねこ 上三川店
56
学ぶ
69
学研
69
株式会社 開倫塾 上三川校
69
公文式
69
交通・旅行
74
運転代行 輝 上三川営業所
74
金融
77
栃木銀行 上三川支店
77
住まい
83
アイフルホーム インターパーク展示場
83
小川たたみ店
83
株式会社パナホーム北関東 宇都宮インターパーク展示場 83
株式会社 ホーム・ビューティー
83
ジェイエルホーム株式会社 TBSハウジング宇都宮インターパーク展示場 83
積水ハウス株式会社
83
自動車
90
東京オート株式会社 上三川店
90
クリーニング
100
うさちゃんクリーニング 上三川店
100
益子町
買う
31
株式会社 ミツウロコはが店
31
かましん 益子店
31
カワチ薬品 益子店
31
壷々炉
31
セーブオン 益子七井店
31
古河ヤクルト販売株式会社 益子センター
31
やまに大塚
31
有限会社 上野小間物店
31
食べる
49
そば割烹 木乃香
49
泊まる
59
益子舘 里山リゾートホテル
59
学ぶ
69
公文式
69
育児・家事
73
ニチイライフ ニチイケアセンター益子
73
交通・旅行
74
有限会社 岩崎観光社
74
金融
77
栃木銀行 益子支店
77
真岡信用組合
77
理容・美容室
86
ヘアーショップ たかの
（理容）
86
自動車
90
カーポケット わくい
90
健康・美容
97
あろま日和
97
クリーニング
100
うさちゃんクリーニング かましん益子店
100
茂木町
買う
31
かましん もぴあ店
31
カワチ薬品 茂木店
31

11

ホームセンターカンセキ 茂木店
山﨑時計店
有限会社 西川化粧品店
学ぶ
公文式 茂木教室
金融
烏山信用金庫 茂木支店
栃木銀行 茂木支店
写真
佐藤写真館
健康・美容
パシフィックスポーツプラザ 茂木
市貝町
買う
石川商店
うすねストアー
御菓子処 高徳
株式会社 小堀
かましん
加満屋酒店
北井酒店
小堀酒店
島屋株式会社
スパンショップ上野
セーブオン
ぜにや商店
千本商店
斎寿屋商店
ファッション＆インテリアみなみ
福島くつ店
ホームセンターカンセキ 市貝店
満寿屋
山田造花店
大和酒店
有限会社 いいじま
有限会社 いさみ屋
有限会社 くにい商会
有限会社 小林建設産業
有限会社 てくのらいふエンドウ
渡辺呉服店
食べる
魚京
御食事処 司
吾作
学ぶ
学研 ＮＯＡＨ市塙教室
公文式
クリーニング
うさちゃんクリーニング 芳賀店
芳賀町
買う
ＢＯＯＫ ＦＯＲＥＳＴ 森百貨店
いせとう商店
菓子舗 いねや
株式会社 大津屋呉服店
株式会社 高橋商事
株式会社 森商店
カワチ薬品 芳賀店
さいとう時計店
佐藤呉服店
シャディーサラダ館
たいらや 芳賀店
沼能酒店
芳賀町ロマン開発株式会社
水沼はきもの店
有限会社 朝日屋菓子店
有限会社 大林
有限会社 加藤金物店
有限会社 北井酒店
有限会社 塩田屋百貨店
有限会社 田川商店

31
32
32
69
69
77
77
77
95
95
97
97
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
49
49
49
49
69
69
69
100
100
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他
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学

家

50
50
50
50
50
50
51
56
56
59
59
70
70
70
70
70
74
74
74
77
77
84
84
84
84
84
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
90
90
90
90
90
97
97
97
100
100
102
102
102
102
102
102
102
102
102

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

家

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

秀ずし
まいど
マクドナルド おもちゃのまちフレスポ店
まる始
みぶグリーンホテル
「割烹松風」
みぶのおばちゃんち
有限会社 とちぎや
見る・遊ぶ
ミュージックレンタルスペース Ｌ
Ｉ
ＶＥＬＥＤʼＺ
泊まる
みぶグリーンホテル有限会社
学ぶ
学研
株式会社 開倫塾 壬生校
公文式
こども英会話のミネルヴァ コープおもちゃのまち教室
交通・旅行
運転代行 輝
有限会社 福田観光社
金融
栃木銀行
住まい
株式会社 アイホーム
野代工務店
有限会社 鯉沼工務店
有限会社 鈴木住建
理容・美容室
ｈａ
ｉ
ｒ ｓａ
ｌ
ｏｎ ＡＢＥ
ｈａ
ｉ
ｒ＆ｂｅａｕｔ
ｙ Ｋｏｎａｈｅａ
ｒ
ｔ
荒川理容室
上野理容室
おがわ理容所
カット イン ラバーズ
カットハウス ユキ
カットルーム ウエタケ
トサキ理容室
中村理容所
野沢理容所
ヘアーアート オルオル
ヘアーサロン おぬき東店
ヘアーサロン クメカワ
ヘアーサロン 古澤
ヘアーサロン まるもと
ヘアーサロン・ナラ
ヘアースタジオ リズム
ヘアサロン そおとめ
ミノリ理容所
よど川美容室
理容 うめやま
理容 カワデ
理容 くめかわ
理容 しのはら
自動車
鈴木自動車販売 壬生車検センター
タイヤセレクト みぶ
トヨタカローラ栃木株式会社 おもちゃのまち店
中里モータース
健康・美容
くろかわ
梁島歯科医院
クリーニング
フジドライ コープおもちゃのまち店
その他
株式会社 川又造園
株式会社 県南環境
田崎造園株式会社
日向野石材店
有限会社 篠原造園土木
有限会社 橋本造園
有限会社 元木デザイン工芸
有限会社 山川造園

買 う

33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
69
69
70
77
77
90
90
95
95
95
97
97
97
97
97
97

市町別インデックス

有限会社 ほそや
有限会社 マルタ
有限会社 宮川商事
ワクワクプラザ かくまる
食べる
紙屋寿司
生蕎麦 玉屋
喫茶 道
喫茶・パブ くれよん
久城園
美よし食堂
学ぶ
学研 はなまる教室
公文式
金融
真岡信用組合 芳賀支店
自動車
イヅツヤオートサービス
写真
五月女写真館
森写真館
健康・美容
金子薬局
ドリームハウス くろさき
薬師堂株式会社
やまぐち薬局
ゆう美容室
壬生町
買う
アイメガネ おもちゃのまち西口店
安生酒販
イオン みぶ店
砂子屋酒店
石川化粧品店
いずみ書房 壬生本店
お茶とお惣菜のパオ
カスミ
カワチ薬品
菊元精肉店
小菅いちご農園
近藤洋品店
サラダ館 おもちゃのまち店
総合衣料 あみのや
髙橋豆腐店
蝶屋米穀店
とちぎコープ コープおもちゃのまち店
パンと洋菓子 カワシマ
ファミリー衣料 のざわ
マミーポット みぶ
壬生町液化ガス販売株式会社
三村屋靴履物店
宮田印房
八百栄商店
山口時計店
山屋菓子店
有限会社 寺内商店
両毛ヤクルト販売株式会社 壬生センター
和光メガネ おもちゃのまち店
食べる
あづま家
植竹パン店
ガスト
株式会社 都庵
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 栃木おもちゃのまち店
元気寿司 壬生店
珈琲館 キャンパス
ことぶきや
寿司割烹 一心亭
手打ちそば 利休庵
ともしび
橋本屋

市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

野木町
買う
スーパーオータニ 野木店
とちぎコープ ミニコープ野木店
ドラッグストアクラモチ 野木店
有限会社 三田商会 駅前店
ワニワニ堂
食べる
マクドナルド 野木出光ＳＳ店
学ぶ
学研
株式会社 開倫塾
公文式
丹野井成寿 お琴・三味線 野木教室
東伸塾
金融
足利小山信用金庫 野木支店
栃木銀行 野木支店
住まい
栁田建築塗装
クリーニング
クリーニング専科 野木店
その他
墓地情報センター 栃木小山・野木営業所
塩谷町
買う
セーブオン 塩谷店
食べる
思源
学ぶ
公文式
けんもくスクール
高根沢町
買う
紳士服コナカ 高根沢店
スーパーオータニ 宝積寺店
とりせん 高根沢店
ホームセンターカンセキ 高根沢店
読売センター宝積寺
リオン・
ドール
和光メガネ 高根沢本店
食べる
ガスト
元気寿司 高根沢店
藤寿し
マクドナルド 宝積寺バイパス店
和食レストラン 麻希
学ぶ
学研 のびのび教室
株式会社 開倫塾 高根沢校
公文式
ラボ・パーティ英語 高根沢教室
育児・家事
ダスキンフォワード 高根沢店
金融
烏山信用金庫 宝積寺支店
栃木銀行 宝積寺支店
クリーニング
うさちゃんクリーニング 高根沢店
那須町
買う
カワチ薬品 那須高原店
セーブオン 那須田代店
食べる
ｗａ
ｆ
ｆ
ｌ
ｅ ｃａ
ｆ
ｅ ｎａｓｕ．
ａｙａ−ｎａ
ガスト
那須 森のビール園
レストラン蒸氣汽関車
見る・遊ぶ
Ｇｌ
ａｓ
ｓＳ
ｔｕｄ
ｉ
ｏ Ｂ
ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ＳＬランドミュージアム
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35
35
35
35
35
35
51
51
70
70
70
70
70
70
77
77
77
84
84
100
100
102
102
35
35
51
51
70
70
70

家

家

35
35
35
35
35
35
35
35
51
51
51
51
51
51
70
70
70
70
70
73
73
77
77
77
100
100
35
35
35
51
51
51
51
51
56
56
56

キングハム・3Ｄメルヘン水族館
那須クラシックカー博物館
那須高原 アカルパ
那須サファリパーク
那須どうぶつ王国
那須とりっくあーとぴあ
那須ハイランドパーク
那須りんどう湖ＬＡＫＥ Ｖ
Ｉ
ＥＷ
那須ワールドモンキーパーク
那須わくわく広場
マウントジーンズ那須
泊まる
ＴＯＷＡピュアコテージ
アート
・ビオトープ那須
赤ちゃん歓迎ペンション ローレル
英国の森ホテル クイーンズマナ
えいざんこ
（映山湖）
那須高雄温泉 おおるり山荘
那須ハイランドリゾート ユースホステル
学ぶ
学研 黒田原教室
株式会社 開倫塾 那須校
公文式 黒田原教室
けんもくスクール
交通・旅行
那須中央観光バス株式会社
金融
大田原信用金庫 黒田原支店
住まい
大島畳工業
クリーニング
クリーニングのおおもり
その他
透視カウンセリング アムール
那珂川町
買う
かましん 馬頭店
カワチ薬品 小川店
ホームセンターカンセキ 小川店
リオン・
ドール 小川店
泊まる
栃木県障害者保養センター 那珂川苑
南平台温泉ホテル
学ぶ
上野楽器 馬頭センター
学研 おがわ教室
公文式
けんもくスクール
理容・美容室
美容室 ＲｅＭａＫｅＨａ
ｉ
ｒ
ＫＡＺ
自動車
有限会社 藤沢油店
福島県
買う
ホームセンターカンセキ
和光メガネ 白河本店
食べる
魚べい
元気寿司
見る・遊ぶ
カラオケ本舗まねきねこ
クレストヒルズゴルフ倶楽部
スパリゾートハワイアンズ
茨城県
買う
ＡＯＫ
Ｉ
うおとみ
大森商店
かましん 下館店
ジュエルキクチ 下館店
スーパーフレッシュ 古河店

56
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
59
59
59
59
59
59
59
59
70
70
71
71
71
74
74
77
77
84
84
100
100
103
103
36
36
36
36
36
59
59
59
71
71
71
71
71
87
87
90
90
36
36
36
51
51
51
57
57
57
57
36
36
36
36
36
36
36

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
52
52
52
52
52
52
57
57
57
57
57
57
59
59
59
59
59
71
71
71
74
74

金融
78
栃木銀行
78
住まい
84
株式会社 横尾材木店
84
株式会社 和田石材
84
ケイアイスター不動産株式会社
84
自動車
90
株式会社 トヨタレンタリース群馬
90
タイヤガーデン 伊勢崎
90
ニッポンレンタカー
90
その他
103
県民結婚相談ぐんま
103
両毛丸善株式会社
103
埼玉県
買う
37
スーパーフレッシュ 栗橋店
37
チューリップ薬局
37
ドラッグストア セキ
38
とりせん
39
梅月堂
39
食べる
52
かかしのラーメン
52
山田うどん
52
見る・遊ぶ
57
カラオケ本舗まねきねこ
57
プラサカプコン 羽生店
57
緑の中のファミリーランド むさしの村
57
学ぶ
71
「オンラインゼミ」
のＣＫＣネットワーク株式会社
71
金融
78
栃木銀行
78
住まい
84
株式会社 横尾材木店
84
イアイスター不動産株式会社
84
自動車
91
ニッポンレンタカー
91
その他
103
春日部温泉 湯楽の里
103
行政書士 森本剛法務事務所
103
さいたま総合グループ
（相続・遺言書作成相談室）
103
その他の県
買う
39
ドラッグストア セキ
39
森田屋書店
39
食べる
53
かかしのラーメン 平塚大神店
53
山田うどん
53
見る・遊ぶ
57
サンリオピューロランド
57
泊まる
59
季粋の宿 紋屋
59
熱川温泉 熱川シーサイドホテル
59
学ぶ
71
Ｉ
ｎｓ
ｔａＢ
ｉ
ｚオンラインビジネス英会話／Ｉ
ｎｓ
ｔａＫ
ｉ
ｄｓオンライン英会話 71
家庭教師のピース
71

買 う

36
36
36
36
36
51
51
51
51
51
52
52
57
57
57
71
71
71
78
78
78
84
84
84
84
84
84
90
90
93
93
95
95
103
103

市町別インデックス

ドラッグストア セキ 荒川沖店
ドラッグストアクラモチ
とりせん
ホームセンターカンセキ
和光メガネ
食べる
イタリア料理 マルミッタ
魚べい
海鮮茶屋 濱膳
元気寿司
千両 水戸堀町店
山田うどん
見る・遊ぶ
カラオケ本舗まねきねこ
筑波スカイボウル
学ぶ
家庭教師のふぁいと
株式会社 開倫塾
金融
烏山信用金庫 高部支店
栃木銀行 古河支店
住まい
アイフルホーム つくば展示場
株式会社 横尾材木店 古河店
グランディハウス株式会社 筑西支店
ケイアイスター不動産株式会社 古河ハウジングセンター
松渕塗装工業
自動車
東京オート株式会社 結城店
情報・通信
ソフトバンク 古河
写真
フォトスタジオＳｈａ
ｒ
ａｋｕ
その他
ＤｏｇＨｏｕｓｅ Ｆ
ｒ
ｕ
ｉ
ｔ
ｓ
群馬県
買う
ＡＯＫ
Ｉ
ＧＩ
ＦＴ創造館
ＭＥＧＡドン・キホーテ 桐生店
コープ
ドラッグストア セキ 田中島町店
とりせん
ドン・キホーテ
プリン専門店 クレヨン 伊香保ファクトリー
ホームセンターカンセキ 館林店
メガネハウス・めいしゅう
有限会社 アクアポット
食べる
あら
！モード焼き きたづめ
魚べい
川魚・郷土旬菜 うおとし
山田うどん
レストラン清流
見る・遊ぶ
荻窪公園 あいのやまの湯
カラオケ本舗まねきねこ
軽井沢おもちゃ王国
シダックス 館林東美園町クラブ
ロックハート城
泊まる
草津温泉 ペンション石楠花
草津温泉 ホテルおおるり
草津温泉 ホテルニュー七星
草津温泉 ホテルニュー紅葉
学ぶ
家庭教師のぐんぐん （株式会社マックス）
株式会社 開倫塾
交通・旅行
わたらせ渓谷鐵道株式会社
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★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

買 う

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

瑞穂センター

宇都宮市瑞穂3-9-8 ハートホール瑞穂内
TEL028-656-8559
柚子の里センター 宇都宮市中里町東原384-8 TEL028-674-7111
陽光センター
宇都宮市今宮2-21-24 TEL028-659-1569

宇都宮市
ＡＯＫ
Ｉ

学

❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）
、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
宇都宮インターパーク店
宇都宮市インターパーク2-15-7 TEL028-651-8688
宇都宮駒生店 宇都宮市駒生町887-4
TEL028-650-7688
宇都宮城東店 宇都宮市城東1-10-35
TEL028-614-8288
宇都宮店
宇都宮市御幸本町4863-17 TEL028-660-2388

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ＭＥＧＡドン・キホーテ ラパーク宇都宮店
❖特典内容/特典サービス
（内容は毎月変更になる場合あり）
宇都宮市馬場通り2-3-12
TEL028-632-3810

TEL028-610-6720

アイメガネ

融
住まい

❖特典内容/店頭表示価格より10％引、ただし特別提供品・使
い捨てコンタクトレンズは5％引
宇都宮泉が丘店 宇都宮市泉が丘5-5-7 TEL028-660-0001
宇都宮大曽店
宇都宮市大曽2-3-9 大曽中央ビル1F
TEL028-627-0001

理容・美容室

アクタス 宇都宮店
❖特典内容/カタログプレゼント
宇都宮市インターパーク6-2-12

欧風菓子 グリンデルベルグ 済生会北店
❖特典内容/2％引
宇都宮市岩曽町743-1

TEL028-678-2551

学生専門店 すくーるめいとU

カスミ テクノポリス清原店

家

❖特典内容/毎月第3日曜日1,000円以上購入の方に5％引、他
の割引の併用は不可、一部除外品あり
宇都宮市ゆいの杜5-26-29
TEL028-670-8371

株式会社

宇都宮伊澤屋

❖特典内容/当店でお買上げの方ハンカチプレゼント
宇都宮市峰4-8-1
TEL028-662-7388

株式会社明治特約店 有限会社 豊岡商店
TEL028-657-7737

自動車 情報・通信 写

アピタ 宇都宮店

家

❖特典内容/毎月第3日曜日に子供・ベビーコーナーの商品を
5％引（一部対象外あり）
宇都宮市江曽島本町22-7
TEL028-684-2211

宇都宮コンタクトレンズ ＵＣＬメガネ
❖特典内容/メガネ一式価格より20％引・コンタクトレンズポ
イント2倍又は付属品サービス
宇都宮市東宿郷5-4-5
TEL028-616-6610

真 健康・美容

宇都宮ヤクルト販売株式会社

クリーニング

その他

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
岩曽センター
宇都宮市岩曽町1357 TEL028-662-3583
清原台センター 宇都宮市清原台5-31-28 TEL028-667-8238
県庁前センター 宇都宮市塙田1-3-9
TEL028-625-4444
御本丸センター 宇都宮市中央3-14-13 TEL028-636-5451
桜並木センター 宇都宮市新町2-10-1 TEL028-633-0680
雀の宮センター 宇都宮市雀の宮3-9-13 TEL028-653-2849
東宝木センター 宇都宮市東宝木町3-3 カーサ・エルﾄﾞラード102号
TEL028-624-9785
東簗瀬センター 宇都宮市東簗瀬1-26-4 TEL028-633-8947
細谷センター
宇都宮市細谷町676-3 TEL028-678-3858
マロニエセンター 宇都宮市中今泉5-6-2 TEL028-662-2005
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エースコンタクト 宇都宮店
❖特典内容/ソフト・ハードレンズ・使い捨てレンズを店舗価格
より全品5％引、ケア用品特別価格、他の割引サービスとの
併用は不可、一部商品対象外
宇都宮市江野町7-8 堺屋ビル1F
TEL028-632-6636

❖特典内容/5,000円以上購入の方に文具プレゼント
★ゴールドサービス/3,000円以上購入の方に文具プレゼント
宇都宮市鶴田町513-4 オータニ鶴田店2F TEL028-632-8668

アイプリモ 宇都宮本店
❖特典内容/特別優待、
成約プレゼント
宇都宮市池上町4-23 外山ビル1F

※アイウエオ順

❖特典内容/来店の方に店頭価格から20円引
陽東宅配センター 宇都宮市陽東1-11-17 TEL028-661-4061
陽東宅配センター石井支店
宇都宮市石井町1426-1 TEL028-660-4066

かましん
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
カルナ駅東店 宇都宮市宿郷3-16-3
TEL028-651-6006
カルナ大曽店 宇都宮市大曽3-4-5
TEL028-600-3221
カルナ戸祭店 宇都宮市戸祭3-4-15
TEL028-650-5201
清原テクノ店 宇都宮市ゆいの杜1-2-21 TEL028-667-6663
雀宮店
宇都宮市雀の宮6-4-5
TEL028-688-3601
豊郷台店
宇都宮市豊郷台2-87
TEL028-643-8818
平松本町店
宇都宮市平松本町767-2 TEL028-683-1881

カワチ薬品
❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
石井町店 宇都宮市石井町2800-155 TEL028-663-7311
泉が丘店 宇都宮市泉が丘6-1-45
TEL028-660-7871
一条店
宇都宮市旭2-15-16
TEL028-634-2817
今泉店
宇都宮市東今泉2-5-11
TEL028-662-6369
上三川インター店
宇都宮市インターパーク6-5-4 TEL028-656-2031
大曽店
宇都宮市大曽3-4-5
TEL028-622-3433
岡本店
宇都宮市下岡本町4529-1
TEL028-673-7408
三の沢店 宇都宮市鶴田町1744-29
TEL028-648-1262

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

きもの昇扇
❖特典内容/加工代を除く商品5％引
宇都宮市下岡本町4545-11

TEL028-673-5213

ケーズデンキ
❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
インターパーク宇都宮 宇都宮市中島町866 TEL028-688-3115
ベルモール宇都宮 宇都宮市陽東6-5-31 TEL028-664-3789

コジマ×ビックカメラ
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
宇都宮本店 宇都宮市今泉2996-1
TEL028-662-0001
駒生店
宇都宮市駒生町887-4
TEL028-624-3600

とちぎコープ
❖特典内容/毎週木曜日、1,500円以上購入の方に50ポイント
進呈
コープ越戸店 宇都宮市越戸3-12-9
TEL028-663-4411
コープ鶴田店 宇都宮市鶴田町861
TEL028-601-8661

トップマート
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その他

❖特典内容/毎月第1土曜日にポイントカードと一緒に提示で
一部商品を除き5％引
泉が丘店
宇都宮市泉が丘1-17-16 TEL028-660-8160
戸祭元町店 宇都宮市下戸祭2-1-15
TEL028-623-7733
西川田店
宇都宮市西川田町1039-1 TEL028-684-2377
簗瀬店
宇都宮市簗瀬町1752-1
TEL028-610-8585

クリーニング

すずらん本舗
❖特典内容/お子様同伴で1,000円以上お買い上げのお客様に
限りどらやき1つプレゼント
双葉店 宇都宮市双葉1-13-28
TEL028-684-0020
本店
宇都宮市住吉町15-17
TEL028-835-0003

東一宇都宮青果株式会社
❖特典内容/とちっこバナナ1パレット（18袋）単位で販売、売
上の一部をとちぎ未来クラブに寄付
宇都宮市簗瀬町1493
TEL028-637-6204

真 健康・美容

杉山書店
❖特典内容/特価商品を除く文具10％引、教科書を除く3,000
円以上購入の方に粗品
★ゴールドサービス/特価商品を除く文具20％引
宇都宮市元今泉7-4-9
TEL028-661-6025

トイザらス・ベビーザらス 宇都宮店
❖特典内容/毎週水曜日、先着50名に次回1,000円以上の購入
に使用できる100円引クーポン券プレゼント
宇都宮市鶴田町208-1
TEL028-648-4620

自動車 情報・通信 写

スーパーオータニ
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
江曽島店 宇都宮市江曽島町1062-1
TEL028-645-0521
雀宮店
宇都宮市南町12-1
TEL028-653-2621
宝井店
宇都宮市下田原町3230-29 TEL028-672-2231
野沢店
宇都宮市野沢町40-1
TEL028-665-4131

たいらや
❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
石井店
宇都宮市石井町2800-57 TEL028-660-6333
今泉新町店 宇都宮市今泉町2998-1
TEL028-683-0600
岡本店
宇都宮市下岡本町1999-5 TEL028-673-0111
滝谷店
宇都宮市滝谷町19-8
TEL028-636-1425
鶴田店
宇都宮市鶴田町1457-6
TEL028-647-0800
西川田店
宇都宮市西川田本町4-1-1 TEL028-615-0670
平松店
宇都宮市平松本町762
TEL028-633-3133
緑店
宇都宮市緑1-11-32
TEL028-645-3511
簗瀬店
宇都宮市城東1-1-11
TEL028-635-5431
若草店
宇都宮市若草4-21-3
TEL028-650-6511
川田店
宇都宮市川田町819
TEL028-610-1300
宝木店
宇都宮市宝木町1-25-1
TEL028-600-1580
ゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜4-12-2 TEL028-670-8500

理容・美容室

紳士服コナカ
❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）
、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
宇都宮雀宮店 宇都宮市宮の内2-806-4 TEL028-655-2486
宇都宮本店
宇都宮市上戸祭町456-1 TEL028-643-7350

TEL028-667-5300

住まい

シューマート 宇都宮インターパーク店
❖特典内容/ポイント2倍、他企画との併用は不可
宇都宮市インターパーク5-2-1
TEL028-688-4192

たいやき大学
❖特典内容/全商品10〜15％引
宇都宮市板戸町2525-2

融

自家焙煎珈琲豆販売店 カフェカピアン
❖特典内容/珈琲豆
（挽でも可）を店頭表示価格より10％引
宇都宮市岩曽町592-2
TEL028-664-0652

総合アクアリウムショップ おさかなや
❖特典内容/お買上げ金額より5％引
★ゴールドサービス/お買上げ金額より6％引
宇都宮市元今泉7-16-15 マロニエハイツ今泉B TEL028-680-6530

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
宇都宮市宮の内2-806-1
TEL028-688-5111

センボン洋菓子店
❖特典内容/2,000円以上購入の方にお子様の人数分のセンボ
ン特製焼菓子プレゼント
宇都宮市竹林町400-3
TEL028-621-7817

学

コジマ ＮＥＷ宇都宮南店

世界のおもちゃ
「ぬくぬく」
❖特典内容/定価の5％引
★ゴールドサービス/定価の10％引
宇都宮市南大通り2-6-1 KIDS 1ST BLD TEL028-638-7010

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

TEL028-647-1251
TEL028-634-7989
TEL028-650-5525
TEL028-625-7590
TEL028-659-5361
TEL028-653-2980
TEL028-637-8444
TEL028-654-2780

買 う

宇都宮市鶴田町字東原729-2
宇都宮市滝の原2-5-26
宇都宮市上戸祭町3007-2
宇都宮市上戸祭2-1-12
宇都宮市西川田町831-1
宇都宮市針ヶ谷町472-7
宇都宮市東簗瀬1-6-19
宇都宮市北若松原1-17-17

市町別インデックス

鶴田北店
鶴田店
戸祭北店
戸祭店
西川田店
針ヶ谷店
簗瀬店
若松原店

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

とりせん

宝月堂

買 う

❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
岡本店 宇都宮市下岡本2123-1
TEL028-673-6991
細谷店 宇都宮市細谷町380
TEL028-650-4886

宝石・貴金属 イマイズミ

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

ドン・キホーテ 宇都宮店
❖特典内容/特典サービス
（内容は毎月変更になる場合あり）
宇都宮市簗瀬字一丁田1590-6
TEL028-610-5511

パリミキ

学

❖特典内容/メガネ備品･補聴器を除く店内全品5％引、他の割
引、優待セールとの併用は不可
★ゴールドサービス/メガネお手入れ品プレゼント
アピタ宇都宮店 宇都宮市江曽島本町22-7 アピタ宇都宮2F
TEL028-659-1361
宇都宮西店
宇都宮市鶴田町1060-7 TEL028-648-9911
宇都宮陽南店 宇都宮市陽南2-14-15 TEL028-658-7652
雀宮店
宇都宮市茂原1-1192
TEL028-653-7111

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

バレエショップ プリエ
❖特典内容/全品5％引
宇都宮市陽南2-14-8

❖特典内容/店内商品ALL20％引、金貨等一部除外品あり
★ゴールドサービス/店内商品ALL25％引、金貨等一部除外品
あり
宇都宮市仲町1-13
TEL028-622-3573

ホームセンターカンセキ
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
駅東店
宇都宮市元今泉5-12-3
TEL028-683-1866
雀宮店
宇都宮市茂原2-4-27
TEL028-653-6611
西川田店 宇都宮市西川田本町2-1-28 TEL028-659-2411
若草店
宇都宮市若草3-17-3
TEL028-625-7171

まちの牛乳屋さん 山田牛乳店
TEL028-666-6344

ビーアンドディー 宇都宮店
❖特典内容/店内商品税込価格よりレジにて３％OFF（一部除
外品あり）
、単品割引企画、セット企画との併用可、他の割引
企画等と併用不可の場合あり
宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮ビル1F TEL028-650-0730

融

フードオアシスオータニ

住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
宇都宮駅東店 宇都宮市元今泉4-1-14
TEL028-635-6201
岡本店
宇都宮市下岡本町4278
TEL028-673-3555
五代店
宇都宮市五代1-3-8
TEL028-688-3388
鶴田店
宇都宮市鶴田町513-4
TEL028-636-6261
戸祭店
宇都宮市上戸祭町548-1 TEL028-643-3121
平松店
宇都宮市平松本町1141-2 TEL028-614-3911
みずほの店 宇都宮市西刑部町桑島台2450-4 TEL028-657-8661
御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ヶ原91-13 TEL028-661-6521
明保店
宇都宮市下荒針町3473-5 TEL028-649-1388

ふとんのわくい
❖特典内容/セール期間中を除き全商品5％引
宇都宮市中岡本町2686-13
TEL028-673-6258

フラワーショップ ネモト

真 健康・美容

❖特典内容/鉢物10％引
★ゴールドサービス/ブリザーブドフラワーを除く店内全商品
10％引
宇都宮市南大通り2-6-7
TEL028-637-8787

クリーニング

ベーカリーノア ブランジェ Ｙｏｓｈ
ｉ
❖特典内容/ポイントカード発行、
500円で1ポイント
宇都宮市中戸祭1-1-49
TEL028-627-4047

その他

ベビーザらス 宇都宮店
❖特典内容/毎週水曜日、先着50名に次回1,000円以上の購入
に使用できる100円引クーポン券プレゼント
宇都宮市インターパーク4-1 カトレアガーデン内 TEL028-656-4581
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❖特典内容/購入金額の5％分の商品プレゼント
★ゴールドサービス/購入金額の10％分の商品プレゼント
宇都宮市中央3-14-4
TEL028-633-6506

❖特典内容/週5本以上で6カ月以上宅配申込みの方にメグミ
ルクおいしいデザートギフトプレゼント
宇都宮市東岡本町743-133
TEL028-673-5289

みしん情報館
❖特典内容/一部商品を除くミシンを更に10％引、ミシンの修
理技術料10％引
★ゴールドサービス/ミシン購入にて記念品進呈
宇都宮市宿郷5-3-12
TEL028-666-8622

眼鏡市場
❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
宇都宮泉が丘店 宇都宮市泉が丘1-16-37 TEL028-660-2298
宇都宮駒生店 宇都宮市駒生2-17-9
TEL028-650-4628
北若松原店
宇都宮市北若松原1-25-5 TEL028-615-0818

メガネサロン サカモト
❖特典内容/眼鏡15％引
宇都宮市大通り2-4-6

TEL028-634-0022

ももちゃんランドセル製作所
❖特典内容/付属品1点サービス
★ゴールドサービス/付属品2点サービス
宇都宮市今宮2-12-8
TEL028-645-5999

ヤオハンスーパー 宇都宮店
❖特典内容/毎週土曜日1,000円以上お買上げでポイント2倍
贈呈
宇都宮市鶴田町603
TEL028-649-1171

焼きたて屋 コパン
❖特典内容/お買物ポイント2倍（実質8％引相当）
宇都宮市鶴田町3359
TEL028-633-7455

有限会社

小野弓道具店

❖特典内容/2万円以上のお買上げで2％引
宇都宮市宮町2-22 アロービル2F
TEL028-622-9873

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

綜合衣料 カワシマ

雄芳堂印舗

菓子工房 Ｃｉ
ｔｏｒｏｎ−Ｐｒａ
ｌ
ｉ
ｎｅ

洋服の青山

足利店

カワチ薬品
❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
足利北店 足利市新山町2233-1
TEL0284-41-1131
足利南店 足利市福居町1555-1
TEL0284-72-8538
足利西店 足利市借宿町557-1
TEL0284-73-2512

ケーズデンキ ハーヴェストプレース足利
❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
足利市大月町3-2
TEL0284-40-3007

コジマ ＮＥＷ足利店

和光メガネ

ＡＯＫ
Ｉ 足利店

ＷonderGOO

足利店
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その他

❖特典内容/毎週土・日曜日粗品プレゼント
足利市朝倉町255-1
TEL0284-73-7750

クリーニング

❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）
、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
足利市朝倉町253-1
TEL0284-73-4488

セーブオン
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
足利江川店 足利市江川町4-8-1
TEL0284-43-3521
足利大前店 足利市大前町字迎田486-2 TEL0284-65-0521
足利川崎店 足利市川崎町字沼端1800-1 TEL0284-90-2180
足利常見町店 足利市常見町3-9-1
TEL0284-43-3750
足利富田店 足利市多田木町134-10
TEL0284-91-3718
足利葉鹿店 足利市葉鹿町2-3-4
TEL0284-62-3873
足利東砂原後店 足利市東砂原後町1052-2 TEL0284-44-4899
足利梁田店 足利市梁田町字下293-1 TEL0284-72-9333
足利弥生町店 足利市弥生町31
TEL0284-43-3755
足利八幡店 足利市八幡町1-7-8
TEL0284-70-0831

真 健康・美容

足利市

紳士服コナカ 足利店
❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）
、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
足利市南町4253-5
TEL0284-73-7434

自動車 情報・通信 写

有限会社 マルシン靴店

❖特典内容/アクセサリー・小物を除くすべての商品5％引
宇都宮市西1-2-2
TEL028-633-6050

❖特典内容/ポイント2倍、他企画との併用は不可
足利市田中町95-1
TEL0284-70-3035

理容・美容室

シューマート 足利店

和真メガネ
❖特典内容/店頭価格から5％引、他の割引との併用は不可
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インターパーク店内2F TEL028-657-6123
宇都宮店 宇都宮市今泉町237 福田屋3F TEL028-623-4461

住まい

コスメ・ド・エステ ヤナギタ
❖特典内容/超音波エステお試し1,050円、眉スタイリング
200円、
まつげパーマ10％引、眉アートメイク10％引
足利市八幡町1-21-17
TEL0284-73-2001

融

❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
インターパーク店 宇都宮市インターパーク4-1-2 TEL028-657-5959
宇都宮江曽島店 宇都宮市江曽島本町3-31 TEL028-659-3810
宇都宮竹林店 宇都宮市竹林町422-5 TEL028-643-2413
宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町2050-1 TEL028-649-3933
宇都宮戸祭店 宇都宮市上戸祭2-3-9 雀屋1F TEL028-600-6667
宇都宮本店
宇都宮市陽東3-18-1
TEL028-613-6801
宇都宮簗瀬店 宇都宮市東簗瀬1-22-9 TEL028-639-1666

❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
足利市朝倉町243-1
TEL0284-70-1555

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ロンシャン洋菓子店
❖特典内容/5号サイズ以上のデコレーションケーキ購入の方
にお子様用シャンペン1本プレゼント
★ゴールドサービス/上記と同じ条件で2本プレゼント
宇都宮市下岡本町4547-20
TEL028-673-2205

株式会社 ツカダ

❖特典内容/店内商品5〜20％引（金地金連動商品等一部除外）
足利市堀込町2484
TEL0284-73-2800

学

リサイクルショップ ごえん
❖特典内容/1,000円以上購入の方へワゴンの品1点プレゼント
宇都宮市峰4-10-26
TEL028-663-5035

❖特典内容/製造販売商品10％引
★ゴールドサービス/部門販売商品3,000円以上購入の方に手
作り焼き菓子プレゼント
足利市通2-2656-3 ステラビル1F
TEL0284-42-5613

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

TEL028-633-3562

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、
誕生月は15％引（ポイント2倍）
宇都宮インターパーク店
宇都宮市インターパーク3-4-8 TEL028-655-4400
宇都宮駅東店 宇都宮市元今泉6-7-1
TEL028-660-3401
宇都宮西原店 宇都宮市西原町525-3 TEL028-645-0212

和創良靴

家

買 う

有限会社

❖特典内容/実印、
銀行印等15％引
★ゴールドサービス/上記20％引
宇都宮市松が峰1-3-18

アピタ 足利店

❖特典内容/毎月第3日曜日に子供・ベビーコーナーの商品を
5％引（一部対象外あり）
足利市朝倉町245
TEL0284-72-8811

市町別インデックス

有限会社

❖特典内容/タバコを除きポイント通常の2倍進呈
宇都宮市下岡本町2108
TEL028-673-4303

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

たいらや 足利店

両毛ヤクルト販売株式会社

買 う

❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
足利市田中町95-4
TEL0284-70-8111

ドラッグストア セキ 山川町店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/税込1,080円購入毎に2ポイント進呈
足利市山川町705-1
TEL0284-40-2400

とりせん
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
助戸店 足利市助戸1-680
TEL0284-42-8171
葉鹿店 足利市葉鹿町2-21-1
TEL0284-63-2912

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
足利センター
足利市通り3-2610 TEL0284-21-0394
足利中央センター 足利市大町11-24 TEL0284-41-2224
足利南センター
足利市堀込町2532 TEL0284-71-3919
足利西センター
足利市山下町1044-1 ニュースカイハイツ1F
TEL0284-62-6922
足利東センター
足利市常見町618 TEL0284-42-9623
本店
足利市花園町25
TEL0284-42-8960

和光メガネ 足利本店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
足利市朝倉町396-1
TEL0284-73-2620

栃木市

ふとんのおかの

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/全商品5％引
★ゴールドサービス/全商品10％引
足利市伊勢町2-1-21

ＡＯＫ
Ｉ 栃木店
TEL0284-41-3400

フラワーショップ りぼん
❖特典内容/店内全商品10％引、
お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/切花小束プレゼント
足利市堀込町2112-9
TEL0284-73-8708

フルーツ いでい
❖特典内容/2,000円以上購入で10％程度のフルーツプレゼ
ント
足利市通3ｰ2778
TEL0284-22-0360

融

フレッセイ 通町店

住まい

❖特典内容/ポイントカードと一緒に提示で毎週土曜日に一部
対象外商品を除き全品5％引
足利市通3-2600-1
TEL0284-20-1155

理容・美容室

マンガの店ステラ

自動車 情報・通信 写

足利トンネル通り店

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
足利市芳町59
TEL0284-40-2208

メガネストアー 足利トリコット通り店
❖特典内容/店内商品すべて10％引
足利市田中町38-10

TEL0284-70-6688

真 健康・美容

モケン工業株式会社
❖特典内容/来社購入の方に定価の2割引
足利市助戸3-522-4
TEL0284-41-6125

クリーニング

洋服の青山

Ｔｅｎｎ
ｉ
ｓ Ｓｈｏｐ ＢＥＳＴ
❖特典内容/新規張替えの方に2,500円以上でグリップテープ
をプレゼント
栃木市室町3-17-2F
TEL0282-24-8343

イオン 栃木店
❖特典内容/毎月第1日曜日に子供・ベビー関連商品等の指定
商品に限り5％引
栃木市箱森町37-9
TEL0282-22-7711

株式会社 ツカダ

栃木店

❖特典内容/店内商品5〜20％引（金地金連動商品等一部除外）
栃木市箱森町14-33
TEL0282-25-2800

❖特典内容/CDよみガエルくん作業料金10％引
足利市通2-2656-3 ステラビル2F
TEL0284-43-0006

眼鏡市場

❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）
、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
栃木市箱森町41-11
TEL0282-23-6288

足利店

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、
誕生月は15％引（ポイント2倍）
足利市芳町46-1
TEL0284-43-3596

カワチ薬品
❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
大平店
栃木市大平町下皆川299-1 TEL0282-43-1350
祝町店
栃木市祝町7-26
TEL0282-22-4280
城内店
栃木市城内町2-2-17
TEL0282-24-2061
都賀インター店 栃木市大宮町2815
TEL0282-27-2660
栃木インター店 栃木市箱森町38-63
TEL0282-22-0841
箱森店
栃木市箱森町11-42
TEL0282-23-6966

クツ、カバンの店 ぢがみ商店
❖特典内容/特別価格品除きALL20％引
★ゴールドサービス/通学用シューズ30％引
栃木市万町3-18
TEL0282-22-0386

ケーズデンキ 栃木大平店
❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
栃木市大平町下皆川12街区
TEL0282-45-2001

その他

コジマ×ビックカメラ 栃木店
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
栃木市箱森町41-3
TEL0282-24-4001
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2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

有限会社 イズミ印房

洋服の青山

❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
大平伯仲店 栃木市大平町伯仲1033
TEL0282-45-1762
都賀大柿店 栃木市都賀町大柿1487-6 TEL0282-92-8728
栃木片柳2丁目店 栃木市片柳町2-14-20
TEL0282-20-0407
栃木吹上店 栃木市吹上町字中井の内1202-3 TEL0282-31-2837
栃木藤岡店 栃木市藤岡町藤岡6461-26 TEL0282-61-2018
栃木みかも店 栃木市岩舟町畳岡508-7 TEL0282-55-7235
西方バイパス店 栃木市西方町元922-1
TEL0282-92-8662

とりせん
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
栃木市大平町西水代1837-1 TEL0282-44-0731
大平店
栃木駅南店 栃木市沼和田町21-3
TEL0282-25-2152
栃木店
栃木市箱森町12-15
TEL0282-24-3301
藤岡店
栃木市藤岡町藤岡1029
TEL0282-62-2181

ＡＯＫ
Ｉ 佐野新都市店

パリミキ 栃木店

TEL0282-24-1622

イオン 佐野新都市店

ホームセンターカンセキ

栃木平柳店

山本総本店
TEL0282-22-4700

家

花鳥風月
❖特典内容/お会計から5％引
佐野市高萩町525

TEL0283-22-8617

その他

❖特典内容/購入金額の5％をサービス
栃木市倭町7-13

カスミ 浅沼店

❖特典内容/毎月第3日曜日1,000円以上購入の方に5％引、他
の割引の併用は不可、一部除外品あり
佐野市浅沼町742
TEL0283-27-2665

鞄のブル・ヴィラージュ
❖特典内容/学割、店内全品10％引
佐野市堀米町3944-12

クリーニング

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
栃木市平柳町1-34-9
TEL0282-20-8668

❖特典内容/毎月第1日曜日に子供・ベビー関連商品等の指定
商品に限り5％引
佐野市高萩町1324-1
TEL0283-20-5252

真 健康・美容

❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
大平店 栃木市大平町新1540-30
TEL0282-43-8800
栃木店 栃木市平柳町2-23-9
TEL0282-27-8211

眼鏡市場

ｕｎｊｏｕｒ アンジュール
❖特典内容/子供服、ベビー関連リサイクル商品を10％引・買
取金額を10％UP、
他の割引サービスの併用不可
★ゴールドサービス/店内商品全品10％引、買取金額を20％
UP、他の割引サービスの併用不可
佐野市出流原町1542-1
TEL0283-25-8131

自動車 情報・通信 写

フットワーク

❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
佐野市浅沼町浅沼803
TEL0283-21-4288

理容・美容室

TEL080-9434-0073

❖特典内容/メガネ備品･補聴器を除く店内全品5％引、他の割
引、優待セールとの併用は不可
★ゴールドサービス/メガネお手入れ品プレゼント
栃木市今泉町1-4-6
TEL0282-27-6840

❖特典内容/ポイント2倍
栃木市泉町7-26

佐野市

住まい

❖特典内容/ポイント3倍
栃木市藤岡町藤岡5123-13

和光メガネ
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
大平本店 栃木市大平町下皆川2026-5 TEL0282-45-2200
栃木本店 栃木市箱森町20-24
TEL0282-24-1133

融

ドレスショップ Ｂ
ｌ
ｉ
ｓｓ

両毛ヤクルト販売株式会社
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
大平センター 栃木市大平町新1540-36 TEL0282-43-8727
栃木西センター 栃木市箱森町13-13
TEL0282-24-5327
栃木東センター 栃木市今泉町2-11-21 TEL0282-22-3924

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/毎週木曜日、1,500円以上購入の方に50ポイント
進呈
栃木市今泉町1-5-11
TEL0282-27-8119

ヨークベニマル 大平町店
❖特典内容/毎週水曜日は、子供の洋服･子供の肌着･子供のパ
ジャマに限り20％引（店指定商品のみ対象）
栃木市大平町下皆川215-2
TEL0282-45-1371

学

とちぎコープ コープ栃木店

栃木店

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、
誕生月は15％引（ポイント2倍）
栃木市大町19-8
TEL0282-24-5163

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

セーブオン

買 う

❖特典内容/お子様の銀行印作成10％引
★ゴールドサービス/お子様の実印作成10％引
栃木市泉町25-20
TEL0282-23-0133

市町別インデックス

スーパーオータニ
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
栃木店 栃木市樋ノ口66-1
TEL0282-20-3451
西方店 栃木市西方町金井352
TEL0282-91-1061

TEL0283-20-4100
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2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

株式会社 アソシエグリーンファーム

買 う

❖特典内容/ポテトチップス売り上げの一部を寄付
佐野市馬門町957
TEL0283-23-8426

株式会社 ツカダ

佐野店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/店内商品5〜20％引（金地金連動商品等一部除外）
佐野市浅沼町893
TEL0283-23-3000

カワチ薬品
❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
佐野店
佐野市堀米町435-1
TEL0283-21-6655
佐野南店 佐野市高萩町屋敷西477-10 TEL0283-24-8756
佐野西店 佐野市堀米町1728-1
TEL0283-22-5850
田沼店
佐野市田沼町273-1
TEL0283-62-6223

ケーズデンキ 佐野パワフル館

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
佐野市赤坂町983-7
TEL0283-21-1558

コジマ×ビックカメラ 佐野店
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
佐野市高萩町1338-1
TEL0283-21-1110

セーブオン

融
住まい
理容・美容室

❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
佐野市葛生西2丁目字川原2360-4 TEL0283-86-4089
葛生北店
葛生南店
佐野市中町1314-1
TEL0283-85-4670
佐野赤見店 佐野市赤見町字ミツ久田4313-1 TEL0283-26-1151
佐野石塚店 佐野市石塚町字境野2424-2 TEL0283-25-3415
佐野越名店 佐野市越名町字川岸125-4 TEL0283-27-0531
佐野多田店 佐野市多田町字中道872 TEL0283-61-1351
佐野田沼店 佐野市田沼町1801-3
TEL0283-61-0102
佐野日大南店 佐野市石塚町562-10
TEL0283-25-3265
佐野町屋店 佐野市田沼町791-5
TEL0283-61-0012
田沼山越店 佐野市山越町207-1
TEL0283-62-9131

自動車 情報・通信 写

トイザらス 佐野店
❖特典内容/毎週水曜日、先着50名に次回1,000円以上の購入
に使用できる100円引クーポン券プレゼント
佐野市高萩町1324-1 イオンモール佐野新都市2F TEL0283-21-8801

とちぎコープ ミニコープ富岡店
❖特典内容/水・土曜日の両日、1,000円以上購入の方に50ポ
イント進呈
佐野市富岡町1511-2
TEL0283-21-0821

真 健康・美容

とりせん

クリーニング

❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
佐野西店 佐野市堀米町2560
TEL0283-21-0125
田沼店
佐野市田沼町1336
TEL0283-62-7151

人形の峰雲堂

その他

❖特典内容/店内価格から5％引、対象外商品あり、子どもの書
いた作品の掛軸表装10％引
佐野市堀米町351
TEL0283-22-1437
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パリミキ 佐野店
❖特典内容/メガネ備品･補聴器を除く店内全品5％引、他の割
引、優待セールとの併用は不可
★ゴールドサービス/メガネお手入れ品プレゼント
佐野市堀米町3855-1
TEL0283-21-6918

開華ギャラリー 酒蔵楽
❖特典内容/初回来店の方にプレゼント
★ゴールドサービス/初回来店プレゼント倍増
佐野市田島町488
TEL0283-22-0001

フレッセイ 佐野店
❖特典内容/ポイントカードと一緒に提示で毎週土曜日に一部
対象外商品を除き全品5％引
佐野市赤坂町956-19
TEL0283-21-5353

ホームセンターカンセキ 佐野店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
佐野市富岡町109
TEL0283-24-8282

宮脇書店

佐野店

❖特典内容/当店スタンプカードに1回スタンプ進呈
★ゴールドサービス/当店スタンプカードに2回スタンプ進呈
佐野市浅沼町742 イオンタウン佐野2F TEL0283-24-9007

眼鏡市場

佐野浅沼店

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
佐野市浅沼町454-1
TEL0283-20-1558

メガネのイタガキ イオンモール佐野新都市店
❖特典内容/3,800円以上お買上げでメガネお手入れセットプ
レゼント
佐野市高萩町1324-1 イオンモール佐野新都市SC 1F
TEL0283-20-4139

八下田織物株式会社
❖特典内容/布の折り紙からーめっしゅ各種10％引
佐野市栃本町1711
TEL0283-62-3030

有限会社

石塚ミート

❖特典内容/毎週金・土曜日お肉の特売日に10％引
佐野市犬伏新町2085
TEL0283-23-0820

有限会社

酒井石材

❖特典内容/墓石購入の方に3％キャッシュバック
★ゴールドサービス/墓石購入の方に5％キャッシュバック
佐野市栃本町1758-1
TEL0283-62-0766

洋服の青山

佐野新都市店

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、誕生月は15％引（ポイント2倍）
佐野市高萩町1029
TEL0283-21-0168

両毛ヤクルト販売株式会社
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
佐野北センター 佐野市中町枯木1121-1 TEL0283-84-1896
佐野中央センター 佐野市相生町2833-1 TEL0283-24-6731
佐野市吉水駅前3-13-15 TEL0283-62-8129
吉水センター

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

フラワーヒルズ

鹿沼店

❖特典内容/毎週土・日曜日粗品プレゼント
鹿沼市西茂呂4-16-16
TEL0289-65-4341

宇都宮ヤクルト販売株式会社

眼鏡市場

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
鹿沼中央センター 鹿沼市下田町2-1052-18 TEL0289-64-4592
鹿沼南センター 鹿沼市樅山町530-1 TEL0289-74-5133
晃望台センター 鹿沼市西茂呂2-5-1
TEL0289-62-6069
家

カワチ薬品
❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
鹿沼店
鹿沼市下田町1-1031-1
TEL0289-65-4165
鹿沼南店 鹿沼市西茂呂4-4-1
TEL0289-63-5960
千渡店
鹿沼市千渡1754-4
TEL0289-63-5691

洋服の青山

静岡銘茶

日光市
株式会社ＭＴファルマ フタバ快生堂薬局
❖特典内容/利用のお子様におやつプレゼント
日光市鬼怒川温泉大原1396-11
TEL0288-77-1355

飯塚商店
TEL0289-62-8064

❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
鹿沼市口粟野本社702-3
TEL0289-85-2947

時計・メガネ・貴金属・柴田時計店
❖特典内容/特価品を除くメガネ30％引
鹿沼市久保町1866
TEL0289-65-2552

その他

❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
鹿沼市緑町1-24-2
TEL0289-63-0891

イオン 今市店
❖特典内容/毎月第1日曜日に子供・ベビー関連商品等の指定
商品に限り5％引
日光市豊田79-1
TEL0288-30-2000

クリーニング

たいらや 鹿沼店

アイメガネ 今市センショープラザ店
❖特典内容/店頭表示価格より10％引、ただし特別提供品・使
い捨てコンタクトレンズは5％引
日光市芹沼字鳥屋場1448-1
TEL0288-23-0001

真 健康・美容

セーブオン 粟野店

自動車 情報・通信 写

大坂屋

❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
鹿沼店
鹿沼市上野町228-1
TEL0289-65-0556
鹿沼本店 鹿沼市西茂呂1-4-5
TEL0289-63-6700

理容・美容室

和光メガネ

❖特典内容/1,000円以上お買い上げのお客様に草ブラシ贈呈
★ゴールドサービス/親子体験ほうき人形作り1人分無料
鹿沼市仲町1703-8
TEL0289-62-2076

❖特典内容/店内商品10％引
鹿沼市今宮町1621

鹿沼店

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、
誕生月は15％引（ポイント2倍）
鹿沼市西茂呂1-18-8
TEL0289-62-0821

住まい

コジマ ＮＥＷ鹿沼店
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
鹿沼市西茂呂1-17-2
TEL0289-65-0001

作業用品・祭用品の店

ヤオハンスーパー
❖特典内容/毎週土曜日1,000円以上お買上げでポイント2倍
贈呈
粟野店 鹿沼市久野398
TEL0289-85-8500
貝島店 鹿沼市貝島町790
TEL0289-65-1800
千渡店 鹿沼市千渡1827-1
TEL0289-62-8881
西店
鹿沼市日吉町730-1
TEL0289-62-8081
北部店 鹿沼市上田町2341
TEL0289-64-7123
樅山店 鹿沼市樅山町43-1
TEL0289-60-1717

融

晃南印刷株式会社
❖特典内容/来社で年賀状・ハガキ・名刺等購入の方にありがと
うカードプレゼント
鹿沼市緑町3-8-33
TEL0289-62-4141

TEL0289-60-5688

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/毎月第3日曜日1,000円以上購入の方に5％引、他
の割引の併用は不可、一部除外品あり
鹿沼市栄町2-15-1
TEL0289-65-6074

メガネストアー 鹿沼西茂呂店
❖特典内容/店内商品すべて10％引
鹿沼市西茂呂3-20-10

学

カスミ 鹿沼店

鹿沼貝島店

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
鹿沼市貝島町5028-2
TEL0289-60-2818

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

ＷonderGOO

ホームセンターカンセキ 新鹿沼店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
鹿沼市万町969
TEL0289-63-1311

買 う

鹿沼市

❖特典内容/ポイント2倍進呈
★ゴールドサービス/全商品10％引、ポイントカードの併用不可
鹿沼市東町3-4-20
TEL0289-63-6031

市町別インデックス

和光メガネ 佐野本店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
佐野市浅沼町字五房412-1
TEL0283-22-4622

とちぎ笑顔つぎつぎカードは18歳になって
最初の3月31日まで利用できます！
22

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

宇都宮ヤクルト販売株式会社

買 う

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
大沢センター 日光市土沢557-94
TEL0288-32-2123
鬼怒川センター 日光市芹沼字上河原1766-90 TEL0288-31-1002
杉並木センター 日光市平ヶ崎字東原836-28 TEL0288-21-2807

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

株式会社

渡辺和哉商店

❖特典内容/一部割引品・業務用を除き購入金額より5％引
日光市今市1369
TEL0288-21-0059

かましん
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
今市店
日光市今市456
TEL0288-30-1133
日光森友店 日光市森友789
TEL0288-30-1131

学

かみやま自転車店

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/自転車お買い上げにつきTS保険1年又は自転車車
籍登録をサービス
日光市宝殿30-9
TEL0288-54-0767

カワチ薬品
❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
今市店 日光市瀬尾49-2
TEL0288-22-3221
日光店 日光市七里662-1
TEL0288-53-0830

コジマ ＮＥＷ日光店

融

❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
日光市今市994-1
TEL0288-21-1001

住まい

こんにゃくの のぐち屋

理容・美容室

❖特典内容/商品購入の方にポイント1ヶ進呈
日光市今市10-1
TEL0288-21-0414

さかえ化粧品店

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/日光スタンプ、
ポイント2倍プレゼント
★ゴールドサービス/ポイント3倍プレゼント
日光市御幸町604-3
TEL0288-54-1352

紳士服コナカ 今市店
❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）
、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
日光市豊田446-1
TEL0288-30-3335

真 健康・美容

スーパーオータニ 今市店

たいらや 今市店
❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
日光市今市1228-1
TEL0288-22-8118

フードオアシスオータニ 大沢店
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
日光市木和田島1567-43
TEL0288-32-2381

フローラ・クリスタルローズ
❖特典内容/ミニハートのドライアレンジプレゼント
日光市今市本町26-3
TEL0288-21-4018

ホームセンターカンセキ 今市店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
日光市今市1027-5
TEL0288-22-1121

眼鏡市場

ヤオハンスーパー
❖特典内容/毎週土曜日1,000円以上お買上げでポイント2倍
贈呈
今市店 日光市瀬川218-1
TEL0288-22-1011
七里店 日光市七里667
TEL0288-50-1811

有限会社

セーブオン

クリーニング

その他
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荒川時計店

❖特典内容/メガネを通常値引より更に10％引
日光市中鉢石町901
TEL0288-54-0235

有限会社

雪印牛乳鬼怒川販売所

❖特典内容/販売価格の10％引
日光市鬼怒川温泉滝436

TEL0288-77-0368

リオン・ドール
❖特典内容/毎月10日・20日・30日購入金額1,000円以上10
ポイントサービス実施
鬼怒川店 日光市鬼怒川温泉大原312 TEL0288-70-1311
日光店
日光市日光1224-1
TEL0288-53-5561

和光メガネ 今市本店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
日光市今市1479
TEL0288-22-4533

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
日光市芹沼1460-3
TEL0288-30-3151

❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
日光市足尾町字片衣1702-7 TEL0288-56-1151
足尾店
今市工業高校前店 日光市荊沢字上原601-53 TEL0288-22-9560
鬼怒川小佐越店 日光市小佐越字原59-1 TEL0288-76-3843
日光市鬼怒川温泉滝字中居590-1 TEL0288-76-3847
鬼怒川滝店
日光清滝バイパス店 日光市清滝桜ヶ丘町123-2 TEL0288-53-4381
日光東照宮前店 日光市本町2-24
TEL0288-53-3103

今市店

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
日光市芹沼字石神殿1467-5
TEL0288-30-1368

小山市
ＡＯＫ
Ｉ
❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
小山店 小山市東城南1-28-8
TEL0285-28-2888
おやまゆうえんハーベストウォーク店 小山市喜沢1475
おやまゆうえんハーヴェストウォーク アネックス棟1F
TEL0285-20-6588

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

ケーズデンキ

小山店

アイメガネ 小山城南店
❖特典内容/店頭表示価格より10％引、ただし特別提供品・使
い捨てコンタクトレンズは5％引
小山市東城南1-12-21
TEL0285-24-0001

小山店

サンスリープ太陽寝装
❖特典内容/健康寝具を除く店内全商品5％引
★ゴールドサービス/健康寝具を除く店内全商品10％引
小山市羽川76
TEL0285-23-1511

上野花園
❖特典内容/寄せ植プランター10％引
小山市荒井167

さくら平安堂

❖特典内容/12ミリ以上の注文印2,000円引、
一部除外品あり
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-22-8418

TEL0285-24-3137

うおとみ 小金井店

田中酒店
❖特典内容/茶菓の接待
小山市福良795-1

TEL0296-33-2434

❖特典内容/5の付く日は5％引
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-30-2703

24

その他

タルボット イオンモール小山店
特典は、
協賛店舗・施設のご厚意により提供さ
れています！

クリーニング

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
小山駅東通り店 小山市駅東通り3-1037-13 TEL0285-25-5581
小山西店
小山市神鳥谷700-1
TEL0285-24-7580
小山東店
小山市犬塚2-16-4
TEL0285-25-5677
東城南店
小山市東城南1-33-1
TEL0285-28-0620
間々田店
小山市間々田2419
TEL0285-45-2900

タオル美術館
❖特典内容/税抜3,000円以上の購入で粗品タオルプレゼント
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-20-6560

真 健康・美容

カワチ薬品

たいらや
❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
犬塚店
小山市犬塚8-6-3
TEL0285-31-0012
間々田店 小山市東間々田3-4-35
TEL0285-41-0911
本郷店
小山市本郷町3-1001-1
TEL0285-20-6111

自動車 情報・通信 写

お醤油屋さんのおせんべい工房
❖特典内容/スタンプカードのポイント2倍、
月曜日は除く
小山市神鳥谷5-18-25
TEL0285-25-4995

セーブオン 小山東黒田店
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
小山市東黒田321-7
TEL0285-41-2118

理容・美容室

エメフィール イオンモール小山店
❖特典内容/定価商品5％引、その他割引との併用不可
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-42-8275

❖特典内容/毎月第3土曜日に1,000円以上購入の方に合計金
額から10％引、たばこ・商品券等一部除外
小山駅南店 小山市神山町2-6-16
TEL0285-28-4511
小山店
小山市城北6-5-6
TEL0285-24-1261
神鳥谷店
小山市神鳥谷5-4-25
TEL0285-23-1331

住まい

エースコンタクト
❖特典内容/ソフト・ハードレンズ・使い捨てレンズを店舗価格
より全品5％引、ケア用品特別価格、他の割引サービスとの
併用は不可、一部商品対象外
イトーヨーカドー小山店 小山市駅東通り2-3-15
イトーヨーカドー小山店1F TEL0285-30-7676
おやまゆうえん店 小山市喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク内
TEL0285-20-1533

スーパーフレッシュ

融

❖特典内容/毎月第3土曜日に1,000円以上購入の方に合計金
額から10％引、たばこ・商品券等一部除外
小山市羽川517-1
TEL0285-21-4131

スーパービバホーム 小山店
❖特典内容/現金ポイントカード入会時のカード代無料
小山市喜沢1475
TEL0285-20-1511

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/毎月第1日曜日に子供・ベビー関連商品等の指定
商品に限り5％引
小山市中久喜1467-1
TEL0285-30-3000

本店

学

イオン 小山店

小林園

❖特典内容/商品を5％引
★ゴールドサービス/通常ポイント進呈
小山市中央町2-8-13 イオンモール小山 TEL0285-22-0470

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

ＷonderGOO

❖特典内容/毎週土・日曜日粗品プレゼント
小山市東城南4-7
TEL0285-31-6131

コジマ×ビックカメラ 小山店
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
小山市駅南町6-13-4
TEL0285-27-8001

買 う

ＯｐｔＬＡＢＥＬ イオンモール小山
❖特典内容/メガネ購入時ノベルティプレゼント
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山2F TEL0285-21-0038

❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
小山店
小山市東城南1-33-1 TEL0285-28-2471
ハーヴェストウォーク小山 小山市喜沢1457
TEL0285-20-1661

市町別インデックス

ＡＳＢｅｅ
❖特典内容/キッズスニーカー定価商品5％引、一部除外品あり
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-42-8279

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

中央コンタクト

買 う

❖特典内容/税込5,000円以上購入でソフトコンタクト用ケア
用品ミニボトルサービス
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山1F TEL0285-20-3210

トイザらス・ベビーザらス 小山店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/毎週水曜日、先着50名に次回1,000円以上の購入
に使用できる100円引クーポン券プレゼント
小山市神山2-9-33
TEL0285-28-4695

とちぎコープ ミニコープ城東店
❖特典内容/水・土曜日の両日、1,000円以上購入の方に50ポ
イント進呈
小山市城東1-13-7
TEL0285-22-8831

両毛ヤクルト販売株式会社
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
小山南センター 小山市東城南2-40-6 アメニティホーム
TEL0285-28-9355
小山東センター 小山市城東2-34-8
TEL0285-23-6889
栃木支店
小山市松沼字霜区町61-3 TEL0285-37-1151
間々田センター 小山市暁2-17-16
TEL0285-45-1522

ロイヤルホームセンター
❖特典内容/現金会員カード入会時のカード発行手数料を無料
小山店（ペット＆サイクル館）
小山市西城南3-4-6
TEL0285-27-2113
小山店（本館） 小山市西城南3-1-9
TEL0285-27-2111

和光メガネ

とりせん

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
美しが丘店 小山市美しが丘1-2-3
TEL0285-41-0533
小山東店
小山市横倉新田291-1
TEL0285-28-7681
羽川店
小山市喜沢647-10
TEL0285-30-7188

ハッシュアッシュ
❖特典内容/ＢＯＸラッピング無料
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-20-3375

❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
小山店
小山市駅東通り2-26
TEL0285-24-3344
小山本店 小山市神鳥谷699-1
TEL0285-21-1811

和真メガネ 小山店
❖特典内容/メガネ・コンタクトを店頭価格から5％引、
他の割
引との併用は不可
小山市駅東通り2-3-15 イトーヨーカドー小山店1F
TEL0285-21-2613

真岡市

ハニーズ
❖特典内容/お買上げ金額より5％引、セール品を除く
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-30-3092

融

パリミキ

住まい
理容・美容室

❖特典内容/メガネ備品･補聴器を除く店内全品5％引、他の割
引、優待セールとの併用は不可
★ゴールドサービス/メガネお手入れ品プレゼント
イオンモール小山店 小山市中久喜1467-1 イオンモール小山2F
TEL0285-30-3127
小山店
小山市神鳥谷693-1 TEL0285-25-0103

自動車 情報・通信 写

フタバカードパーク イオンモール小山店
❖特典内容/新品・中古トレーディングカード5％引
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山2F TEL0285-42-8312

ホームセンターカンセキ 小山店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
小山市中久喜1213-1
TEL0285-30-4333

真 健康・美容

道の駅

思川

❖特典内容/こども広場の立体遊具施設キャッスルランド利用
無料（1人1枚利用）
小山市下国府塚25-1
TEL0285-38-0201

クリーニング

眼鏡市場
❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
小山城東店 小山市城東7-106-32
TEL0285-21-1984
小山城南店 小山市東城南5-1-1
TEL0285-31-4668

その他

洋服の青山

小山店

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、
誕生月は15％引（ポイント2倍）
小山市西城南3-1-16
TEL0285-27-5033

25

ＡＯＫ
Ｉ 真岡店
❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
真岡市下高真木1-13-4
TEL0285-80-2988

FOOD OFF ストッカー真岡店

家

❖特典内容/毎月第3日曜日1,000円以上購入の方に5％引、他
の割引の併用は不可、一部除外品あり
真岡市大谷新町19-7
TEL0285-82-9430

ＷonderGOO

真岡店

❖特典内容/毎週土日粗品プレゼント
真岡市大谷新町18-6

TEL0285-83-0992

アイメガネ 真岡下髙間木店
❖特典内容/店頭表示価格より10％引、ただし特別提供品・使
い捨てコンタクトレンズは5％引
真岡市下高間木1-10-8
TEL0285-83-0001

イリエメガネ
❖特典内容/メガネ購入でクリーナープレゼント
東店 真岡市荒町3-39-1
TEL0285-84-4147
本店 真岡市並木町2-19-18
TEL0285-83-0880

衣料・クリーニング エビハラ
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田929
TEL0285-74-0105

梅本菓子店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田802
TEL0285-74-0944

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

ジュエルキクチ 真岡店

紳士服コナカ 真岡店

カスミ 二宮店

家

❖特典内容/毎月第3日曜日1,000円以上購入の方に5％引、他
の割引の併用は不可、一部除外品あり
真岡市石島812
TEL0285-74-1155

粕谷燃料店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田729-2
TEL0285-74-0120

株式会社 タケヤ
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田937
TEL0285-74-3338

平石金物店

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
二宮店
真岡市久下田711
TEL0285-74-3740
真岡東店 真岡市荒町3-50-2
TEL0285-84-7531
真岡西店 真岡市上高間木3-2-1
TEL0285-85-0811

郡司酒店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田852
TEL0285-74-0063

❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
真岡市台町字南原2753-9
TEL0285-81-1121

ニーノ ヴェル
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市石島815
TEL0285-74-4756

日向野履物店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市石島774
TEL0285-74-0260

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市古山1348-2
TEL0285-74-0088

26

その他

島田酒店

中村屋酒店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田736
TEL0285-74-0121

クリーニング

コジマ ＮＥＷ真岡店
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
真岡市上高間木2-17-7
TEL0285-84-7711

とりせん
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
東光寺店 真岡市東光寺3-15-2
TEL0285-80-7500
真岡店
真岡市下高間木2-2-4
TEL0285-81-1922

真 健康・美容

ケーズデンキ 真岡店

竹村文具陶器店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田775
TEL0285-74-0145

自動車 情報・通信 写

カワチ薬品

竹村商店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田849
TEL0285-74-0315

理容・美容室

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田826
TEL0285-74-0115

たいらや 真岡店
❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
真岡市熊倉2-25-1
TEL0285-80-1800

住まい

川口屋衣料店

セーブオン
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
二宮久下田店 真岡市久下田1508-1
TEL0285-74-4615
真岡荒町店 真岡市荒町3-13-15
TEL0285-83-9122
真岡上大田和店 真岡市上大田和1330-1
TEL0285-80-5060
真岡熊倉店 真岡市熊倉町1-30-9
TEL0285-83-9939
真岡西田井店 真岡市西田井字東原1077-1 TEL0285-83-3730
真岡東郷店 真岡市東郷字鶴巻290-9 TEL0285-83-7120

融

株式会社

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田772
TEL0285-74-0005

須田時計店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田802
TEL0285-74-0302

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

杉村薬局

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田776
TEL0285-74-0047

スーパーオータニ 真岡店
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
真岡市熊倉3-38-2
TEL0285-83-5021

学

片岡食料品店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田847
TEL0285-74-0043

株式会社

❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
真岡市白布ヶ丘9-8
TEL0285-80-1129

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市長島23
TEL0285-74-1840

買 う

小倉屋酒店

❖特典内容/当店現金割引価格よりさらに5％引
真岡市大谷本町1-1
TEL0285-84-8400

市町別インデックス

近江屋酒店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市大根田41
TEL0285-74-0149

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

フードオアシスオータニ 荒町店

買 う

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
真岡市荒町2-20-5
TEL0285-81-1811

有限会社

福田屋

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市堀込909
TEL0285-74-0199

フラワーショップ

花良

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田901-3
TEL0285-74-0340

古河ヤクルト販売株式会社

学

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
真岡荒町センター 真岡市荒町1110-1 TEL0285-84-5902
真岡西センター
真岡市熊倉2-24-4 TEL0285-82-9423

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ホームセンターカンセキ 真岡店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
真岡市白布ヶ丘7-8
TEL0285-84-7123

有限会社

田口化粧品

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田726
TEL0285-74-0006

有限会社

竹屋商販

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田864
TEL0285-74-0172

有限会社 トミヤ
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田858
TEL0285-74-0076

有限会社

保坂家具

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田849
TEL0285-74-0143

❖特典内容/学販用品を除く全商品5％引
真岡市荒町2172-1
TEL0285-82-2367

融

吉原商店

住まい

❖特典内容/購入金額の5％引
真岡市田町1070-2

TEL0285-82-2333

ゆうせん堂

松屋薬局

理容・美容室

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田492
TEL0285-74-0146

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
真岡市並木町1-8-5
TEL0285-83-5488

眼鏡市場

真岡店

真岡山形屋

❖特典内容/除外品を除き5％引
真岡市田町1069-5

山中乳業株式会社

真 健康・美容

❖特典内容/1ヶ月契約の方におすすめの宅配商品1本プレゼ
ント
真岡市東郷291-6
TEL0285-82-5231

新井油店

クリーニング

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田893
TEL0285-74-0044

池田屋洋品店

その他

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田781
TEL0285-74-0113

有限会社 えびはら
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田847
TEL0285-74-0075

TEL0285-82-2817

洋菓子のしばの
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田950
TEL0285-74-0164

洋服の青山

❖特典内容/購入の5％引又はポイント2倍進呈
真岡市台町2351-6
TEL0285-82-0089
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柴山金物店

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田936
TEL0285-74-0074

有限会社

松枝商店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市長沼744
TEL0285-74-0572

有限会社

大野屋衣料店

有限会社 ヤマダヤ

町田薬局
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田845
TEL0285-74-0161

有限会社

有限会社

❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
真岡市久下田830
TEL0285-74-0041

真岡店

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、
誕生月は15％引（ポイント2倍）
真岡市下高間木1-12-16
TEL0285-84-6770

和光メガネ 真岡本店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
真岡市上高間木3-5-3
TEL0285-80-2626

大田原市
ＡＯＫ
Ｉ 大田原店
❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）
、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
大田原市浅香3-3578-245
TEL0287-20-2088

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

カワチ薬品

大田原南店

矢板南店

学

きものサロン たかなし

ジュエルキクチ 大田原店

紳士服コナカ 大田原店
❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）
、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
大田原市本町1-1-10
TEL0287-24-0707

たいらや 大田原店

ハーモニーライフ
❖特典内容/サンラメラ購入の方にさとうきび酢をプレゼント
★ゴールドサービス/サンラメラ1200wモデルの購入で安心
な食材セットもプレゼント
矢板市扇町2-1519-53
TEL0287-46-7182

TEL0287-54-0061

❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
大田原店
大田原市住吉町2-19-7
TEL0287-23-3034
大田原本店 大田原市浅香3-3728-7
TEL0287-22-8010

眼鏡市場

矢板店

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
矢板市末広町36-1
TEL0287-40-3208

28

その他

❖特典内容/印鑑作成10〜20％引
★ゴールドサービス/印鑑作成20〜30％引
大田原市山の手1-1-6
TEL0287-22-2140

マルヤ文具店
❖特典内容/一部を除き店内全商品3％引
★ゴールドサービス/一部を除き店内全商品5％引
矢板市本町4-50
TEL0287-43-2639

クリーニング

渡辺印舗

フードオアシスオータニ 矢板店
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
矢板市木幡1450-2
TEL0287-48-6280

真 健康・美容

和光メガネ

自動車 情報・通信 写

有限会社 サワヤ金物建材店

とちぎコープ ミニコープ矢板店
❖特典内容/水・土曜日の両日、1,000円以上購入の方に50ポ
イント進呈
矢板市末広町34-1
TEL0287-43-4388

理容・美容室

大田原店

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
大田原市富士見1-1626
TEL0287-23-7798

セーブオン 矢板鹿島店
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
矢板市鹿島町483-1
TEL0287-40-0023

住まい

ホームセンターカンセキ 大田原南店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
大田原市浅香1-3546-27
TEL0287-23-8355

紳士服コナカ 矢板店
❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
矢板市中2013-3
TEL0287-40-3004

融

❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
大田原市若松町1638-1
TEL0287-20-1313

ケーズデンキ 矢板店
❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
矢板市東町8-21
TEL0287-43-3200

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/仕立代･加工代を除く商品代を全品5％引
矢板市扇町1-9-14
TEL0287-43-0270

❖特典内容/当店現金割引価格よりさらに5％引
大田原市城山1-2-7
TEL0287-23-7200

❖特典内容/ポイント2倍
★ゴールドサービス/ポイント3倍
大田原市黒羽向町62

カワチ薬品

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
矢板市木幡1563-1
TEL0287-44-2332

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
大田原市加治屋94-117
TEL0287-24-2223

眼鏡市場

大貫洋服店
❖特典内容/当店購入の中学生男子詰襟・女子セーラー服を成
長に合わせてズボン丈、スカート丈無料で調整
矢板市扇町1-10-26
TEL0287-43-1760

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

下鳥養蜂園

❖特典内容/1,000円以上購入で記念品贈呈
大田原市中央2-9-33
TEL0287-23-3838

宇都宮ヤクルト販売株式会社 矢板センター
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
矢板市本町12-4
TEL0287-44-0514

買 う

宇都宮ヤクルト販売株式会社

株式会社

矢板市

大田原店

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
大田原センター 大田原市末広1-3036-3 TEL0287-23-4417
黒羽センター
大田原市大豆田385 TEL0287-54-1126

市町別インデックス

ＷonderGOO

❖特典内容/毎週土・日曜日粗品プレゼント
大田原市若松町1650-10
TEL0287-20-0601

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

ヤーマル

フードオアシスオータニ 永田店

買 う

❖特典内容/購入金額ごとに1割引プラスポイント半額添付、
毎月10日は2割引プラスポイント半額添付
矢板市扇町2-1-29
TEL0287-43-0781

和光メガネ 矢板本店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
矢板市末広町43-3
TEL0287-43-1433

那須塩原市
宇都宮ヤクルト販売株式会社

学

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
黒磯西センター 那須塩原市中央4-21 TEL0287-60-0211
黒磯東センター 那須塩原市宮町2-8
TEL0287-63-8528
西那須野センター 那須塩原市西原116-71 TEL0287-36-3589

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

カワチ薬品

ケーズデンキ

融

❖特典内容/当社指定の消耗品が表示価格より5％引、他の割
引との併用は不可
那須塩原店 那須塩原市阿波町99-2
TEL0287-62-9611
西那須野店 那須塩原市太夫塚1-194-24 TEL0287-39-7131

住まい

コジマ ＮＥＷ黒磯店

理容・美容室

❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
那須塩原市豊住町78-4
TEL0287-62-2001

ジュエルキクチ 黒磯店

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/当店現金割引価格よりさらに5％引
那須塩原市中央町1-1
TEL0287-63-1200

紳士服コナカ 黒磯店
❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）
、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
那須塩原市末広町64-86
TEL0287-62-4768

スーパーオータニ

真 健康・美容

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
黒磯店
那須塩原市豊住町78-1
TEL0287-64-2431
西那須野店 那須塩原市東三島5-89-1 TEL0287-39-1511

クリーニング

とりせん 黒磯店
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
那須塩原市豊住町78-93
TEL0287-64-5500

その他

パリジャン

❖特典内容/日曜日限定購入金額10％引
那須塩原市太夫塚3-204-14
TEL0287-36-6225

29

フローリスト ハナハル
❖特典内容/誕生日に来店でミニブーケプレゼント、配達品･
サービス品を除き切花1ヶ1,500円以上10％増量、鉢物1ヶ
1,500円以上5％引
那須塩原市材木町2-57
TEL0287-62-0833

ホームセンターカンセキ 黒磯店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
那須塩原市豊浦93-19
TEL0287-62-5551

眼鏡市場

西那須野店

❖特典内容/眼鏡備品・補聴器を除く店内全品5％引
那須塩原市南郷屋4-4
TEL0287-39-5888

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
大田原西店 那須塩原市緑1-8-44
TEL0287-36-7428
黒磯店
那須塩原市末広町65-2
TEL0287-64-5601
那須塩原市下永田1-1003-1 TEL0287-37-0881
下永田店
西那須野店 那須塩原市西三島1-155-4 TEL0287-37-4737

パン工房

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
那須塩原市下永田5-1342-3
TEL0287-39-7688

有限会社 あすなろ書店
❖特典内容/店内商品2,000円以上購入の方にボールペン1本
プレゼント
那須塩原市高砂町4-4
TEL0287-62-2603

洋服の青山

西那須野店

❖特典内容/購入商品の5％引、青山カード併用で10％引（ポイ
ント4％付与）、
誕生月は15％引（ポイント2倍）
那須塩原市西富山74-1
TEL0287-37-7681

わかまつ サラダ館
❖特典内容/ベビー子供衣料品、出産内祝品10％引
★ゴールドサービス/ベビー子供衣料品、出産内祝品20％引
那須塩原市鍋掛1087
TEL0287-64-0123

和光メガネ
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
黒磯本店
那須塩原市本町8-14
TEL0287-62-3044
那須塩原本店 那須塩原市前弥六57番1 TEL0287-67-2005
那須塩原市下永田1-1006-24 TEL0287-36-7533
西那須野店
メガドンキ黒磯店 那須塩原市材木町3-5 メガドンキ内
TEL0287-62-7797

さくら市
ＰＬＵＳ ＯＮＥ
❖特典内容/通常ポイントの2倍進呈
さくら市櫻野432-7

TEL028-682-6117

宇都宮ヤクルト販売株式会社 さくらセンター
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
さくら市卯の里4-53-4
TEL028-682-0377

御菓子処

京月

❖特典内容/店内全商品5％引
さくら市氏家399-8

TEL028-682-2270

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

フードオアシスオータニ 氏家店

❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
さくら市櫻野1035
TEL028-682-0333

TEL0287-80-0388

下野市
ＷonderGOO

下野市

❖特典内容/毎週土・日曜日粗品プレゼント
下野市下古山2884-4
TEL0285-38-8416

欧風菓子 グリンデルベルグ 自治医大店
❖特典内容/2％引
下野市緑3-13-12

TEL0285-44-8560

かましん
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
石橋店
下野市石橋649
TEL0285-53-5051
自治医大店 下野市祇園1-1-5
TEL0285-44-1491

30

その他

宇都宮ヤクルト販売株式会社 烏山センター
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
那須烏山市宮原598-22
TEL0287-82-3333

メガネストアー ベイシア烏山店
❖特典内容/店内商品すべて10％引
那須烏山市城東1880

クリーニング

那須烏山市

ホームセンターカンセキ 烏山店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
那須烏山市旭1-3527
TEL0287-83-2711

真 健康・美容

和光メガネ 氏家本店

たいらや 烏山店
❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
那須烏山市金井2-810-12
TEL0287-82-2525

自動車 情報・通信 写

レディースセレクトショップ ＭＡＳＵＹＡ
（ますや）
❖特典内容/5,000円以上購入の方に500円分の商品券プレゼ
ント
★ゴールドサービス/学生衣料を購入の方にスティショナリー
プレゼント
さくら市氏家2521-4
TEL028-682-2094

セーブオン
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
烏山町旭店 那須烏山市旭1-23-22
TEL0287-84-1383
烏山谷浅見店 那須烏山市谷浅見1070-1 TEL0287-80-0550

理容・美容室

ホームセンターカンセキ 氏家店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
さくら市櫻野967
TEL028-682-5211

南那須店

住まい

藤井屋化粧品店
❖特典内容/ポイント倍額進呈、3,000円以上購入で粗品贈呈、
各メーカーのサンプル進呈
さくら市氏家2529-1
TEL028-682-2753

すずらん本舗

❖特典内容/お子様同伴で1,000円以上お買い上げのお客様に
限りどらやき1つプレゼント
那須烏山市下川井2128
TEL0287-88-1194

融

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
さくら市北草川1-8-3
TEL028-682-9251

コジマ ＳＥＬＥＣＴ烏山店
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
那須烏山市旭1-9-10
TEL0287-84-1001

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

とりせん 氏家店
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
さくら市櫻野1160
TEL028-681-0905

烏山店

学

スーパーオータニ 喜連川店
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
さくら市喜連川323
TEL028-686-8221

カワチ薬品

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
那須烏山市中央2-7-10
TEL0287-84-1331

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

コジマ ＮＥＷさくら店
❖特典内容/指定商品がプラス3％ポイントアップ、他のクー
ポン・キャンペーン・割引との併用は不可
さくら市櫻野1609
TEL028-682-0811

かましん 大金店
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
那須烏山市田野倉172-1
TEL0287-88-7132

買 う

キララ マエバシ
❖特典内容/こども用メガネフレーム･メガネレンズ店頭価格
より30％引
★ゴールドサービス/パパママのメガネレンズも店頭価格より
30％引
さくら市氏家2773
TEL028-682-6776

菓子処えちごや 丸山菓子店
❖特典内容/自店製造和菓子、ケーキ5％引
那須烏山市中央2-12-27
TEL0287-82-2411

市町別インデックス

カワチ薬品 さくら店
❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
さくら市櫻野486
TEL028-681-2411

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

カワチ薬品

セーブオン

買 う

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
石橋店
下野市石橋778-1
TEL0285-53-2660
自治医大店 下野市祇園1-8
TEL0285-40-6891

❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
上三川上蒲生店 河内郡上三川町しらさぎ1-20-2 TEL0285-56-0831
上三川多功店 河内郡上三川町天神町22-7 TEL0285-53-3573

スーパーオータニ 自治医大店

学

❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
下野市緑4-26-3
TEL0285-40-0052

セーブオン
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
石橋店
下野市石橋782-1
TEL0285-52-0412
小金井駅東店 下野市駅東7-13-1
TEL0285-44-6693

たいらや 自治医大店

手造りハム＆ソーセージ ダンケ
❖特典内容/ポイント2倍進呈
下野市烏ヶ森1-1-2 エスポアール107

益子町
株式会社 ミツウロコはが店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡益子町芹沼644-1
TEL0285-70-3553

かましん 益子店
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
芳賀郡益子町益子2024
TEL0285-70-1139

カワチ薬品

TEL0285-44-7086

壷々炉
❖特典内容/1,000円以上購入又は食事の方に珈琲を提供
芳賀郡益子町城内坂138
TEL0285-72-2261

ホームセンターカンセキ 小金井店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
下野市川中子3329-85
TEL0285-44-5211

住まい

❖特典内容/店内商品すべて10％引
下野市祇園1-25-1

メガネストアー 自治医大店

セーブオン 益子七井店
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
芳賀郡益子町大沢189-8
TEL0285-72-7430

古河ヤクルト販売株式会社 益子センター

TEL0285-40-5288

理容・美容室

両毛ヤクルト販売株式会社 石橋センター

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
下野市石橋649
TEL0285-53-4589

和光メガネ 自治医大店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
下野市医大前3-12-2
TEL0285-40-1234

❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
芳賀郡益子町七井1761-1
TEL0285-72-8280

やまに大塚
❖特典内容/陶器部門5％引、お食事部門5％引
芳賀郡益子町城内坂88
TEL0285-72-7711

有限会社

茂木町

真 健康・美容

宇都宮ヤクルト販売株式会社 上三川センター
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
河内郡上三川町上蒲生33-7
TEL0285-56-7600

クリーニング

家

❖特典内容/毎月第3日曜日1,000円以上購入の方に5％引、他
の割引の併用は不可、一部除外品あり
河内郡上三川町上三川4756
TEL0285-56-9411

その他

スーパーオータニ 上三川店
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
河内郡上三川町西汗西赤堀1742-6
TEL0285-55-1261

31

上野小間物店

❖特典内容/3,000円以上購入で記念品贈呈
芳賀郡益子町益子1538
TEL0285-72-3152

上三川町

カスミ 上三川店

益子店

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
芳賀郡益子町北中13-1
TEL0285-72-8666

融

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
下野市柴833-110
TEL0285-40-1011

かましん もぴあ店
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
芳賀郡茂木町茂木178
TEL0285-63-5420

カワチ薬品

茂木店

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
芳賀郡茂木町茂木178
TEL0285-63-5171

ホームセンターカンセキ 茂木店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
芳賀郡茂木町茂木244-2
TEL0285-63-4811

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

セーブオン

西川化粧品店

石川商店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町塩田372
TEL0285-68-2708

御菓子処

高徳

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町続谷193
TEL0285-68-1931

株式会社

小堀

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙508
TEL0285-68-0050

北井酒店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1627
TEL0285-68-0038

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町田野辺108
TEL0285-68-1930

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1667
TEL0285-68-1239

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町杉山705-2
TEL0285-68-1382

大和酒店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町続谷31
TEL0285-68-1295

有限会社 いいじま
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙837-1
TEL0285-68-2288

有限会社 いさみ屋
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙454-3
TEL0285-68-1338

32

その他

スパンショップ上野

TEL0285-68-2139

クリーニング

島屋株式会社

山田造花店
❖特典内容/花輪3割引、内盛篭2割引
芳賀郡市貝町市塙2170-3

真 健康・美容

小堀酒店

満寿屋
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町続谷356
TEL0285-68-2840

自動車 情報・通信 写

加満屋酒店

理容・美容室

❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
市貝店
芳賀郡市貝町市塙1515
TEL0285-68-2155
市貝西店 芳賀郡市貝町赤羽内堀道東355-54 TEL0285-68-3744

ホームセンターカンセキ 市貝店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
芳賀郡市貝町赤羽3651-1
TEL0285-68-3355

住まい

かましん

福島くつ店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1708-2
TEL0285-68-0163

融

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1672-3
TEL0285-68-1828

ファッション＆インテリアみなみ
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町杉山684
TEL0285-68-0115

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町文谷437
TEL0285-68-0127

斎寿屋商店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町杉山488
TEL0285-68-0120

学

うすねストアー

千本商店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1736
TEL0285-68-0025

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

市貝町

ぜにや商店
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町赤羽2723
TEL0285-68-1388

買 う

有限会社

❖特典内容/特売品を除く全品メーカー価格よりALL20％引
★ゴールドサービス/さらに町のパンダスタンプ券進呈
芳賀郡茂木町茂木1643（仲町）
TEL0285-63-0216

❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
市貝町赤羽店 芳賀郡市貝町赤羽1712-1 TEL0285-68-1911
市貝町店
芳賀郡市貝町赤羽3844
TEL0285-68-4764

市町別インデックス

山﨑時計店
❖特典内容/全商品20％引。
学習塾の無料体験
芳賀郡茂木町茂木1738-2
TEL0285-63-0128

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

有限会社 くにい商会

買 う

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町赤羽2697-2
TEL0285-68-0607

有限会社

小林建設産業

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1540
TEL0285-68-0035

有限会社 てくのらいふエンドウ
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙530-4
TEL0285-68-0057

渡辺呉服店

学

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1663
TEL0285-68-0022

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

芳賀町
ＢＯＯＫ ＦＯＲＥＳＴ 森百貨店
❖特典内容/購入の方に2ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井南1-10-8
TEL028-677-0017

融

菓子舗 いねや

住まい

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井745-2
TEL028-677-0028

理容・美容室

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町下延生1685
TEL028-678-0540

大津屋呉服店

自動車 情報・通信 写

株式会社

高橋商事

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井785
TEL028-677-0125

株式会社

森商店

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井533
TEL028-677-0022

カワチ薬品

芳賀店

真 健康・美容

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
芳賀郡芳賀町祖母井1088-1
TEL028-677-8711

さいとう時計店

クリーニング

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井522
TEL028-677-0072

佐藤呉服店

その他

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井755
TEL028-677-0108

シャディーサラダ館
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井1134
TEL028-677-2118
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沼能酒店
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町下高根沢3766
TEL028-677-1443

芳賀町ロマン開発株式会社
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町上延生160
TEL028-677-4126

水沼はきもの店
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井753
TEL028-677-0205

有限会社

朝日屋菓子店

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井795-5
TEL028-677-0050

有限会社

大林

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町下高根沢1740-1
TEL028-677-0949

有限会社

いせとう商店
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井538
TEL028-677-3477

株式会社

たいらや 芳賀店
❖特典内容/精算後サービスカウンターで裏面に記入されてい
るお子様の人数分スタンプ押印
芳賀郡芳賀町祖母井南1-11-1
TEL028-687-2600

加藤金物店

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント、スタンプ3倍進呈
★ゴールドサービス/購入の方にスタンプ5倍進呈
芳賀郡芳賀町祖母井758
TEL028-677-0074

有限会社

北井酒店

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井769
TEL028-677-0011

有限会社

塩田屋百貨店

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町西水沼438
TEL028-678-0860

有限会社

田川商店

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井738
TEL028-677-0109

有限会社 ほそや
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井1101
TEL028-677-8781

有限会社 マルタ
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井1088
TEL0285-67-1010

有限会社

宮川商事

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井977
TEL028-677-0076

ワクワクプラザ かくまる
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント、子供服とベ
ビー服を購入の方にさらに3倍のポイントを進呈
芳賀郡芳賀町祖母井1088-2 モテナス芳賀内 TEL028-687-1039

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

近藤洋品店

TEL0282-82-0172

総合衣料 あみのや

イオン みぶ店
❖特典内容/毎月第1日曜日に子供・ベビー関連商品等の指定
商品に限り5％引
下都賀郡壬生町壬生丁字六実219
TEL0282-82-5100

TEL0282-82-0137

壬生本店

カスミ

家

カワチ薬品

菊元精肉店

❖特典内容/10％引
★ゴールドサービス/1世帯1パックプレゼント
下都賀郡壬生町上稲葉190
TEL0282-81-2288

三村屋靴履物店
❖特典内容/ポイント2倍進呈
下都賀郡壬生町通町9-27

TEL0282-82-0363

宮田印房
❖特典内容/実印・銀行印・認印20％引、Xスタンパーは除く
下都賀郡壬生町中央町2-24
TEL0282-82-0749

34

その他

小菅いちご農園

壬生町液化ガス販売株式会社
❖特典内容/18才以下の子供さんに、機関紙のクロスワードに
解答すると各回抽選で5名に500円の図書券を贈呈
下都賀郡壬生町中央町17-27
TEL0282-82-2840

クリーニング

❖特典内容/1,000円以上購入の方にポイント2倍進呈
下都賀郡壬生町通町8-18
TEL0282-82-0062

マミーポット みぶ
❖特典内容/1ケース購入の方に他に3パックプレゼント、5組
以上の寄植え教室（要予約）に土をサービス
下都賀郡壬生町下稲葉1543-2
TEL0282-82-4537

真 健康・美容

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
おもちゃのまち店 下都賀郡壬生町緑町2-15-15
TEL0282-86-3012
おもちゃのまち東店 下都賀郡壬生町おもちゃのまち3-1-30
TEL0282-86-3012

ファミリー衣料 のざわ
❖特典内容/1,000円以上購入の中学3年生以下の方に2ポイ
ントプラスサービス
★ゴールドサービス/中学3年生以下の方又は家族で買物の方
に2ポイントプラスサービス
下都賀郡壬生町通町3-22
TEL0282-82-0360

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/毎月第3日曜日1,000円以上購入の方に5％引、他
の割引の併用は不可、一部除外品あり
おもちゃのまち店 下都賀郡壬生町おもちゃのまち3-1-27
TEL0282-85-1531
壬生店
下都賀郡壬生町大師町30-22
TEL0282-82-5121

パンと洋菓子 カワシマ
❖特典内容/製造パン・洋菓子2,000円以上購入で食パン1斤プ
レゼント
★ゴールドサービス/5号以上のデコレーションケーキ1台購
入でシャンペン1本プレゼント
下都賀郡壬生町中央町6-47
TEL0282-82-0129

理容・美容室

❖特典内容/日本茶5％引
★ゴールドサービス/手作りのお惣菜5％引
下都賀郡壬生町通町8-11
TEL0282-82-0064

とちぎコープ コープおもちゃのまち店
❖特典内容/毎週木曜日、1,500円以上購入の方に50ポイント
進呈
下都賀郡壬生町至宝3-12-31
TEL0282-82-8801

住まい

お茶とお惣菜のパオ

蝶屋米穀店
❖特典内容/お子様連れ来店で3,000円以上購入の方に粗品プ
レゼント
下都賀郡壬生町通町13-11
TEL0282-82-1194

融

❖特典内容/来店の未就学児のお子様にお菓子のプレゼント
下都賀郡壬生町大師町22-1
TEL0282-82-2988

TEL0282-82-0135

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

石川化粧品店
❖特典内容/ポイント2倍
下都賀郡壬生町中央町7-10

❖特典内容/豆腐1丁100円
下都賀郡壬生町中央町6-49

学

髙橋豆腐店

砂子屋酒店
❖特典内容/100円以上購入の方にポイントを2倍進呈、除外品
あり
★ゴールドサービス/100円以上購入の方にポイントを3倍進
呈、除外品あり
下都賀郡壬生町通町13-13
TEL0282-82-0055

いずみ書房

❖特典内容/1,000円以上購入の方に2ポイント進呈
★ゴールドサービス/購入の方に2ポイントサービス
下都賀郡壬生町中央町17-29
TEL0282-82-0159

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

安生酒販
❖特典内容/ポイントを2倍進呈
下都賀郡壬生町中央町5-24

サラダ館 おもちゃのまち店
❖特典内容/お 子 様 の 内 祝 商 品 を3,000円 以 上 購 入 の 方 に
1,500円分の割引券及び粗品プレゼント
★ゴールドサービス/お子様の内祝商品購入ポイントを3倍進呈
下都賀郡壬生町壬生丁217-3
TEL0282-82-8201

買 う

アイメガネ おもちゃのまち西口店
❖特典内容/店頭表示価格より10％引、ただし特別提供品・使
い捨てコンタクトレンズは5％引
下都賀郡壬生町緑町3-9-17 サンエスビル1F TEL0282-85-0001

❖特典内容/1,000円以上購入の方に2ポイントサービス
★ゴールドサービス/購入の方に2ポイントサービス
下都賀郡壬生町中央町6-39
TEL0282-82-0341

市町別インデックス

壬生町

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

塩谷町

八百栄商店

買 う

❖特典内容/1,000円以上購入でポイント2倍進呈
★ゴールドサービス/30cmのゼリー1本ずつサービス
下都賀郡壬生町通町5-3
TEL0282-82-0124

山口時計店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/時計全品20％引
下都賀郡壬生町大師町39-17

TEL0282-82-0351

山屋菓子店
❖特典内容/来店の方にお菓子1個プレゼント
下都賀郡壬生町中央町7-15
TEL0282-82-0133

有限会社

寺内商店

学

❖特典内容/お米10kgお買上の方に粗品プレゼント、初佂うど
ん15把入り1箱お買上の方につゆ1本プレゼント、買物でご
来店のお子様にあめプレゼント
下都賀郡壬生町中央町11-15
TEL0282-82-0122

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

両毛ヤクルト販売株式会社 壬生センター
❖特典内容/来店して1,000円以上購入の方にヤクルト400を
1本プレゼント
下都賀郡壬生町落合1-5-10
TEL0282-82-8960

和光メガネ おもちゃのまち店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
下都賀郡壬生町あけぼの町5-14
TEL0282-86-5055

融

野木町

住まい

スーパーオータニ 野木店

理容・美容室

❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
下都賀郡野木町丸林648-2
TEL0280-57-4711

とちぎコープ ミニコープ野木店

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/水・土曜日の両日、1,000円以上購入の方に50ポ
イント進呈
下都賀郡野木町丸林670-2
TEL0280-56-2977

ドラッグストアクラモチ 野木店
❖特典内容/毎月第2・第3火曜日クラモチサービス券を2倍進
呈、ただし他のサービス券2倍デーや3倍デーと重複した場
合はどちらか一方のサービス
下都賀郡野木町丸林559
TEL0280-55-2900

真 健康・美容

有限会社

三田商会

高根沢町
紳士服コナカ 高根沢店
❖特典内容/お買上げ金額より5％引（割引対象外あり）、チラ
シ･DMとの併用可、他団体等優待割引との併用は不可
塩谷郡高根沢町光陽台4-16-2
TEL028-675-5451

スーパーオータニ 宝積寺店
❖特典内容/毎週火・水・木・金曜日に税抜2,000円以上購入の
方に10ポイント進呈（18時までのサービス）
塩谷郡高根沢町宝積寺1164-2
TEL028-675-1911

とりせん 高根沢店
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
塩谷郡高根沢町光陽台1-12-3
TEL028-675-5122

ホームセンターカンセキ 高根沢店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
塩谷郡高根沢町光陽台1-5-2
TEL028-675-5322

読売センター宝積寺
❖特典内容/読売新聞購読の方に限り毎月100ポイント進呈、
毎月古紙回収のサービス
★ゴールドサービス/読売新聞購読の方に限り毎月50％増し
の150ポイントサービス
塩谷郡高根沢町宝積寺2267-8
TEL028-675-4835

リオン・ドール
❖特典内容/毎月10日・20日・30日購入金額1,000円以上10
ポイントサービス実施
高根沢店 塩谷郡高根沢町宝積寺字大久保2337 TEL028-675-1251
高根沢東店 塩谷郡高根沢町平田字高谷畑1989-1 TEL028-676-8211

和光メガネ 高根沢本店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
塩谷郡高根沢町光陽台1-5-5
TEL028-675-8001

駅前店

クリーニング

❖特典内容/子供車24インチまで持込時は500円引でパンク
修理（タイヤ交換可）、子供車22インチまでリース自転車1年
間2,000円
（別途保証金1,000円要）
★ゴールドサービス/新車（自転車・バイク）購入者にプレゼン
トを進呈
下都賀郡野木町丸林407-16
TEL0280-55-2222

ワニワニ堂

その他

❖特典内容/古本500円以上購入で20％引、本の買取価格の
20％UP
下都賀郡野木町丸林551-1 マロニエハイツ107 TEL0280-57-9147
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セーブオン 塩谷店
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
塩谷郡塩谷町大宮1946-1
TEL0287-46-0611

那須町
カワチ薬品

那須高原店

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
那須郡那須町高久丙411-18
TEL0287-76-6603

セーブオン 那須田代店
❖特典内容/毎週土･日曜日に700円以上のお買い上げで、先着
10名に39円アイスを1つプレゼント
那須郡那須町高久乙字道東1-3
TEL0287-60-0276

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

小川店

ホームセンターカンセキ 小川店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
那須郡那珂川町小川2383-2
TEL0287-96-4411

その他

36

クリーニング

和光メガネ
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
古河本店 茨城県古河市旭町2-13-13 TEL0280-33-0655
下館本店 茨城県筑西市二木成1390
TEL0296-24-0032
結城本店 茨城県結城市結城13772
TEL0296-33-1009

真 健康・美容

うおとみ
❖特典内容/毎月第3土曜日に1,000円以上購入の方に合計金
額から10％引、たばこ・商品券等一部除外
三和店 茨城県古河市尾崎5307
TEL0280-23-2231
結城店 茨城県結城市結城550
TEL0296-32-3111

ホームセンターカンセキ
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
高萩店
茨城県高萩市安良川155-1 TEL0293-20-1311
那珂店
茨城県那珂市竹ノ内4-1-2
TEL029-295-5711
龍ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市光順田1750 TEL0297-61-1770

自動車 情報・通信 写

ＡＯＫ
Ｉ
❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）
、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
石岡店
茨城県石岡市東大橋3214-4 TEL0299-23-9888
茨城県ひたちなか市中根3325-1 TEL029-273-7888
勝田店
神栖平泉店 茨城県神栖市平泉281-24
TEL0299-90-0888
研究学園店 茨城県つくば市研究学園E30街区6 TEL029-848-6788
古河店
茨城県古河市東2-20-53
TEL0280-31-7988
守谷店
茨城県守谷市本町210
TEL0297-45-5888
つくば学園店 茨城県つくば市二の宮3-13-3 TEL029-852-7288
土浦店
茨城県土浦市城北町3-25
TEL029-823-5888
那珂店
茨城県那珂市竹ノ内2-3-1
TEL029-298-9988
日立北店 茨城県日立市東滑川町4-12-30 TEL0294-44-8888
ひたち野うしく店 茨城県牛久市ひたち野東2-7-2 TEL029-878-2888
日立南店 茨城県日立市大沼町1-29-1 TEL0294-28-7088
水戸けやき台店 茨城県水戸市けやき台3-61 TEL029-304-1588
水戸店
茨城県水戸市千波町2175-1 TEL029-241-9388
竜ヶ崎NT店 茨城県龍ヶ崎市久保台2-1-13 TEL0297-65-4888

とりせん
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、
他割引との併用不可
岩井店
茨城県坂東市岩井3357-1
TEL0297-36-2233
大沢店
茨城県常総市大沢1938-2
TEL0297-30-8580
木田余店 茨城県土浦市木田余4583
TEL029-825-3330
研究学園店 茨城県つくば市研究学園5-18-1 TEL029-850-2039
小堤店
茨城県古河市小堤1919
TEL0280-23-1870
下館店
茨城県筑西市玉戸1018-35 TEL0296-28-3900
下妻店
茨城県下妻市下妻丙853
TEL0296-30-5271
総和店
茨城県古河市下大野2008-1 TEL0280-92-7490
みらい平店 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-2-5 TEL0297-47-2001
結城店
茨城県結城市結城8575
TEL0296-33-1280

理容・美容室

茨城県

住まい

和光メガネ 白河本店
❖特典内容/商品の5％引、他の割引サービスとの併用は不可
福島県白河市新白河1-104
TEL0248-27-1888

ドラッグストアクラモチ
❖特典内容/毎月第2・第3火曜日クラモチサービス券を2倍進
呈、ただし他のサービス券2倍デーや3倍デーと重複した場
合はどちらか一方のサービス
明野店
茨城県筑西市海老ヶ島905-1 TEL0296-52-6200
沓掛店
茨城県坂東市沓掛4111-1
TEL0289-44-3111
境店
茨城県猿島郡境町458
TEL0280-81-2088
下妻店
茨城県下妻市下妻丁409-1 TEL0296-30-1155
谷和原店 茨城県つくばみらい市小絹925-3 TEL0297-57-6111
取手店
茨城県取手市新町6-1-25
TEL0297-77-5555
八千代店 茨城県結城郡八千代町菅谷280 TEL0296-49-3999
八千代南店 茨城県結城郡八千代町菅谷691-6 TEL0296-30-3399
結城店
茨城県結城市結城8188
TEL0296-34-8888

融

❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
会津若松店 福島県会津若松市門田町黒岩字南青木98-1
TEL0242-29-3755
白河店
福島県白河市新白河1-109 TEL0248-24-3100

ドラッグストア セキ 荒川沖店
❖特典内容/税込1,080円購入毎に2ポイント進呈
茨城県土浦市荒川沖西1-18-26
TEL029-837-7300

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

福島県
ホームセンターカンセキ

スーパーフレッシュ 古河店
❖特典内容/毎月第3土曜日に1,000円以上購入の方に合計金
額から10％引、たばこ・商品券等一部除外
茨城県古河市鴻巣983-1
TEL0280-48-5131

学

リオン・ドール 小川店
❖特典内容/毎月10日・20日・30日購入金額1,000円以上10
ポイントサービス実施
那須郡那珂川町小川字神田175
TEL0287-96-7111

ジュエルキクチ 下館店
❖特典内容/当店現金割引価格よりさらに5％引
茨城県筑西市下岡崎2-25-11
TEL0296-25-0020

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

カワチ薬品

❖特典内容/子育てに関連する商品中心のクーポン券による割引
那須郡那珂川町小川2383-3
TEL0287-96-5585

かましん 下館店
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
茨城県筑西市丙18-13
TEL0296-23-6101

買 う

かましん 馬頭店
❖特典内容/毎月第3水曜日に2,000円以上購入の方にサービ
スカウンターにてポイント進呈
那須郡那珂川町馬頭1885
TEL0287-92-8801

大森商店
❖特典内容/1,000円以上購入の方に1ポイント進呈
茨城県筑西市樋口359-4
TEL0296-22-7111

市町別インデックス

那珂川町

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

群馬県

買 う

ＡＯＫ
Ｉ

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/お買上げ総額の5％引（お直し代・宅配代を除く）
、
他クーポン券及びセットセールとの併用可、他の総額割引と
の併用不可
伊勢崎店
群馬県伊勢崎市東本町384-1 TEL0270-21-8088
伊勢崎宮子店 群馬県伊勢崎市宮子町3420-9 TEL0270-30-3488
太田店
群馬県太田市新井町514-5 TEL0276-47-0788
群馬県みどり市笠懸町阿佐美1281-1 TEL0277-77-1588
笠懸店
高崎江木町店 群馬県高崎市江木町1549 TEL027-328-0388
群馬県高崎市大八木町松ノ木1905-1 TEL027-363-2488
高崎本店
パワーモールおおた店
群馬県太田市飯塚町658-1 TEL0276-30-0888
藤岡
群馬県藤岡市上大塚311-1 TEL0274-40-8188
前橋荒牧店 群馬県前橋市荒牧町2-14-2 TEL027-219-0088
前橋東部バイパス店
群馬県前橋市日吉町2-33-31 TEL027-237-0888
前橋文京店 群馬県前橋市文京町2-26-21 TEL027-260-9188
前橋みなみモール店
群馬県前橋市新堀町948 TEL027-210-0488

ＧＩ
ＦＴ創造館
❖特典内容/GIFT創造館会員様価格より更に5％引、GIFT創造
館会員登録料を無料、年会費もサービス
群馬県高崎市問屋町2-3-1
TEL027-362-6255

ＭＥＧＡドン・キホーテ 桐生店
❖特典内容/特典サービス
（内容は毎月変更になる場合あり）
群馬県桐生市永楽町5-1
TEL0277-47-3810

融

コープ

住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/第1水曜日に購入総額から5％引
新井店 群馬県太田市新井町533-2
TEL0276-46-0570
昭和店 群馬県前橋市昭和町3-30-9
TEL027-233-4116
寺尾店 群馬県高崎市寺尾町552-1
TEL027-310-7788
中野店 群馬県邑楽郡邑楽町中野4435 TEL0276-88-2929
東久方店 群馬県桐生市東久方町2-2-20 TEL0277-47-2980
藤岡店 群馬県藤岡市藤岡2390-1
TEL0274-24-5500
細井店 群馬県前橋市上細井町1968
TEL027-235-8800
宮子店 群馬県伊勢崎市宮子町3523-1 TEL0270-21-1700

ドラッグストア セキ 田中島町店
❖特典内容/税込1,080円購入毎に2ポイント進呈
群馬県伊勢崎市田中島町82-1
TEL0270-40-5500

とりせん

真 健康・美容
クリーニング

その他

❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
朝日町店 群馬県館林市朝日町20-50 TEL0276-75-6281
石原店
群馬県高崎市片岡町2-10-1 TEL027-325-6151
邑楽町店 群馬県邑楽郡邑楽町中野3110-3 TEL0276-70-2322
群馬県邑楽郡大泉町日の出53-1 TEL0276-61-2121
大泉店
太田新井店 群馬県太田市新井町377-6 TEL0276-45-5511
太田八幡町店 群馬県太田市八幡町29-13 TEL0276-55-6070
大原店
群馬県太田市大原町1701-2 TEL0277-79-0220
大間々店 群馬県みどり市大間々町大間々401-3 TEL0277-73-0107
群馬町店 群馬県高崎市中泉町605-26 TEL027-372-0123
小鳥店
群馬県高崎市下小鳥町70-2 TEL027-363-2122
子持店
群馬県渋川市吹屋660-34
TEL0279-30-0030
渋川店
群馬県渋川市行幸田63-1
TEL0279-23-5021
下田島店 群馬県太田市下田島町1127 TEL0276-33-7678
城西の杜店 群馬県太田市城西町80-1
TEL0276-33-7727
新前橋店 群馬県前橋市小相木町409-1 TEL027-253-3133
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菅谷店
群馬県高崎市菅谷町20-991 TEL027-360-6233
玉村店
群馬県佐波郡玉村町上飯島280 TEL0270-64-6306
時沢店
群馬県前橋市富士見町時沢791 TEL027-289-1335
豊岡店
群馬県高崎市上豊岡町281 TEL027-325-6141
成島店
群馬県館林市北成島町2533-1 TEL0276-75-2735
東矢島店 群馬県太田市東矢島町194 TEL0276-47-2123
フィール藤岡店 群馬県藤岡市中栗須396
TEL0274-24-6200
富士見町店 群馬県館林市富士見町12-60 TEL0276-76-2055
平和町店 群馬県伊勢崎市平和町19-1 TEL0270-40-7888
前橋駒形店 群馬県前橋市東善町43-1
TEL027-289-3553
群馬県高崎市箕郷町上芝240-5 TEL027-360-7600
箕郷店
群馬県伊勢崎市茂呂町2-2776 TEL0270-40-5010
茂呂店
ローズタウン店 群馬県前橋市江木町1701-1 TEL027-230-3311

ドン・キホーテ
❖特典内容/特典サービス（内容は毎月変更になる場合あり）
伊勢崎店
群馬県伊勢崎市上泉町73-3 TEL0270-30-3111
群馬県太田市飯田町1404-1 TEL0276-30-1811
太田店
ガーデン前橋店 群馬県前橋市小屋原町472-1 TEL027-280-8841
群馬県高崎市問屋町西2-14-17 TEL027-370-6600
高崎店

プリン専門店 クレヨン 伊香保ファクトリー
❖特典内容/ポイント2倍サービス（5ポイントまで）
群馬県渋川市渋川3692-8
TEL0279-24-0290

ホームセンターカンセキ 館林店
❖特典内容/専用スタンプカードを発行し購入金額2,000円毎
に1個押印、スタンプ20個で500円分の買物券を進呈、買物
券ご利用分及び3倍ポイント以上のセール期間を除く
群馬県館林市緑町2-3-1
TEL0276-72-8111

メガネハウス・めいしゅう
❖特典内容/メガネ全商品10％引
群馬県桐生市巴町1-1116-12

TEL0277-46-1177

有限会社 アクアポット
❖特典内容/新規契約時12ℓボトルプラス1本無料サービス、
定期メンテナンスの度12ℓボトルプラス1本無料サービス
群馬県前橋市荒牧町1-26-1
TEL027-231-6867

埼玉県
スーパーフレッシュ 栗橋店
❖特典内容/毎月第3土曜日に1,000円以上購入の方に合計金
額から10％引、たばこ・商品券等一部除外
埼玉県久喜市栗橋北2-2-28
TEL0480-52-7551

チューリップ薬局
❖特典内容/税込1,080円購入毎に2ポイント進呈
岩槻駅前店 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-32 東玉総本店ビルＭ2F
TEL048-790-0600
柏座店
埼玉県上尾市柏座4-6-14
TEL048-778-0822
春日部中央店 埼玉県春日部市中央3-11-2 TEL048-755-7150
幸手北店 埼玉県幸手市北2-20-6
TEL0480-40-3200
白岡中央店 埼玉県白岡市小久喜980-1 TEL0480-90-5522
白岡店
埼玉県白岡市千駄野657-7 TEL0480-90-5332
新白岡店 埼玉県白岡市新白岡4-6-13 ルネ新白岡駅前107号室
TEL0480-90-1500
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地4-10-22 TEL0480-37-0150
杉戸店
高野台店 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東1-6-3 TEL0480-37-1510
つきのわ店 埼玉県比企郡滑川町月の輪5-27-1 TEL0493-61-0310
戸田公園店 埼玉県戸田市本町4-13-5
TEL048-447-7280
羽生店
埼玉県羽生市南4-8-41
TEL048-560-0850

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他
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買 う

ドラッグストア セキ
❖特典内容/税込1,080円購入毎に2ポイント進呈
青柳店
埼玉県草加市青柳6-45-12 TEL048-933-2050
赤山町店 埼玉県越谷市赤山町2-161-1 TEL048-969-3300
上尾川店 埼玉県上尾市川284-3
TEL048-780-3300
東間店
埼玉県北本市東間7-225-1 TEL048-540-6350
愛宕店
埼玉県加須市愛宕1-6-65
TEL0480-63-0200
新宿町店 埼玉県川越市新宿町3-6-1
TEL049-249-3800
一ノ割店 埼玉県春日部市備後東1-21-3 TEL048-731-5345
伊奈栄店 埼玉県北足立郡伊奈町栄2-5 TEL048-720-5550
今福店
埼玉県川越市今福840-4
TEL049-249-0600
岩槻太田店 埼玉県さいたま市岩槻区太田2-1-17 TEL048-749-8220
岩槻城南店 埼玉県さいたま市岩槻区城南5-7-1 TEL048-791-3900
岩槻本宿店 埼玉県さいたま市岩槻区本宿128-3 TEL048-790-0320
内野本郷店 埼玉県さいたま市西区内野本郷543-1 TEL048-620-6211
大成町店 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-394-3 TEL048-661-7000
大袋店
埼玉県越谷市大道657-2
TEL048-973-5500
小川町店 埼玉県比企郡小川町小川22-1 TEL0493-71-0100
笠幡店
埼玉県川越市笠幡4870-3
TEL049-237-8800
柏座店
埼玉県上尾市柏座4-6-14
TEL048-778-0820
春日部大沼店 埼玉県春日部市大沼6-9-1
TEL048-739-4510
春日部米島店 埼玉県春日部市米島1186-59 TEL048-718-2800
春日部中央店 埼玉県春日部市中央3-11-2 TEL048-755-7988
春日部東店 埼玉県春日部市粕壁東3-18-8 TEL048-753-3335
加須店
埼玉県加須市上三俣664
TEL0480-62-8068
上小町店 埼玉県さいたま市大宮区上小町1053 TEL048-640-2480
上柴店
埼玉県深谷市上柴町東3-13-1 TEL048-570-5180
上日出谷店 埼玉県桶川市上日出谷650-2 TEL048-789-5110
上藤沢店 埼玉県入間市上藤沢450-1 TEL04-2960-0200
蒲生店
埼玉県越谷市蒲生4-10-15 TEL048-990-3400
川島町店 埼玉県比企郡川島町中山1959-1 TEL049-299-0300
北川辺店 埼玉県加須市麦倉1525-1
TEL0280-61-2360
北戸田店 埼玉県戸田市新曽1952
TEL048-434-3780
北本本町店 埼玉県北本市本町4-79
TEL048-590-7272
久喜青毛店 埼玉県久喜市青毛1-6-21
TEL0480-26-5100
久喜青葉店 埼玉県久喜市青葉4-29-1
TEL0480-29-3000
久喜東店 埼玉県久喜市久喜東4-22-10 TEL0480-29-2500
久喜本町店 埼玉県久喜市本町5-2-28
TEL0480-25-0811
久喜吉羽店 埼玉県久喜市吉羽2-35-2
TEL0480-22-5466
熊谷円光店 埼玉県熊谷市円光1-14-7
TEL048-599-1900
熊谷銀座店 埼玉県熊谷市銀座5-2-26
TEL048-520-2760
熊谷広瀬店 埼玉県熊谷市広瀬266-1
TEL048-599-1880
熊谷妻沼店 埼玉県熊谷市妻沼311-3
TEL048-567-0800
栗橋北店 埼玉県東久喜市栗橋北2-2-28 TEL0480-55-1500
埼玉県久喜市伊坂字古堤1843 TEL0480-55-3166
栗橋店
埼玉県東松山市あずま町2-4-1 TEL0493-31-0800
高坂店
鴻巣栄町店 埼玉県鴻巣市栄町7-18
TEL048-540-6780
鴻巣免許センター前店
埼玉県鴻巣市鴻巣724-1
TEL048-540-3200
向陽町店 埼玉県所沢市向陽町2137-1 TEL04-2929-2600
小手指町店 埼玉県所沢市小手指町1-33-19 TEL04-2929-0600
小手指南店 埼玉県所沢市小手指南3-27-40 TEL04-2938-3600
坂戸石井店 埼玉県坂戸市塚越1338-3
TEL049-288-4100
埼玉県さいたま市西区指扇416-1 TEL048-620-7010
指扇店
幸手団地店 埼玉県幸手市上高野1930-2 TEL0480-40-4880
幸手店
埼玉県幸手市東2-19-22
TEL0480-43-8658
狭山市店 埼玉県狭山市祇園5-22
TEL04-2950-1200
芝下店
埼玉県川口市芝下2-4-26
TEL048-263-1070
下高野店 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野字浅間前313-73
TEL0480-33-3147
沼南店
埼玉県上尾市原市北1-1-1
TEL048-720-1550
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲570-1 TEL0480-87-0700
菖蒲店

2016年2月19日現在

白岡中央店 埼玉県白岡市小久喜980-1 TEL0480-90-5511
白岡店
埼玉県白岡市千駄野661-1 TEL0480-93-3480
白岡西店 埼玉県白岡市西6-12-5
TEL0480-93-7245
白鍬店
埼玉県さいたま市桜区白鍬752 TEL048-851-3700
新河岸店 埼玉県川越市砂新田93
TEL049-249-8100
新善町店 埼玉県草加市新善町495-1 TEL048-946-0100
新三郷店 埼玉県三郷市南蓮沼217-1 TEL048-950-2140
杉戸店
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地4-7-18 TEL0480-35-0223
清門町店 埼玉県草加市清門3-35-4
TEL048-946-3900
千間台店 埼玉県越谷市千間台東3-28-7 TEL048-979-4004
草加原町店 埼玉県草加市原町2-3-67
TEL048-946-2220
高野台店 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-11-1 TEL0480-31-0390
武里店
埼玉県春日部市大場1277-1 TEL048-733-1200
秩父店
埼玉県秩父市宮側町10-7
TEL0494-27-3200
つきのわ店 埼玉県比企郡滑川町月の輪5-27-1 TEL0493-61-0300
鶴ヶ島店 埼玉県川越市鯨井新田40-2 TEL049-239-0015
鶴ケ舞店 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞2-2-17 TEL049-276-1100
戸田公園店 埼玉県戸田市本町4-13-5
TEL048-447-6580
埼玉県春日部市道口蛭田180-1 TEL048-755-1269
豊春店
中浦和店 埼玉県さいたま市桜区西堀7-16-11 TEL048-710-8200
中曽根店 埼玉県吉川市美南4-6-1
TEL048-984-4280
双柳店
埼玉県飯能市双柳1231-1
TEL042-975-2500
奈良町店 埼玉県さいたま市北区奈良町38-1 TEL048-662-5700
新里町店 埼玉県草加市新里町729-1 TEL048-920-3980
野火止店 埼玉県新座市野火止8-17-28 TEL048-480-0850
蓮田店
埼玉県蓮田市馬込1-399
TEL048-765-2325
鳩ヶ谷店 埼玉県川口市坂下町3-13-6 TEL048-288-0180
埼玉県比企郡鳩山町今宿526-1 TEL049-298-2200
鳩山店
花崎店
埼玉県加須市花崎北3-12-4 TEL0480-67-0355
花田店
埼玉県越谷市花田1-3-9
TEL048-960-5550
羽生店
埼玉県羽生市南4-8-41
TEL048-560-2211
羽沢店
埼玉県富士見市羽沢2-12-11 TEL049-275-8100
ピアシテイ宮代店
埼玉県南埼玉郡宮代町道佛595 TEL0480-37-1230
東岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪1-2-3 TEL048-795-2877
東浦和店 埼玉県さいたま市緑区東浦和6-14-8 TEL048-810-5370
東大沼店 埼玉県深谷市東大沼190-1 TEL048-551-6280
東越谷店 埼玉県越谷市東越谷10-48-1 TEL048-966-5644
東本郷店 埼玉県川口市東本郷1090-1 TEL048-287-7720
埼玉県南埼玉郡宮代町川端3-9-20 TEL0480-31-0963
姫宮店
平塚店
埼玉県上尾市平塚848-2
TEL048-778-0180
吹上店
埼玉県鴻巣市鎌塚5-2-6
TEL048-547-3900
藤金店
埼玉県鶴ヶ島市藤金897-5 TEL049-279-7200
藤久保店 埼玉県入間郡三芳町藤久保201-1 TEL049-274-5000
藤の牛島店 埼玉県春日部市藤塚1338
TEL048-734-0079
武州長瀬店 埼玉県入間郡毛呂山町若山1-6-13 TEL049-276-2300
ベスタ東鷲宮店 埼玉県久喜市桜田2-6-1
TEL0480-57-0080
堀の内町店 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-180 TEL048-650-5500
本庄銀座店 埼玉県本庄市銀座1-8-19
TEL0495-25-5900
埼玉県さいたま市南区曲本4-14-2 TEL048-710-7800
曲本店
松葉町店 埼玉県東松山市松葉町3-15-17 TEL0493-27-1200
松伏店
埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野5-1-3 TEL048-993-2530
松本町店 埼玉県東松山市松本町1-9-28 TEL0493-21-0300
三郷戸ヶ崎店 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-593 TEL048-948-0811
三郷早稲田店 埼玉県三郷市早稲田8-11-8 TEL048-950-0104
南栗橋店 埼玉県久喜市栗橋8-2-9
TEL0480-55-1200
南桜井店 埼玉県春日部市米島字原1000-1 TEL048-745-2565
南羽生店 埼玉県羽生市南羽生3-20-8 TEL048-560-1016
南古谷店 埼玉県川越市並木854-6
TEL049-230-1720
埼玉県南埼玉郡宮代町本田1-4-23 TEL0480-35-2877
宮代店
埼玉県さいたま市北区宮原町1-345 TEL048-669-1150
宮原店
宮本町店 埼玉県所沢市宮本町2-23-30 TEL04-2903-2100
武蔵嵐山店 埼玉県比企郡嵐山町菅谷496-1 TEL0493-61-1500
武蔵高萩店 埼玉県日高市高萩2286-1
TEL042-984-1400
武蔵藤沢店 埼玉県入間市下藤沢753-1 TEL04-2901-1200
八潮中央店 埼玉県八潮市八潮7-18-20 TEL048-998-5150
八潮店
埼玉県八潮市緑町4-6-2
TEL048-995-1177
弥十郎店 埼玉県越谷市弥十郎678-1 TEL048-970-8260

市町別インデックス

東越谷店 埼玉県越谷市東越谷10-48-1 TEL048-967-7010
南栗橋店 埼玉県久喜市南栗橋8-2-9
TEL0480-55-2100
藤久保店 埼玉県入間郡三芳町藤久保201-1 TEL049-274-1100
宮本町店 埼玉県所沢市宮本町2-23-30 TEL04-2903-3100
吉川店
埼玉県吉川市栄町896
TEL048-984-1900

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる

吉川店
埼玉県吉川市栄町896
TEL048-982-5963
吉野町店 埼玉県さいたま市北区吉野町2-21-28 TEL048-662-5180
吉見店
埼玉県比企郡吉見町久保田1758-1 TEL0493-53-0200
与野鈴谷店 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6-6-16 TEL048-851-6200
与野西堀店 埼玉県さいたま市桜区西堀9-9-2 TEL048-851-3300
若葉店
埼玉県鶴ヶ島市富士見2-3-1 TEL049-279-3800
鷲宮店
埼玉県久喜市鷲宮4-6-10
TEL0480-59-1659
鷲宮西店 埼玉県久喜市葛梅2-20-2
TEL0480-57-0686

とりせん
❖特典内容/第3･最終木曜日に税抜1,000円以上購入で5％引
（一部除外品あり）、他割引との併用不可
加須浜町店 埼玉県加須市浜町1-17
TEL0480-61-4669
上里店 埼玉県児玉郡上里町七本木2033-1 TEL0495-34-1955
北本店 埼玉県北本市北中丸1-75-1
TEL048-590-5808

梅月堂

学

❖特典内容/カード提示のお客様に「やまいもサブレ」1枚とお
茶をサービス致します
埼玉県熊谷市妻沼1493-12
TEL048-588-0267

その他の県
ドラッグストア セキ
❖特典内容/税込1,080円購入毎に2ポイント進呈
岩名店
千葉県野田市岩名2-43-5
TEL04-7127-6100
柏たなか店 千葉県柏市小青田40番地東64街区9 TEL04-7137-2900
川間店
千葉県野田市七光台449-1 TEL04-7127-7770
桜の里店 千葉県野田市桜の里1-2-4
TEL04-7120-3200
東深井店 千葉県流山市東深井871-178 TEL04-7178-2011
南流山店 千葉県流山市南流山7-7-3
TEL04-7178-6200
本木店
東京都足立区本木2-7-24
TEL03-5845-5822

森田屋書店
❖特典内容/授乳場所提供、購入の方にその日から使える当店
商品券プレゼント
★ゴールドサービス/ポイント2倍進呈
千葉県我孫子市布佐2752
TEL04-7189-2905

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

食べる
市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

融

宇都宮市

住まい

❖特典内容/500円以上購入の方に粗品プレゼント
宇都宮市雀宮町56-1 宇都宮市立南図書館内 TEL028-653-7500

Ｐ
ｌ
ａｓ＊ｉ

理容・美容室

石焼らーめん火山

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/1家族何名でも小学3年生までのお子様にお子様
ラーメン半額
インターパーク店 宇都宮市インターパーク1-2-6 TEL028-688-3577
滝谷町店
宇都宮市花園町6-1
TEL028-633-3169
戸祭店
宇都宮市上戸祭町536-6 TEL028-621-0718

イタリアン＆カフェ フィレンツエ

真 健康・美容

❖特典内容/お子様全員にアイスクリームサービス、誕生月に
食事の方に月に何回でもケーキ又はミニサラダ・スープ・ド
リンクバーのいずれか1品サービス
★ゴールドサービス/食事の家族全員にアイスクリーム又はド
リンクバーを1品サービス
宇都宮市江曽島本町22-7 アピタ2F
TEL028-658-5988

魚べい

クリーニング

その他

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
宇都宮インターパーク店
宇都宮市インターパーク3-4-7 TEL028-655-1271
上戸祭店 宇都宮市上戸祭1-495-2
TEL028-650-6706
下川俣店 宇都宮市下川俣字前原206-202 TEL028-613-1666
西川田店 宇都宮市西川田町962-4
TEL028-658-6161
平松本町店 宇都宮市平松本町1216番1 TEL028-638-1911

39

※アイウエオ順

宇都宮餃子会
「来らっせ」
長崎屋宇都宮店
❖特典内容/学割：小学〜大学生は平日ライス・ドリンク250円
に割引
宇都宮市馬場通り2-3-12 ラパーク長崎屋地下1F TEL028-614-5388
宇都宮みんみん・幸楽・さつき・めんめん・龍門

宇都宮餃子館
❖特典内容/1名様ソフトドリンク無料
宇都宮市徳次郎町高谷原21-1 TEL028-666-1317
インター店
餃子村本店
宇都宮市駅前通3-4-4
TEL028-666-6067
東武駅前店
宇都宮市江野町7-2
TEL028-639-2288
西口駅前1号店 宇都宮市駅前通3-3-3
TEL028-610-5552
西口駅前2号店 宇都宮市駅前通3-1-7
TEL028-639-8688
西口駅前中央店 宇都宮市駅前通3-1-5
TEL028-637-1000
パセオ店
宇都宮市川向町1-23 パセオ宇都宮2F
TEL028-600-3570
東口駅前ひろば店 宇都宮市宮みらい1-6
TEL028-638-5400

うどん亭 くず葉
❖特典内容/中学生以下にドリンク1杯サービス
★ゴールドサービス/「お子様うどん」のみ1名無料
宇都宮市下岡本町4558-1
TEL028-673-1115

旨いとんかつ かつ丼や 岡本店
❖特典内容/ソフトドリンク1杯サービス
★ゴールドサービス/保護者の方もソフトドリンク1杯サービス
宇都宮市下岡本町907-1
TEL028-671-1193

お好み焼き もんじゃ さくら
❖特典内容/お子様に1杯ソフトドリンクサービス
宇都宮市清原台5-11-16
TEL028-667-7933

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

TEL0120-125-507

家

甲羅本店

赤みそ家

バイパス店

元気寿司

東武店

小籠包Ｇarden大地
❖特典内容/飲食代20％引
宇都宮市陽東8-9-41

備長扇屋
❖特典内容/お会計時10％引
宇都宮宮の内店 宇都宮市宮の内4-189-7 TEL028-688-3122
宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町字川原1924-1 TEL028-610-7301

へんこつうどん
TEL028-612-1515

ステーキ宮

その他

40

クリーニング

手打ちそば処 みっちゃん
❖特典内容/前日までの予約で手打ちうどん並200円
宇都宮市泉が丘1-2-4
TEL028-662-2112

マクドナルド
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
4号線宇都宮泉が丘店 宇都宮市泉が丘5-8-2
TEL028-689-3656
4号線雀宮店 宇都宮市宮の内4-228-1 TEL028-688-5020
石井たいらや店 宇都宮市石井町2800-57 TEL028-613-6330
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 TEL028-657-6313
宇都宮上戸祭店 宇都宮市上戸祭町335-1 TEL028-650-6293
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 TEL028-667-8661

真 健康・美容

❖特典内容/お会計から5％引、他サービス･割引券との併用不可
宇都宮店 宇都宮市上戸祭町519-15
TEL028-627-0888
越戸店
宇都宮市越戸町90-1
TEL028-662-6181
田下店
宇都宮市田下町145-1
TEL028-652-3815
宇都宮市鶴田町字前畑228-10 TEL028-647-5711
鶴田店
西川田店 宇都宮市西川田町430-1
TEL028-645-8832
ベルモール店 宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール1F TEL028-613-0889
簗瀬店
宇都宮市東簗瀬1-36-5
TEL028-639-1085

❖特典内容/小学生以下のお子様に、はずれくじなしのくじ引
あり
アピタ江曽島店 宇都宮市江曽島本町22-7 TEL028-684-2315
宇都宮竹林店 宇都宮市竹林861-2
TEL028-622-9452

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
宇都宮市江野町6-7
TEL028-634-3621

美酒・創菜ダイニング寧々家
❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
宇都宮駅東店 宇都宮市宿郷3-4-18
TEL028-637-3815
宇都宮駅前店 宇都宮市駅前通り3-1-8 藤江ビル TEL028-639-0044
宇都宮市西川田本町3-25-31 TEL028-659-5371
西川田店

理容・美容室

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
宇都宮市簗瀬町字折橋1856-1
TEL028-633-8116

博多らーめん長風 ララスクエア宇都宮店
❖特典内容/トッピング1品（玉子又はチャーシュー）サービス
宇都宮市駅前通り1-4-6 ララスクエア宇都宮B1 TEL028-666-7080

住まい

元祖

生そば たぬき
❖特典内容/そば・うどん注文でかきあげ天ぷら1ヶサービス
★ゴールドサービス/そば・うどん注文でかきあげ天ぷら2ヶ
サービス
宇都宮市駒生町1288 ロイヤルコーポ108 TEL028-622-7111

融

❖特典内容/店指定の、ドリンク1杯又はお菓子2種類又は単品
メニュー1品のいずれか1つをサービス
宇都宮東簗瀬店 宇都宮市東簗瀬1-38-2 TEL028-610-8070
宇都宮峰店
宇都宮市峰1-24-5
TEL028-610-7225

石井店

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
宇都宮市陽東8-22-15
TEL028-662-5719

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/特定ドリンク1杯無料、お菓子2種類サービス、特
定単品メニュー1品サービスのどれか1つを選択
宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク2-14
TEL028-657-8551

とんこつ家

学

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋

とりでん
❖特典内容/4,200円以上飲食に限り会計時に500円引、フェ
ア期間中及び他の割引特典との併用不可
宇都宮雀宮店 宇都宮市雀の宮1-1-22 TEL028-688-3494
宇都宮平松店 宇都宮市平松本町1112-1 TEL028-614-3326

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

株式会社 フライングガーデン
❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
宇都宮インターパーク店
宇都宮市インターパーク1-2-3 TEL028-688-3335
下戸祭店 宇都宮市下戸祭2-14-2
TEL028-625-6839
下平出店 宇都宮市下平出町160-2
TEL028-613-5655
豊郷台店 宇都宮市長岡町46-1
TEL028-650-4533
東梁瀬店 宇都宮市東簗瀬1-28
TEL028-638-7222
若松原店 宇都宮市若松原1-2-27
TEL028-688-1601

とらっとりあ 天野
❖特典内容/ディナーのみ指定ワンドリンクサービス
宇都宮市西2-6-4 もみじ通りハイツ1F TEL028-639-3131

買 う

かに料理

❖特典内容/飲食のお客様に限りポイント2倍、20名以上のご
予約でビンビール10本又はソフトドリンクピッチャー5本
プレゼント
★ゴールドサービス/飲食のお客様に限りお子様全員にアイス
クリームプレゼント
宇都宮市宿郷5-1-1
TEL028-636-5755

ドイツビアレストラン ホフブロイハウス
❖特典内容/1グループに当日より利用可能な生ビール券1枚
進呈
★ゴールドサービス/夫婦で来店に限り当日より利用可能な生
ビール券2枚進呈
宇都宮市馬場通り2-2-6
TEL028-633-8117

市町別インデックス

ガスト

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
宇都宮市内全店

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮西川田店 宇都宮市西川田町1023-2 TEL028-659-2251
宇都宮西口店 宇都宮市駅前通り3-2
TEL028-651-4332
宇都宮ベルモール店 宇都宮市陽東6-2-1
TEL028-689-7361
岡本とりせん店 宇都宮市下岡本町2123-1 TEL028-671-7062
鹿沼インター通り店 宇都宮市鶴田町字免ノ内1512-24 TEL028-649-1322
上三川インターチェンジ店
宇都宮市東谷町12-1
TEL028-688-1067
白沢街道宇都宮店 宇都宮市下川俣町206-325 TEL028-661-7302
福田屋ショッピングプラザ店
宇都宮市今泉町237
TEL028-623-4467
平成通り宇都宮店 宇都宮市簗瀬1-13-11 TEL028-634-4711

ラーメン本舗

ミスタードーナツ

TEL028-684-2171

学

TEL028-622-1212

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

TEL028-689-7322

麺 みの作 インターパーク店

麺屋 みそいち 若草店
❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
宇都宮市若草3-20-2
TEL028-627-7331

融

宇都宮長岡店

住まい

❖特典内容/1グループ5名様まで単品ドリンクバー50円（セッ
トドリンクバー除く）
宇都宮市長岡町26-1
TEL028-600-6112

ら行 風神社中 ベルモール店

理容・美容室

山田うどん 柳田街道店

❖特典内容/食事の方に手作りプチデザートをサービス
★ゴールドサービス/家族で来店のお子様にアイスクリーム又
はシャーベットをサービス
宇都宮市江曽島町1028-10
TEL028-659-3590

レストラン アーク
❖特典内容/専用ポイントカード発行、500円で1ポイント、ポ
イント数に応じてサービス提供
宇都宮市中戸祭1-1-49 2F
TEL028-627-9200

ロッテリア
❖特典内容/ふるポテ200円、
3個まで
アピタ宇都宮FS店 宇都宮市江曽島本町22-7 TEL028-684-2166
宇都宮駅ビルパセオ店 宇都宮市川向町1-23 JR東日本宇都宮駅構内
TEL028-627-8552
宇都宮市滝谷町19-10 TEL028-633-4467
宇都宮滝谷町店
宇都宮戸祭店
宇都宮市上戸祭2-1-18 TEL028-627-3197

和処ダイニング暖や 上戸祭店
❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
宇都宮市上戸祭町519-2
TEL028-643-3911

❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
宇都宮市柳田町412-2

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/食事の方にアイスクリームと炊き込みご飯をサー
ビス
足利市通2-2659
TEL0284-41-2322

魚べい 朝倉町店

吉野家

真 健康・美容

❖特典内容/味噌汁サービス
そば処宇都宮宮の内店 宇都宮市宮の内3-177-1
4号線簗瀬店
宇都宮市簗瀬町185-5
宇都宮市中今泉5-37-4
宇都宮今泉店
宇都宮競輪場通り店 宇都宮市上大曽町361
宇都宮鶴田町店 宇都宮市鶴田町1421-2
宇都宮南店
宇都宮市西川田町963-6
宇都宮パセオ店 宇都宮市川向町1-23

足利市
相田みつをゆかりの店 めん割烹 なか川

彩

❖特典内容/1人1,380円以上の飲食につき5％引、他の割引特
典、クーポン、
宴会での併用不可
宇都宮市雀の宮6-1-5
TEL028-653-0011

TEL028-688-3677
TEL028-651-2857
TEL028-613-5560
TEL028-650-4336
TEL028-649-1140
TEL028-684-1360
TEL028-600-3009

クリーニング

ら〜めん厨房 つきまる

その他

❖特典内容/平日夜のみ裏面に記入された方がめん類注文で煮
玉子か紅辛小鉢をサービス
★ゴールドサービス/平日夜のみ家族に1つ季節のデザートを
サービス
宇都宮市幕田町597-1
TEL028-659-6540
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戸祭店

レストラン 「ラプレ ミディ」
TEL028-657-0288

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
宇都宮市インターパーク2-2-1
TEL028-657-0456

遊食饗宴

紅一点

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
宇都宮市上戸祭3-3-8
TEL028-625-6561

❖特典内容/お会計から5％引、他サービス・割引券との併用不可
宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール1F
TEL028-613-0890

❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
FKD宇都宮インターパークショップ
宇都宮市インターパーク6-1-1
アピタ宇都宮ショップ
宇都宮市江曽島本町22-7 アピタ1F
宇都宮福田屋ショップ
宇都宮市今泉町237 FKDショッピングプラザ1F
ベルモール宇都宮ショップ
宇都宮市陽東6-2-1

やきにくランド宝島

らーめん春樹 ララスクエア宇都宮店
❖特典内容/トッピング1品（玉子又はチャーシュー）サービス
宇都宮市駅前通り1-4-6 ララスクエア宇都宮B1 TEL028-622-7799

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
足利市朝倉町253-2
TEL0284-70-0180

ガスト

TEL0120-125-507

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
足利市内全店

株式会社 フライングガーデン 足利店
❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
足利市堀米町2633-8
TEL0284-71-7122

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

ステーキ・ハンバーグどんさん亭 足利店

炭火ホルモン焼

元

❖特典内容/中学生以下に1人2本までソフトドリンク半額
★ゴールドサービス/お子様にアイスクリームサービス
足利市利保町1-12-8
TEL0284-42-6624

うおう
❖特典内容/お子様ドリンク1杯無料サービス
★ゴールドサービス/食事のお子様分ソフトクリーム無料サー
ビス
栃木市倭町3-17
TEL0282-22-0543

魚べい 栃木箱森店
❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
栃木市箱森町12-15
TEL0282-20-8285

ガスト

TEL0120-125-507

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
栃木市内全店

ミスタードーナツ

そば処 さとや
❖特典内容/ソフトドリンク100円
栃木市出流町179

TEL0282-31-0919
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その他

TEL0284-70-6337

栃木店

クリーニング

吉野家 アクロスプラザ足利店

ステーキ宮

❖特典内容/お会計から5％引、他サービス･割引券との併用不可
栃木市箱森町47-7
TEL0282-22-6500

真 健康・美容

山田うどん
❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
ビバモール足利店 足利市堀込町250-1
福居店
足利市上渋垂町892-1

元祖手打そば いづるや
❖特典内容/お食事をされた方に限り小学6年生まではお菓
子・おもちゃをプレゼント、18歳未満の方にはコーヒーを
100円で割引販売
栃木市出流町141
TEL0282-31-0638

自動車 情報・通信 写

株式会社 フライングガーデン 栃木店

理容・美容室

カフェレストラン すいごう
❖特典内容/合計金額の5％引、ボウリングパック、バイキング
プランでは不可
栃木市片柳町2-2-2
TEL0282-24-4858

❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
栃木市野中町36-1
TEL0282-22-6123

❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
アシコタウンあしかがショップ 足利市大月町3-2
TEL0284-40-2551
アピタ足利ショップ 足利市朝倉町245 アピタ足利店レストラン館1F
TEL0284-73-1830

❖特典内容/味噌汁か玉子をサービス
足利市田中町95-1

岩本屋
❖特典内容/3,000円以上食事の方は100円引
栃木市出流町248
TEL0282-31-1536

住まい

マミーマート足利店内 ベーグ足利マミー店
❖特典内容/スタンプ1つサービス
足利市堀込町字宮前250-1 ビバモール足利内 TEL0284-64-9730

出流ふれあいの森 やまぶき
❖特典内容/ローラーすべり台マット無料
栃木市出流町417
TEL0282-31-0810

融

マクドナルド
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
50号足利店
足利市上渋垂町349-1 TEL0284-70-3023
足利八幡町ヤオコー店
足利市八幡町600-1
TEL0284-70-0377
アシコタウンあしかが店
足利市大月町3-2
TEL0284-43-4007
アピタ足利店 足利市朝倉町245
TEL0284-71-2138

福寿屋

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ステーキ宮
❖特典内容/お会計から5％引、他サービス･割引券との併用不可
足利南店
足利市堀込町2590-1
TEL0284-72-8829
足利芳町店 足利市芳町43-1
TEL0284-44-0567

出流手打そば

❖特典内容/1人1杯ソフトドリンク100円
栃木市出流町282
TEL0282-31-0570

学

❖特典内容/お子様にバニラアイスクリーム無料サービス
足利市山川町657
TEL0284-41-6194

栃木店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

スーパービバホーム足利堀込店内 ベーグ足利ビバ店
❖特典内容/スタンプ1つサービス
足利市堀込町字宮前250-1 ビバモール足利内 TEL0284-72-0603

石焼らーめん火山

❖特典内容/1家族何名でも小学3年生までのお子様にお子様
ラーメン半額
栃木市箱森町52-4
TEL0282-20-0776

買 う

光楽菜館
（中華料理）
❖特典内容/お子様連れで食事の方に飲食代5％引
足利市伊勢町3-1-4
TEL0284-41-5465

市町別インデックス

栃木市

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 足利葉鹿店
❖特典内容/ミニナン1枚又はガチャガチャ1回又はカレーコ
ロッケ1本をサービス
★ゴールドサービス/特典の2つをサービス
足利市葉鹿町1-8-19
TEL0284-65-0070

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

手打ちそば いしやま

株式会社 フライングガーデン 佐野店

買 う

❖特典内容/月替りお得なサービス券発行
栃木市出流町155
TEL0282-31-0284

栃木グランドホテル株式会社

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 佐野国道50号店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/レストランでお食事のご家族に、中学生以下のお
子様ジュースサービス
栃木市万町6-11
TEL0282-22-1236

美酒・創菜ダイニング寧々家 栃木店

福松

学

❖特典内容/食事の方に自家栽培野菜かジュース類1本をサー
ビス
栃木市出流町280
TEL0282-31-1538

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ふくみ食堂
❖特典内容/1家族につき1,000円以上飲食で会計時に100円引
栃木市尻内町819
TEL0282-31-1511

マクドナルド

融

❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
50号岩舟店
栃木市岩舟町静2361-2 TEL0282-54-1092
環状線栃木店 栃木市平柳町2-24-15 TEL0282-27-9195
栃木バイパス店 栃木市薗部町2-6-34
TEL0282-25-0769

住まい

ミスタードーナツ とりせん栃木ショップ

理容・美容室

自動車 情報・通信 写

栃木大町店

❖特典内容/味噌汁サービス
栃木市大町18-12

TEL0282-20-1352

ロッテリア 栃木イオン店

真 健康・美容

❖特典内容/ふるポテ200円、
3個まで
栃木市箱森町37-9

TEL0282-20-3210

佐野市

クリーニング

居食ダイニング暖

佐野店

❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
佐野市富岡町367-1
TEL0283-23-9181

その他

TEL0120-125-507

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
佐野市内全店
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古代生活体験村 あきやま学寮 ウッドランド森沢 レストランあきやま
❖特典内容/宿泊施設の宿泊費の10％引、レストランのソフト
ドリンク1名に1杯サービス
佐野市秋山町771
TEL0283-87-0203

四季の味

勘助

❖特典内容/お子様にドリンクかアイスクリームサービス、お
子様の祝事・宴会10名様以上記念品贈呈、バス送迎
佐野市石塚町2126-1
TEL0283-25-3434

ステーキ宮

佐野店

❖特典内容/お会計から5％引、他サービス･割引券との併用不可
佐野市浅沼町字浅沼762
TEL0283-21-3819

道産麺
❖特典内容/お飲物、デザート類180円引
★ゴールドサービス/麺類大盛り料金無料
佐野市免鳥町465-3
TEL0283-23-5936

農家直営いもフライ＆やきそば
「ぽっぽや」

❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
国府町店
栃木市国府町1200-173
栃木藤岡店 栃木市藤岡町藤岡1953-3

ガスト

游心

❖特典内容/お子様と妊婦の方に特製デザート又はソフトドリ
ンクをプレゼント、コース料理を大人10名以上利用の方に
お子様料理1名分サービス
佐野市富岡町1565-4
TEL0283-21-4828

TEL0282-23-3088

山田うどん

吉野家

❖特典内容/特定ドリンク1杯無料、グミ1個サービス、特定単
品メニュー1品サービスのどれか1つを選択
佐野市若宮下町5-4
TEL0283-24-3883

季節料理

❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
栃木市箱森町48-11
TEL0282-22-6003

❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
栃木市箱森町字西田425-1

❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
佐野市堀米町20-1
TEL0283-24-7001

❖特典内容/いもフライ15本購入につき1本サービス
佐野市富岡町1305
TEL0283-21-3677

備長扇屋

佐野大町店

❖特典内容/お会計時10％引
佐野市大町3028

TEL0283-27-1810

ホテル マリアージュ仙水
❖特典内容/レストランで食事利用時ソフトドリンク1杯サー
ビス、シングルルーム1名1泊5,800円
（税、サ込）
佐野市奈良渕町316
TEL0283-24-4828

マクドナルド
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
50号佐野店 佐野市下羽田町字車田605-1 TEL0283-20-1085
イオンモール佐野新都市店
佐野市高萩町1324-1
TEL0283-27-3236
佐野浅沼店 佐野市浅沼町716-1
TEL0283-21-6090

ミスタードーナツ イオン佐野新都市ショップ
❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
佐野市高萩町1324-1

TEL0283-20-5888

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

へんこつうどん 鹿沼茂呂店

マクドナルド

❖特典内容/味噌汁サービス
50号線佐野店 佐野市若宮下町字若宮下6-15-16 TEL0283-20-1573
❖特典内容/味噌汁か玉子をサービス
佐野大橋店 佐野市大橋町2065-5

❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
鹿沼晃望台店 鹿沼市貝島町573-1
TEL0289-65-7160
鹿沼福田屋店 鹿沼市東末広町1073
TEL0289-60-3067

TEL0283-20-1131

吉野家

ラーメン 絹屋
❖特典内容/ギョーザ
（5ヶ入）
100円引
佐野市大橋町3245-14

121号線鹿沼店

❖特典内容/味噌汁サービス
鹿沼市茂呂1059-6

TEL0289-60-7223

TEL0283-21-6644

学

日光市

若葉

ｃｈａ−ｃｈａ−ｈｏｕｓｅＣＡＭＯＮ
❖特典内容/小学生以下のお子様に手作りクッキープレゼント
日光市今市1659-210
TEL0288-22-9060

味の店 二幸
❖特典内容/お1人に付き100円引
日光市御幸町577-1

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
鹿沼府所町店 鹿沼市府所町55-1
TEL0289-63-0411
茂呂店
鹿沼市西茂呂3-55-6
TEL0289-60-7017

❖特典内容/ワンドリンクサービス
鬼怒川温泉大原1395

魚べい

TEL0120-125-507

家

株式会社 フライングガーデン 鹿沼店

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 鹿沼栄町店
❖特典内容/特定ドリンク1杯無料、お菓子2種類サービス、特
定単品メニュー1品サービスのどれか1つを選択
鹿沼市栄町3-3-5
TEL0289-60-0131

❖特典内容/食事の方にジュース又はコーヒーサービス
鹿沼市上野町299-28
TEL0289-64-2831

炭火焼肉 おおつか 鹿沼店

家

株式会社 あさの
❖特典内容/食事をされたお子様にソフトドリンク1杯サービス
日光市平ヶ崎188-1
TEL0288-22-1311

株式会社 フライングガーデン 今市店
❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
日光市瀬尾28-1
TEL0288-30-7355

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 今市センショープラザ店
❖特典内容/特定ドリンク1杯無料又は特定単品メニュー1品
無料
日光市芹沼1450-1 今市センショープラザ内 TEL0288-30-5100

元気寿司

芹沼店

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
日光市芹沼字石神殿1467-1
TEL0288-22-5002

44

その他

美酒・創菜ダイニング寧々家 鹿沼店
❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
鹿沼市西茂呂3-2-13
TEL0289-60-5671

TEL0120-125-507

クリーニング

❖特典内容/食事のお子様にデザートもしくはおもちゃ・おか
しプレゼント、ランチメニューは除く
★ゴールドサービス/食事の方に持ち帰り用お肉プレゼント
鹿沼市西茂呂3-52-12
TEL0289-60-7530

ガスト

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
日光市内全店

真 健康・美容

九州ラーメン 来来

魚べい 今市芹沼店
❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
日光市芹沼字鳥屋場1440-1
TEL0288-30-5131

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
鹿沼市栄町2-7-17
TEL0289-65-5099

TEL0288-77-3950

理容・美容室

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
鹿沼市内全店

居酒屋 ごえん

住まい

ガスト

TEL0288-53-0253

融

鹿沼市

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/家族で食事の方にソフトドリンク人数分サービス
（宴会・法事等は除く）
★ゴールドサービス/家族で食事のお子様にプラスアイスク
リーム人数分サービス（宴会・法事等は除く）
佐野市葛生西1-1-11
TEL0283-85-2156

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

吉野家

買 う

❖特典内容/小学生以下のお子様に、はずれくじなしのくじ引
あり
鹿沼市栄町2-24-1
TEL0289-63-5330

市町別インデックス

山田うどん
❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
佐野50号バイパス店 佐野市植下町3463
佐野堀米店
佐野市堀米町2612-1

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

小山市

食堂すゞき

買 う

❖特典内容/キッズメニューにデザートとドリンク付き、食事
のお子様にドリンク1杯無料サービス
日光市御幸町581-2
TEL0288-54-0662

鈴家

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/18歳未満のお子様にオレンジジュース又はコカ
コーラ1本サービス
日光市山内2315-1
TEL0288-53-6117

石焼らーめん火山

小山店

❖特典内容/1家族何名でも小学3年生までのお子様にお子様
ラーメン半額
小山市東城南1-1-32 イオンモール小山 TEL0285-31-0082

とんかつ 一彦
❖特典内容/ランチを700円でサービス
日光市今市761

Ｎａｐｏｌｉʼｓ ＰＩＺＺＡ＆ＣＡＦＦＥ おやまゆうえんハーヴェストウォーク店
❖特典内容/1組3名様までお子様に限りＳサイズドリンク1杯
サービス、他の割引券との併用不可
小山市喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク
TEL0285-39-7552

TEL0288-21-2031

魚べい 西城南店

生そば たぬき 今市店

学

❖特典内容/かきあげ1枚サービス
★ゴールドサービス/かきあげ2枚サービス
日光市豊田79-1 イオン今市店2F
TEL0288-30-2336

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
小山市西城南2-3-11
TEL0285-31-5115

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

お食事処

はんがき庵
❖特典内容/18歳未満のお子様にオレンジジュース又はコカ
コーラ1本サービス
日光市萩垣面2402-7
TEL0288-54-1421

ハンバーグ＆ステーキ 寿楽
❖特典内容/ディナーのみお子様ワンドリンク・デザートサー
ビス
日光市今市本町3-13
TEL0288-21-3555

将慶亭

❖特典内容/中学生以下ソフトドリンク1杯サービス
★ゴールドサービス/さらにシューマイサービス
小山市下河原田1071-2
TEL0285-38-1545

小樽食堂

小山城北店

❖特典内容/ご飲食代10％引、北海道お菓子プレゼント
★ゴールドサービス/お子様ドリンク1杯サービス
小山市城北6-4-3
TEL0285-23-9897

ガスト

融

ふぐ 幸楽

住まい

❖特典内容/食事のお子様にソフトドリンクサービス
日光市今市708
TEL0288-21-0525

マクドナルド

TEL0120-125-507

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
小山市内全店

株式会社 フライングガーデン

理容・美容室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
イオン今市店
日光市豊田79-1
TEL0288-30-1351
今市バイパス店 日光市今市1068-1
TEL0288-30-3020

❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
小山50号店 小山市萩島115-4
TEL0285-33-1155
小山犬塚店 小山市犬塚1-5-21
TEL0285-25-5151

ミスタードーナツ イオンモール今市店

❖特典内容/3,000円以上購入で粗品プレゼント
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-42-8266

❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
日光市豊田字若林79-1 イオンモール今市1F TEL0288-30-2303

有限会社 やぶ定

真 健康・美容

❖特典内容/お食事代金の5％引
★ゴールドサービス/子ども1人で100円引
日光市今市639-10
TEL0288-21-0375

クリーニング

洋食屋

TEL0288-54-2145

❖特典内容/スタンプ1つサービス
小山市喜沢1457

TEL0285-29-7131

その他

ステーキまつだ ＦＵＫＵＦＵＫＵ亭

レストハウス アウローラ

45

❖特典内容/お買上げ金額より10％引
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山1F TEL0285-42-8284

スーパービバホーム小山店内 ベーグ小山店

金長

❖特典内容/食事の方にソフトドリンクサービス
日光市今市364
TEL0288-21-0825

❖特典内容/飲食5％引
日光市中宮祠2478

さだばあちゃんの台所
❖特典内容/購入に限らず、ご来店の方にからあげ2個プレゼ
ント
★ゴールドサービス/からあげ10％引
小山市天神町2-2-38
TEL0285-24-2250

サンマルクカフェ イオンモール小山店

ゆば蕎麦 日光もみぢ庵
❖特典内容/食事10％引
日光市安川町5-8

サーティワンアイスクリーム イオンモール小山店

TEL0288-55-0776

❖特典内容/お食事ご注文のお子様にはずれなしの福引
小山市羽川290-32
TEL0285-25-2929

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

リンガーハット イオンモール小山店

ロッテリア ＶＡＬ小山店

小山店

創作好麺

TEL0285-24-1906

和ダイニング 四六時中 イオンモール小山店
❖特典内容/お食事ご注文でドリンクセット100円
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山1F TEL0285-42-8282

十人十色

❖特典内容/1グループドリンクバー無料
小山市横倉596-76
TEL0285-28-1015

築地銀だこ イオンモール小山店

彩華

真岡市

美酒・創菜ダイニング寧々家 小山駅南店
❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（1枚
のご提示で、最大5名様まで）
小山市駅南町2-28-1
TEL0285-27-3309

備長扇屋

石焼らーめん火山

小山神鳥谷店
TEL0285-20-0608

ガスト

TEL0120-125-507

家

株式会社 フライングガーデン 真岡店

ミスタードーナツ イオンモール小山ショップ

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 真岡並木町店

❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山1F
TEL0285-20-3501

❖特典内容/特定ドリンク1杯無料、お菓子2種類サービス、特
定単品メニュー1品サービスのどれか1つを選択
真岡市並木町1-14-2
TEL0285-81-0117

小山店

山田うどん

4号線小山本郷店

❖特典内容/味噌汁か玉子をサービス
小山市本郷町1-2-2

TEL0285-30-4448

46

その他

吉野家

元気寿司
❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
荒町店 真岡市荒町4-23-1
TEL0285-84-5717
真岡店 真岡市上高間木3-24-5
TEL0285-82-9811

クリーニング

❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
小山新4号バイパス店 小山市田間855-1
小山店
小山市駅南町6-27-1

けやき会館
❖特典内容/食事の方にホットコーヒー又は紅茶をサービス
★ゴールドサービス/アイスクリーム又はクリームソーダを
サービス
真岡市荒町1203
TEL0285-82-7777

真 健康・美容

やきにくランド宝島

❖特典内容/1グループ5名様まで単品ドリンクバー50円（セッ
トドリンクバー除く）
小山市駅東通り2-31-13
TEL0285-30-1966

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
真岡市八木岡745-1
TEL0285-81-1288

理容・美容室

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
真岡市内全店

住まい

マクドナルド
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
4号線小山店 小山市神鳥谷308-2
TEL0285-30-3371
50号小山店
小山市西城南3-1-1
TEL0285-28-3561
小山稲葉郷店 小山市城北3-20-3
TEL0285-30-4080
おやまゆうえんハーヴェストウォーク店
小山市喜沢1475
TEL0285-25-8578

真岡店

❖特典内容/1家族何名でも小学3年生までのお子様にお子様
ラーメン半額
真岡市下高間木2-11-4
TEL0285-80-3122

融

❖特典内容/お会計時10％引
小山市神鳥谷1-1-41

ｐａｎ ｄｅ Ｓｍｉ
ｌ
ｅ
❖特典内容/コーヒー無料サービス、お子様にオリジナル風船
プレゼント
真岡市下高間木2-8-1
TEL0285-83-6200

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

はなまるうどん
❖特典内容/300円以上お買上げで30円引
（1会計30円まで）
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-42-8286

学

❖特典内容/セットドリンク100円
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-20-5660

和風ダイニング

❖特典内容/食事の家族に食後のフルーツサービス
★ゴールドサービス/食事の家族に食後のフルーツ＆アイス
クリームサービス（ただしディナータイムに限る17:00〜
21:30）
小山市天神町2-8-40 小山パレスホテル別館 TEL0285-22-2633

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
小山市犬塚1-2-1
TEL0285-30-5260

❖特典内容/ふるポテ200円、3個まで
小山市城山町3-3-22 小山駅ビル内

買 う

千両

❖特典内容/お食事をされたお客様にお子様ドリンク1杯無料
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-20-6210

市町別インデックス

ステーキ宮
❖特典内容/お会計から5％引、他サービス･割引券との併用不可
小山駅南店 小山市駅南2-17-4
TEL0285-39-7676
小山城東店 小山市城東3-23-21
TEL0285-25-0255

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

大田原市

だいこく茶屋

買 う

❖特典内容/8,000円以上購入又は飲食の家族にはお子様にプ
レゼント有、お正月期間は除く
真岡市東郷937
TEL0285-84-2200

ちゃあしゅう屋

真岡店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/1グループ飲食代から5％引、他のサービス券との
併用は不可
真岡市下籠谷2467-8
TEL0285-80-1727

鉄板焼ステーキ 麗
（うらら）
❖特典内容/食事の家族全員にドリンクサービス、ポイント
サービスあり
真岡市台町16-3
TEL0285-83-4129

とりでん 真岡店

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/4,200円以上飲食に限り会計時に500円引、フェ
ア期間中及び他の割引特典との併用不可
真岡市熊倉2-9-7
TEL0285-80-8894

どんぶりや
❖特典内容/お食事されたお子様・妊婦にドリンク1杯サービス
真岡市長田1676-3
TEL0285-84-8188

備長扇屋

栃木真岡店

❖特典内容/お会計時10％引
真岡市大谷新町16-2

TEL0285-80-1236

融

マクドナルド

魚べい 大田原美原店
❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
大田原市美原1-5-44
TEL0287-22-7881

元気寿司

大田原店

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
大田原市美原1-13-2
TEL0287-23-8851

ステーキ宮

大田原店

❖特典内容/お会計から5％引、他サービス･割引券との併用不可
大田原市美原1-4-30
TEL0287-22-8002

マクドナルド 400大田原店
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
大田原市浅香1-5-26
TEL0287-23-1590

ミスタードーナツ 大田原ショップ

住まい

若鶏専門の店

理容・美容室

自動車 情報・通信 写

やきにくランド宝島

真岡店

❖特典内容/1グループ5名様まで単品ドリンクバー50円（セッ
トドリンクバー除く）
真岡市大谷新町18-12
TEL0285-80-1263

ラーメン屋壱番亭

二宮店

真 健康・美容

❖特典内容/食事で15歳未満の方にドリンク1杯無料サービス
真岡市久下田5-7
TEL0285-74-3161

和処ダイニング暖や 真岡店

クリーニング

❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
真岡市並木町3-4-10
TEL0285-83-5921

秀

❖特典内容/お子様に缶ジュース1本サービス
大田原市黒羽向町1222
TEL0287-54-1777

矢板市

二宮店

❖特典内容/食事の方全員に餃子100円サービス又は小学生以
下のお子様にジュースかアイスのどちらか無料
真岡市久下田西3-40-41
TEL0285-74-1952

ガスト

TEL0120-125-507

その他

ゴールドサービスは、3人以上のお子様がいる
多子家庭への特別サービスです。
協賛店舗のご厚意により提供されています。

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
矢板市内全店

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 矢板国道4号店
❖特典内容/特定ドリンク1杯無料、お菓子2種類サービス、特
定単品メニュー1品サービスのどれか1つを選択
矢板市中2013-3
TEL0287-40-3001

元気寿司

矢板南店

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
矢板市木幡1562-1
TEL0287-43-0211

そば処

天盛

❖特典内容/飲食代金10％引
矢板市扇町1-17-46

47

大田原店

❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
大田原市美原1-3134-1

❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
294真岡店 真岡市田町1335-1
TEL0285-85-0606
408真岡店 真岡市長田603-11
TEL0285-80-1183

麺'Sクラブ

石焼らーめん火山

❖特典内容/1家族何名でも小学3年生までのお子様にお子様
ラーメン半額
大田原市美原1-5-44
TEL0287-20-1330

TEL0287-43-2639

登竜
（ラーメン・定食・餃子） 矢板店
❖特典内容/お子様にお菓子を1つプレゼント（お子様が食事
しなくても可）
★ゴールドサービス/食事合計金額より10％引
矢板市東町1203-10
TEL0287-43-9751

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

炭火ダイニング暖

中華

❖特典内容/味噌汁サービス
矢板市中字直沢930-1

TEL0287-40-1441

通りの茶屋

那須塩原市
ｋａｅｒｕｃａ
ｆ
ｅ

TEL0287-37-8864

扇寿司
❖特典内容/合計金額より5％引
那須塩原市太夫塚1-195-8

TEL0120-125-507

家

赤みそ家

太夫塚店

元気寿司

那須塩原店

すしおんど 西那須野南郷屋店
❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
那須塩原市南郷屋1-106-80
TEL0287-39-7115

黒磯店

麺 みの作

本店

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
那須塩原市西富山76-2
TEL0287-37-6654

有限会社

乃木魚樂

❖特典内容/七五三・誕生祝など大人料理5,000円お子様料理
3,000円ご利用の方お飲み物5％サービス、
室料奉仕料サービス
那須塩原市石林765-1
TEL0287-36-4122

吉野家

4号線西那須野店

❖特典内容/味噌汁サービス
那須塩原市東三島3-61-2

TEL0287-39-6858

和処ダイニング暖や 黒磯店
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その他

❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
那須塩原市末広町53-78
TEL0287-63-1134

クリーニング

ステーキ宮

❖特典内容/お会計から5％引、他サービス･割引券との併用不可
那須塩原市末広町53-59
TEL0287-64-2143

ミスタードーナツ イオン那須塩原ショップ
❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
那須塩原市島方455 イオンスーパーセンター内 TEL0287-67-1721

真 健康・美容

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
那須塩原市阿波町99-1
TEL0287-63-7680

東那須店

自動車 情報・通信 写

元祖

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
那須塩原市太夫塚6-232-7
TEL0287-37-5002

マルキ屋

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
那須塩原市東小屋453-4
TEL0287-65-5558

理容・美容室

株式会社 フライングガーデン 西那須野店
❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
那須塩原市下永田1348-1
TEL0287-39-6003

マクドナルド
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
黒磯MEGAドン・キホーテ店
那須塩原市材木町3-5
TEL0287-60-1276
西那須野店 那須塩原市南郷屋2-106-27 TEL0287-37-5811

住まい

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
那須塩原市内全店

フードコロシアム 那須ガーデンアウトレット店
❖特典内容/ソフトクリーム50円引
那須塩原市塩野崎184-7 那須ガーデンアウトレットC007
TEL0287-67-2130

融

ガスト

TEL0287-36-2600

黒磯店

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

西那須野店

とんこつ家

❖特典内容/1家族につき餃子1人前のみ100円
那須塩原市末広町52-16
TEL0287-62-2593

学

アメリカンバーベキュー テンガロンハット
❖特典内容/バーベキュー注文でソフトドリンク人数分サービス
★ゴールドサービス/バーベキュー注文の方は10％引
那須塩原市接骨木字藤荷田445-65
TEL0287-37-0344

宇都宮餃子館

藤屋

❖特典内容/商品購入の方に手づくりクッキープレゼント
★ゴールドサービス/旬の粗品をプレゼント
那須塩原市塩原689
TEL0287-32-2314

❖特典内容/お子様ドリンク1杯無料サービス
那須塩原市西朝日町2-31
TEL0287-47-6269

❖特典内容/1名様ソフトドリンク無料
那須塩原市新南163-35

百華園

❖特典内容/食事の方にマンゴーアイス無料サービス
★ゴールドサービス/高校生までのお子様の飲み物100円引
那須塩原市埼玉8-23
TEL0287-63-0172

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

4号線矢板店

買 う

吉野家

西那須野店

❖特典内容/お子様1名様にアイスクリーム1品サービス（最大
5名様まで）
那須塩原市東三島3-63-1
TEL0287-37-3939

市町別インデックス

マクドナルド 矢板市役所通り店
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
矢板市富田137
TEL0287-44-2460

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

さくら市

買 う

ガスト

マクドナルド

TEL0120-125-507

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
さくら市内全店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
4号線石橋店
下野市文教2-1-14 TEL0285-51-1134
4号線小金井店
下野市小金井4-23-6 TEL0285-40-0023
自治医大かましん店 下野市祇園1-1-5
TEL0285-40-1395

株式会社 フライングガーデン 氏家店
❖特典内容/小学生以下お子様ドリンクバー無料
さくら市櫻野905-1
TEL028-681-5959

元気寿司

氏家店

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
さくら市櫻野434-1
TEL028-681-1660

学

茶房

風花

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/小学生までのお子様にソフトドリンクをサービス
さくら市喜連川4369-1
TEL028-686-2330

ガスト

TEL0120-125-507

ちゃあしゅう屋

融
住まい

マクドナルド 4号線氏家店

理容・美容室

❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
さくら市卯の里4-51-1
TEL028-682-8464

自動車 情報・通信 写

ミスタードーナツ イオンさくらショップ

❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
河内郡上三川町上三川4387-1

TEL028-682-9904

焼肉熟成カルビ むらかみ

❖特典内容/玉子サービス
ジョイフル本田宇都宮店 河内郡上三川町磯岡字中原421-1
TEL0285-55-0770
❖特典内容/味噌汁サービス
新4号線上三川店
河内郡上三川町しらさぎ1-6-8
TEL0285-55-2941

益子町
そば割烹

木乃香

❖特典内容/お子様と来店の場合ポイント2倍進呈又は食事の
お子様にドリンクサービス
★ゴールドサービス/ポイントを3倍進呈
芳賀郡益子町益子3626-1
TEL0285-72-1230

市貝町

❖特典内容/アイスクリーム又はソフトドリンク1杯サービス
さくら市櫻野419-1
TEL028-681-2384

魚京

真 健康・美容

那須烏山市

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1675
TEL0285-68-0008

烏山店

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
那須烏山市旭1-1711-1
TEL0287-82-0012

クリーニング

下野市

その他

ガスト

TEL0120-125-507

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
下野市内全店
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上三川店

❖特典内容/1グループ飲食代から5％引、他のサービス券との
併用は不可
河内郡上三川町しらさぎ1-6-8
TEL0285-55-2955

吉野家

登竜
（ラーメン・定食・餃子） 本店
❖特典内容/お子様にお菓子を1つプレゼント（お子様が食事
しなくても可）
★ゴールドサービス/食事合計金額より10％引
さくら市氏家1890-2
TEL028-682-9915

元気寿司

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
上三川町内全店

山田うどん 上三川店

ちゃあしゅう屋 さくら店
❖特典内容/1グループ飲食代から5％引、他のサービス券との
併用は不可
さくら市櫻野390
TEL028-681-6065

❖特典内容/ドーナツ10個まで10％引
さくら市櫻野1551

上三川町

御食事処

司

❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1675-1
TEL0285-68-0054

吾作
❖特典内容/どりーむカードと併せて提示の方にプラス1ポイ
ント進呈
芳賀郡市貝町市塙1862
TEL0285-68-1351

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

珈琲館 キャンパス

玉屋

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井1024-6
TEL028-677-1403

喫茶

道

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井794
TEL028-677-0225

一心亭

利休庵

壬生町

秀ずし

家

都庵

❖特典内容/食事をした18歳未満のお子様にアイスクリーム
サービス
下都賀郡壬生町通町2-3
TEL0282-82-0252

みぶグリーンホテル
「割烹松風」
❖特典内容/小学生までのお子さんおやつ又はドリンクプレゼ
ント
下都賀郡壬生町駅東町2-1
TEL0282-82-7676

みぶのおばちゃんち

50

その他

❖特典内容/お子様人数分までゆうゆ焼き1個100円
★ゴールドサービス/サービス品を提供
下都賀郡壬生町国谷1870-2 みぶハイウェーパークみらい館
TEL0282-82-8371

クリーニング

壬生店

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
下都賀郡壬生町おもちゃのまち1-1-21 TEL0282-86-3630

まる始
❖特典内容/小学生未満に粗品プレゼント
下都賀郡壬生町大師町37-15
TEL0282-82-3570

真 健康・美容

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 栃木おもちゃのまち店
❖特典内容/店指定の、ドリンク1杯又はお菓子2種類又は単品
メニュー1品のいずれか1つをサービス
下都賀郡壬生町若草町624-1
TEL0282-86-5865

マクドナルド おもちゃのまちフレスポ店
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
下都賀郡壬生町おもちゃのまち3-2-25 TEL0282-86-6711

自動車 情報・通信 写

TEL0120-125-507

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
壬生町内全店

理容・美容室

❖特典内容/お子様来店の場合お菓子プレゼント
下都賀郡壬生町本丸2-20-18
TEL0282-82-0271

まいど
❖特典内容/お子様おにやつプレゼント
下都賀郡壬生町壬生甲2206-1 西高野バイパス
TEL0282-82-0328

住まい

植竹パン店

❖特典内容/食事の小学6年生までのお子様にドリンク1杯
サービス
下都賀郡壬生町通町10-19
TEL0282-82-0382

融

あづま家
❖特典内容/来店のお子様におやつ等のプレゼント
下都賀郡壬生町壬生乙2975
TEL0282-82-3577

ガスト

橋本屋
❖特典内容/食事の方にドリンク1本無料サービス
下都賀郡壬生町壬生丁280-3
TEL0282-82-0472

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

美よし食堂
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井786
TEL028-677-0344

❖特典内容/食事のお子様人数分の自家製アイスクリームを
サービス
下都賀郡壬生町幸町3-24-5
TEL0282-86-1635

学

❖特典内容/食事のお子様にドリンク1杯サービス
下都賀郡壬生町大師町21-2
TEL0282-82-2620

ともしび

久城園
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井1047
TEL028-677-2350

元気寿司

寿司割烹

❖特典内容/お子様にドリンク1本又は地元産の干瓢巻き等1
本プラスサービス
下都賀郡壬生町中央町5-20
TEL0282-82-0078

手打ちそば

喫茶・パブ くれよん
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井759-1
TEL028-677-4581

株式会社

ことぶきや
❖特典内容/中学生以下の方に菓子か飲物サービス
下都賀郡壬生町通町13-2
TEL0282-82-0126

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

生蕎麦

買 う

紙屋寿司
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井765
TEL028-677-0040

❖特典内容/利用のお子様連れの方に限りお子様にアイスク
リームその他サービス
下都賀郡壬生町安塚788
TEL0282-86-0943

市町別インデックス

芳賀町

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

有限会社 とちぎや

那須

買 う

❖特典内容/食事のお子様にジュース1本サービス
下都賀郡壬生町藤井1211
TEL0282-82-2070

野木町

森のビール園

❖特典内容/ランチバイキング、ディナーバイキング10％引
那須郡那須町高久甲4453-49 サッポロビール那須工場内
TEL0287-60-1031

レストラン蒸氣汽関車

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/トーマスグッズ1個プレゼント
那須郡那須町高久乙24-2
TEL0287-62-3078

マクドナルド 野木出光ＳＳ店
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
下都賀郡野木町友沼4934
TEL0280-54-1155

福島県
魚べい

塩谷町
思源

学

❖特典内容/お子様のドリンク1杯無料サービス
塩谷郡塩谷町船生3148-3
TEL0287-53-7280

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
郡山横塚店 福島県郡山市横塚2-236-2 TEL024-941-1555
島店
福島県郡山市島2-417
TEL024-927-9771
白河店
福島県白河市老久保28
TEL0248-31-2140

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

元気寿司

高根沢町
ガスト

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
高根沢町内全店

元気寿司

高根沢店

融

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
塩谷郡高根沢町光陽台1-9-7
TEL028-675-1121

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
会津坂下店 福島県河沼郡会津坂下町字舘ノ下56-3 TEL0242-83-0121
郡山大槻店 福島県郡山市御前南1-25
TEL24-962-1750
須賀川店 福島県須賀川市西川字前田74-1 TEL0248-72-0588
福島県会津若松市館馬町7-24 TEL0242-28-9216
館馬店
福島県東白川郡棚倉町流字屋中田55-2 TEL0247-33-0018
棚倉店
二本松店 福島県二本松市成田町1-764-2 TEL0243-22-6160
野田店
福島県福島市野田町2-131-6 TEL024-534-0355
本宮店
福島県本宮市本宮舘町101-1 TEL0243-63-2626
湯本南店 福島県いわき市常盤西郷町金山19 TEL0246-44-3838

住まい

茨城県

藤寿し

理容・美容室

❖特典内容/お子様連れで食事の方にお子様にドリンクサービス
★ゴールドサービス/お子様連れで食事の方に厚焼玉子1本
サービス
塩谷郡高根沢町宝積寺2361-24
TEL028-675-0203

自動車 情報・通信 写

魚べい

マクドナルド 宝積寺バイパス店
❖特典内容/カード1枚につき1セットチーズバーガーハッ
ピーセット特別価格（朝マック時間帯はチキンマックナゲッ
トハッピーセット）
塩谷郡高根沢町光陽台1-12-3
TEL028-675-9211

和食レストラン 麻希

真 健康・美容

❖特典内容/お子様連れでお食事の方にお子様にアイスクリー
ムサービス
塩谷郡高根沢町光陽台4-5-2
TEL028-675-5181

那須町

クリーニング

❖特典内容/お子様のみ焼きたてワッフルメニュー全品100円引
那須郡那須町高久甲5440-33
TEL050-3573-1407

その他

TEL0120-125-507

家

❖特典内容/第3日曜日に食事注文の方に限り5名までドリン
クバー無料、他の割引券・優待券との併用は不可
那須町内全店
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❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
つくば研究学園店 茨城県つくば市研究学園D1街区9 TEL029-858-1261
土浦店
茨城県土浦市大町12-17 TEL029-824-1151
ひたちなか店 茨城県ひたちなか市中根字深谷津3320-3 TEL029-271-3391
ひたち野うしく店 茨城県牛久市ひたち野東2-7-1 TEL029-871-7691
水戸赤塚店 茨城県水戸市赤塚1-2064-23 TEL029-257-7102

海鮮茶屋

濱膳

❖特典内容/5％引
茨城県日立市みなと町5779-24 日立おさかなセンター2F
TEL0294-54-1919

元気寿司

ｗａ
ｆ
ｆ
ｌ
ｅ ｃａ
ｆ
ｅ ｎａｓｕ．
ａｙａ−ｎａ

ガスト

イタリア料理 マルミッタ
❖特典内容/お子様1人につきキッズドリンク1杯無料
茨城県古河市緑町45-4
TEL0280-33-5808

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
青柳店
茨城県取手市青柳1-200-1 TEL0297-77-0361
茨城県稲敷郡阿見町阿見3052-1 TEL029-888-1681
阿見店
イオンタウン水戸南店
茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101 TEL029-291-1461
石岡店
茨城県石岡市八軒台4-6
TEL0299-24-0411
石下店
茨城県常総市新石下3925
TEL0297-42-1551
大穂店
茨城県つくば市筑穂1-13-9 TEL029-864-7191

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

山田うどん

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

52

理容・美容室

川魚・郷土旬菜 うおとし
❖特典内容/お子様ランチ50円引など日替わりサービス
群馬県邑楽郡板倉町板倉903
TEL0276-82-0054

山田うどん
❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
赤井店
埼玉県川口市赤井3-1
上尾小泉店
埼玉県上尾市泉台1-11
上尾水上公園店
埼玉県上尾市上尾下1039-3
朝霞店
埼玉県朝霞市北原1-12-2
あたご店
埼玉県新座市あたご2-341
岩槻インター店
埼玉県さいたま市岩槻区平林寺170-1
上野店
埼玉県さいたま市岩槻区上野952
江川店
埼玉県さいたま市岩槻区本宿213-1
大麻生店
埼玉県熊谷市大麻生1067
大利根店
埼玉県北埼玉郡大利根町新井新田264-1
大泊店
埼玉県越谷市大泊431-1
大沼店
埼玉県深谷市栄町14-16
大間木店
埼玉県さいたま市緑区大間木842-15
大宮中川店
埼玉県さいたま市見沼区中川275
大谷店
埼玉県東松山市大谷4907
越生店
埼玉県入間郡越生町上野127
落合店
埼玉県比企郡川島町中山1955-1
柿木店
埼玉県草加市柿木町745-1
掛川店
埼玉機縁熊谷市永井太田1663
鴨田店
埼玉県川越市鴨田550-1
川越中居店
埼玉県川越市大中居368
川越西町店
埼玉県川越市山田451-1
川島店
埼玉県比企郡川島町吉原165
川島バイパス店
埼玉県比企郡川島町上伊草406-1
騎西店
埼玉県北埼玉郡騎西町騎西787-1
木曽根店
埼玉県八潮市木曽根947-1

住まい

魚べい
❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
群馬県高崎市飯塚町44-1 TEL027-370-6831
飯塚店
高崎問屋町店 群馬県高崎市問屋町2-11-4 TEL027-363-3411
群馬県館林市緑町2-19-21 TEL0276-75-2411
館林店
パワーモールおおた店
群馬県太田市飯塚町702-3 TEL0276-49-0151
パワーモール前橋みなみ店
群馬県前橋市新堀町49 TEL027-265-5021
群馬県北群馬郡吉岡町大久保836-1 TEL0279-54-1211
吉岡店
群馬県伊勢崎市連取町3347-8 TEL0270-50-7300
連取店

かかしのラーメン
❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
所沢店 埼玉県所沢市中富南2-26-1
八潮店 埼玉県八潮市大曽根525-1

融

あら！モード焼き きたづめ
❖特典内容/3本以上購入の方に1本サービス
群馬県太田市新田市野井町592-13 ジョイフルホンダ二コモール内1Fエレベーター隣
TEL090-4065-2429

埼玉県

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

群馬県

レストラン清流
❖特典内容/店内で600円以上の食事の方にソフトドリンク1
杯サービス
群馬県みどり市東町神戸886-1
TEL0277-97-3681

学

❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
石下バイパス店
茨城県常総市新石下1649-1
茨城町店
茨城県東茨城郡茨城町小幡13-9
岩瀬店
茨城県桜川市上野原地新田146-1
牛久店
茨城県牛久市柏田町2999
笠間50号バイパス店 茨城県笠間市上市原1635-1
上横場店
茨城県つくば市上横場2289-1
きぬの里店
茨城県常総市内守谷町1-12-3
古河中田店
茨城県古河市中田1247-1
作谷店
茨城県つくば市作谷787-1
下館294号バイパス店 茨城県筑西市岡芹2241-1
総和町店
茨城県古河市水海2254-1
千代田町店
茨城県かすみがうら市下稲吉1677-1
筑波店
茨城県つくば市下大島635-5
ひたちなかインター店 茨城県ひたちなか市馬渡552-1
ふれあい通店
茨城県守谷市大柏1109-1
水海道店
茨城県常総市豊岡町38-38
結城バイパス店
茨城県結城市結城7121-1
竜ヶ崎店
茨城県龍ヶ崎市長沖町562-1

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

水戸堀町店

買 う

千両

❖特典内容/店内利用18歳未満の人数分50円引、他の割引サー
ビス・お食事券との併用は不可
茨城県水戸市堀町965-6
TEL029-303-2566

山田うどん
❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
赤掘店
群馬県伊勢崎市赤堀今井町1-277-5
安中店
群馬県安中市郷原271-2
伊勢崎バイパス店 群馬県伊勢崎市連取町3099-1
江田町店
群馬県前橋市江田町577-1
邑楽町店
群馬県邑楽郡邑楽町中野3719-1
太田50号バイパス店 群馬県太田市原宿1003-1
大渡店
群馬県前橋市大渡町117-11
尾島店
群馬県太田市阿久津町22-1
小島田町店
群馬県前橋市笂井町53-1
篠塚店
群馬県邑楽郡邑楽町陣屋1807-1
新町店
群馬県藤岡市立石635
仙石店
群馬県邑楽郡大泉町仙石1-39-8
高崎インター店
群馬県高崎市島野996-1
館林店
群馬県館林市大谷町903-13
新田嘉袮店
群馬県太田市新田市町39-1
新田店
群馬県太田市新田市野井町745-1
前橋南インター店 群馬県前橋市宮地町37-1
明和町店
群馬県邑楽郡明和町矢島312

市町別インデックス

笠間店
茨城県笠間市赤坂22-2
TEL0296-72-7283
けやき台店 茨城県水戸市酒門町3280-8 TEL029-240-0271
境町店
茨城県猿島郡境町28-1
TEL0280-86-7351
桜川店
茨城県桜川市御領1-712
TEL0296-75-1221
潮来店
茨城県潮来市須賀2779-1
TEL0299-66-1961
下妻店
茨城県下妻市長塚14-1
TEL0296-45-0821
東海店
茨城県那珂郡東海村舟石川字大山台577-1 TEL029-306-0035
友部店
茨城県笠間市住吉1364-1
TEL0296-70-5316
那珂店
茨城県那珂市竹ノ内3-15-5 TEL029-353-0301
常陸太田店 茨城県常陸太田市塙町3490-1 TEL0294-72-8611
常陸大宮店 茨城県常陸大宮市泉473-1 TEL0295-53-5741

2016年2月19日現在
市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

北宿店
埼玉県さいたま市緑区三室2168-1
北園店
埼玉県川口市柳根町6-74
北中店
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2674
木野目店
埼玉県川越市木野目1553-1
行田バイパス店
埼玉県行田市小見1504-1
久喜北店
埼玉県久喜市北2-1060-2
久喜店
埼玉県久喜市樋ノ口331-1
熊谷140号バイパス店 埼玉県熊谷市三ヶ尻538
熊谷407号バイパス店 埼玉県熊谷市原島653
栗橋店
埼玉県北葛飾郡栗橋町高柳1684-1
児玉店
埼玉県児玉郡神川町元阿保1196-1
小手指バイパス店 埼玉県所沢市北野1574
小谷田バイパス店 埼玉県入間市上小谷田1-7-12
笹井店
埼玉県入間市野田1243
笹目店
埼玉県戸田市美女木4-18
指扇店
埼玉県さいたま市西区西遊馬2249
七左店
埼玉県越谷市大間野町3-144
七里店
埼玉県さいたま市見沼区風渡野203-5
下赤坂店
埼玉県川越市下赤坂1805-32
下新井店
埼玉県所沢市下新井1450-3
下宗岡店
埼玉県志木市下宗岡1-1963
庄和町店
埼玉県春日部市金崎639-1
白岡店
埼玉県南埼玉郡白岡町太田新井565-1
新栄町店
埼玉県草加市新栄町239
新郷店
埼玉県東松山市新郷191-3
新所沢店
埼玉県所沢市花園3-2365
神保原店
埼玉県児玉郡上里町神保原町890-1
杉戸店
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4004-5
大門店
埼玉県さいたま市緑区東大門2-2-1
高坂店
埼玉県東松山市毛塚420-3
高田店
埼玉県朝霞市田島2-36
高野台店
埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東1-15-8
田島店
埼玉県さいたま市桜区田島7-16-2
竹間沢店
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東16-1
智光山公園店
埼玉県狭山市柏原372
鶴ヶ島店
埼玉県鶴ヶ島市高倉1235-1
所沢インター店
埼玉県所沢市亀ヶ谷23-2
所沢林店
埼玉県所沢市林1-323-1
戸田新曽店
埼玉県戸田市新曽南2-5-5
中富店
埼玉県所沢市中富982
中宗岡店
埼玉県志木市中宗岡3-1349-4
滑川店
埼玉県比企郡滑川町福田3058-1
新座道場店
埼玉県新座市道場2-1-4
新座中野店
埼玉県新座市中野2319-1
新座畑中店
埼玉県新座市畑中1-15-14
箱田店
埼玉県熊谷市中央1-193
埼玉県蓮田市根金1228-5
蓮田店
花園インター店
埼玉県深谷市荒川175-1
羽生バイパス店
埼玉県羽生市砂山1382-1
原町店
埼玉県草加市原町2-9-33
東平店
埼玉県東松山市東平1766
東松山店
埼玉県東松山市松葉町4-5-34
日高インター店
埼玉県狭山市根岸507-1
ビバモール加須店 埼玉県加須市下高柳1-29
深谷17号バイパス店 埼玉県深谷市戸森469-1
深谷店
埼玉県深谷市上柴町東2-17-1
吹塚店
埼玉県比企郡川島町吹塚1-1
仏子店
埼玉県入間市仏子121-5
堀之内店
埼玉県所沢市堀ノ内1729-1
本店
埼玉県所沢市上安松1032
増林店
埼玉県越谷市花田2-22-5
皆野店
埼玉県秩父郡皆野町皆野785-2
南浦和店
埼玉県さいたま市南区南浦和2-24-14
三芳店
埼玉県入間郡三芳町上富2082-5
妻沼店
埼玉県熊谷市八木田499-7
谷塚店
埼玉県草加市谷塚上町546-1
弥平店
埼玉県川口市弥平4-3-3
山口店
埼玉県所沢市山口196-1
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★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
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豊町店
吉川店
和光北インター店

埼玉県春日部市豊町1-7
埼玉県吉川市栄町1509
埼玉県和光市下新倉318-1

その他の県
かかしのラーメン 平塚大神店
❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
神奈川県平塚市大神855-1

山田うどん
❖ 特典内容/割 引 券 を 来 店 の お 子 様 人 数 分 プ レ ゼ ン ト、全
チェーン店で中学生以下のみ1回1枚利用可能
貝塚インター店
千葉県千葉市若葉区貝塚町1306-4
鎌取インター店
千葉県千葉市中央区赤井町741-13
さつきが丘店
千葉県千葉市花見川区犢橋町1158-1
関宿店
千葉県野田市桐ヶ作890-1
千葉北インター店 千葉県四街道市鹿放ヶ丘456-1
夏見台店
千葉県船橋市夏見台5-1052-4
東中山店
千葉県船橋市西船6-8-37
船橋米ヶ崎店
千葉県船橋市米ヶ崎町597
松戸高塚店
千葉県松戸市紙敷1594-1
松戸東店
千葉県松戸市紙敷734-1
松戸八柱店
千葉県松戸市串崎南町1-18
三咲店
千葉県船橋市三咲4-19-1
みやこ町店
千葉県千葉市中央区都町1087-1
向小金店
千葉県流山市向小金3-114
芽吹店
千葉県野田市目吹1704-1
主水店
千葉県松戸市主水新田537-1
八千代島田台店
千葉県八千代市島田台740
青葉町店
東京都東村山市青葉町1-23-4
浅草店
東京都台東区浅草2-6-15 マルアイビル
小平仲町店
東京都小平市仲町183-1
市場通店
東京都東久留米市下里2-854-2
青梅新町店
東京都青梅市新町7-6-1
幸町店
東京都立川市幸町1-26
残堀店
東京都武蔵村山市残堀5-95-3
砂川店
東京都立川市砂川町3-1
第一五日市店
東京都あきる野市伊奈475
滝山街道店
東京都八王子市宮下町88-1
多摩大橋店
東京都八王子市小宮町873-1
奈良橋店
東京都東大和市奈良橋4-606-3
成瀬店
東京都町田市成瀬2291-1
西砂店
東京都立川市西砂町2-47-5
八王子長沼店
東京都八王子市長沼町422-1
東久留米南店
東京都東久留米市南町1-3-2
東大和店
東京都東大和市清水5-1090-2
引田店
東京都あきる野市引田365-1
福生店
東京都福生市北田園2-18-6
町田図師店
東京都町田市図師町616-4
村山学園店
東京都武蔵村山市学園4-47-1
元八王子店
東京都八王子市元八王子3-2200-1
綾瀬店
神奈川県綾瀬市大上1-5321-1
大井店
神奈川県足柄上郡大井町上大井399
上溝店
神奈川県相模原市上溝2380-5
亀井野店
神奈川県藤沢市亀井野2490-7
相模原中央店
神奈川県相模原市中央3-3-12
下荻野店
神奈川県厚木市下荻野1041-1
田名店
神奈川県相模原市田名4093
津久井店
神奈川県相模原市津久井町太井596-1
鶴ケ峰店
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-21
平塚大神店
神奈川県平塚市大神833-1
藤沢田方町店
神奈川県藤沢市遠藤2014-27
藤沢用田店
神奈川県藤沢市宮原3338-1
みどりケ丘店
神奈川県相模原市緑ヶ丘2-43-18

2016年2月19日現在
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市町別インデックス

見る・遊ぶ
ビッグエコー25

宇都宮ゴールドレーン
❖特典内容/大人1ゲーム50円引、大学生以下1ゲーム350円
宇都宮市簗瀬町175
TEL028-637-1517

宇都宮池上店

❖特典内容/室料10％引（ビッグエコー会員料金との併用可
能）、
飲み放題・ドリンクバー付コース、
パック、フリータイム
は利用代金の総額5％引
宇都宮市池上町3-11
TEL028-636-1333

ビッグエコー 宇都宮二荒店

宇都宮第二トーヨーボウル
❖特典内容/コンペ予約団体を除きジュニアに粗品プレゼント
宇都宮市滝の原2-4-40
TEL028-635-1711

カラオケマック 東武宇都宮店
❖特典内容/室内30％引、コース利用時室料10％引、他の割引
併用不可
宇都宮市江野町7-13 ヒカリ会館2F
TEL028-636-3730

セガワールド 宇都宮
❖特典内容/カード1枚につき1日1回限りクレーンゲーム1回
無料＋メダル20枚サービス
宇都宮市東宿郷5-1-7
TEL028-633-6082

TEL0284-71-1311

カラオケ本舗まねきねこ 足利朝倉店
❖特典内容/全会計から10％引
足利市朝倉町244-2

TEL0284-70-5113

栗田美術館
❖特典内容/入館料割引
足利市駒場町1542

TEL0284-91-1026

シダックス 足利朝倉クラブ
❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
足利市朝倉町1-243-5
TEL0284-73-7711

クリーニング

トッキースクエア
（栃木ＳＣ）
❖特典内容/試合先着20名（20枚）につき前売券を100円引、
（期間指定あり）
宇都宮市馬場通り4-2-19 1F
TEL028-612-2611

栃木市
TEL0282-22-0149
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その他

あだち好古館
❖特典内容/入館料50円引
栃木市万町4-2

真 健康・美容

テクモピア パルテロン宇都宮店
❖特典内容/当店指定対象ゲーム1回サービス
宇都宮市今泉町237 福田屋ショッピングプラザ宇都宮店2F
TEL028-623-4430

足利スターレーン
❖特典内容/5名様まで貸靴料無料
足利市田中町906-11

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/平日のみアーケードゲームまたは乗り物1日1回
無料サービス
宇都宮市御幸ヶ原町50-1 ヨークベニマル御幸ヶ原店内
TEL028-660-6310

足利市

理容・美容室

ジャンボリー御幸ヶ原

リンク 栃木ブレックス
❖特典内容/ホームゲームチケット当日券を前売券価格で提供
宇都宮市不動前2-2-33 スズキビルⅢ2F TEL028-637-8132

住まい

❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
宇都宮五代クラブ 宇都宮市五代1-3-6 TEL028-654-1212
宇都宮竹林クラブ 宇都宮市竹林町592-1 TEL028-621-7711
宇都宮睦町クラブ 宇都宮市睦町6-6
TEL028-635-7711

道の駅うつのみや ろまんちっく村
❖特典内容/5名様まで天然温泉湯処あぐり・温水プールアグ
リスパの入浴料20％引、アグリスパは3才未満のお子様は利
用不可･小学校3年生以下のお子様は保護者の同伴が必要
宇都宮市新里町丙254
TEL028-665-8800

融

シダックス

フジホースライディングクラブ
❖特典内容/小学生以下のお子様に限り体験乗馬45分4,200
円・20分2,100円、
ヘルメット等必要な道具は無料レンタル
宇都宮市田野町222
TEL028-652-5401

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

TEL028-659-4591
TEL028-651-5011
TEL028-673-7351
TEL028-632-3739
TEL028-635-0353

❖特典内容/室料10％引（ビッグエコー会員料金との併用可
能）、
飲み放題・ドリンクバー付コース、
パック、フリータイム
は利用代金の総額5％引
宇都宮市二荒町1-14
TEL028-638-8841

学

カラオケ本舗まねきねこ
❖特典内容/全会計から10％引
宇都宮江曽島店 宇都宮市江曽島1067-1
宇都宮大通り店 宇都宮市池上町1-3
宇都宮岡本店 宇都宮市下岡本町4301
宇都宮簗瀬2号店 宇都宮市簗瀬町1752-1
宇都宮簗瀬店 宇都宮市東簗瀬1-37-10

※アイウエオ順

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮市

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

2016年2月19日現在
市町別インデックス

一般財団法人

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

塚田歴史伝説館

買 う

❖特典内容/入館料割引
栃木市倭町2-16

鬼怒川仁王尊プラザ

TEL0282-24-0004

カラオケ本舗まねきねこ 栃木店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/全会計から10％引
栃木市樋ノ口町122-6

とりっくあーとぴあ日光

TEL0282-23-5534

❖特典内容/1グループにつき入館料お1人様300円引
日光市小佐越1-4
TEL0288-77-3565

TEL0282-24-8053

❖特典内容/毎月第3日曜日家庭の日のみ入館料2割引
日光市山内2301
TEL0288-54-0560

サンプラザボウル
❖特典内容/貸靴割引サービス
栃木市片柳町2-2-2

日光東照宮美術館

シダックス 栃木昭和町クラブ

家

日光東照宮宝物館

❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
栃木市昭和町6-5
TEL0282-25-4040

学

佐野市

家

❖特典内容/毎月第3日曜日家庭の日のみ10％引、境内セット
券を除く
日光市山内2301
TEL0288-54-2558

日光二荒山神社宝物館

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

カラオケ本舗まねきねこ 佐野大橋店
❖特典内容/全会計から10％引
佐野市大橋町3182-1

❖特典内容/釣堀・バーベキュー申込の方は100円引
日光市鬼怒川温泉大原371-1
TEL0288-76-2721

❖特典内容/割引 大人（高校生以上）500円→400円 小・中
学生250円→150円
日光市中宮祠2484
TEL0288-55-0017

TEL0283-27-0688

三依渓流つり場

シダックス 佐野富岡クラブ

鹿沼市

小山市

融

❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
佐野市富岡町1421
TEL0283-22-1800

❖特典内容/貸さお代サービス
★ゴールドサービス/つった魚の人数分焼代サービス
日光市中三依1293
TEL0288-79-0110

鹿沼ヤングボール

Ｋ
Ｉ
Ｉ
ＫＯ ＬＯＶＥＬＹ ＨＯＵＳＥ ＪＰ

住まい

❖特典内容/グループ全員学生・子供料金。
さらにボウリングの
通常料金のみ人数分100円引
鹿沼市千手町2501-1
TEL0289-60-6655

理容・美容室

カラオケ本舗まねきねこ 鹿沼千渡店
❖特典内容/全会計から10％引
鹿沼市千渡1605-60

TEL0289-60-0933

自動車 情報・通信 写

シダックス 鹿沼晃望台クラブ
❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
鹿沼市西茂呂1-4-1
TEL0289-65-7711

古峯神社

古峯園

家

❖特典内容/家庭の日にお子様同伴の家族入園無料
鹿沼市草久3027
TEL0289-74-2111

❖特典内容/パグ犬：時価の半額以下、メダカ：時価の半額以下、
学童保育：相談により無料
小山市大本372-4
TEL0285-37-0210

ＫＯＫＡＤＯ ＴＯＷＮ
❖特典内容/お1人様1日1回に限りＵＦＯキャッチャー100円
で＋1プレイサービス
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山店内2F
TEL0285-39-6460

アピナ 小山店
❖特典内容/ご来店いただいたお子様の人数分対象ゲーム機1
回無料、メダル1,000円分ご利用で＋100枚プレゼント
小山市駅南町4-27-18
TEL0285-37-7135

真 健康・美容

小山ゴールドレーン

日光市

❖特典内容/大人1ゲーム50円引サービス
小山市犬塚7-20-5
TEL0285-27-9788

ＥＤＯ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ 日光江戸村

クリーニング

❖特典内容/通行手形
（フリーパス）を1割引
日光市柄倉470-2
TEL0288-77-1777

ＮＡＯＣ
（ナオック）

その他

❖特典内容/参加費から10％引
日光市鬼怒川温泉滝871-2

足尾銅山観光

TEL0288-70-1181
家

❖特典内容/毎月第3日曜日のみ入場料100円引
日光市足尾町通洞9-2
TEL0288-93-3240
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カラオケ本舗まねきねこ
❖特典内容/全会計から10％引
小山城北店 小山市城北6-4-6
小山中央店 小山市中央町1-3-24
小山南店
小山市間々田4-1273

TEL0285-20-3883
TEL0285-24-7221
TEL0285-45-5884

シダックス 小山城南クラブ
❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
小山市西城南6-5-8
TEL0285-28-7722

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

プレビ プレイランドコーナー こころっこＪʼｓ
❖特典内容/のりもの1回無料サービス
小山市駅東通り2-3-15 イトーヨーカドー小山店内
TEL0285-22-2814

真岡市
カラオケ本舗まねきねこ 真岡店
❖特典内容/全会計から10％引
真岡市上高間木3-3-3

壬生町
ミュージックレンタルスペース Ｌ
ＩＶＥＬＥＤʼＺ
❖特典内容/使用料1時間500円引、
さらに学生・子ども会員登
録で500円引
下都賀郡壬生町本丸1-10-72
TEL090-3570-4182

那須町
Ｇｌ
ａｓｓＳｔｕｄ
ｉ
ｏ Ｂｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅｒ
❖特典内容/お子様同伴で小学生向け万華鏡制作体験200円
引、ステンドグラス写真立て制作体験200円引
（要予約）
那須郡那須町高久丙1223-3
TEL090-3800-5301

ＳＬランドミュージアム
❖特典内容/入館料100円引
那須郡那須町高久乙24-2

TEL0287-63-4005

TEL0285-80-1833

キングハム・3Ｄメルヘン水族館

大田原市

TEL0287-77-1640

那須サファリパーク

黒磯ボウル
❖特典内容/お子様のみ貸し靴半額サービス
那須塩原市若葉町66-75
TEL0287-63-0222

シダックス 西那須野クラブ

那須どうぶつ王国
❖特典内容/入園料200円引
那須郡那須町大島みどりが丘

TEL0287-77-1110

那須とりっくあーとぴあ

那須フィッシュランド

那須ハイランドパーク

カラオケ本舗まねきねこ 氏家店
TEL028-681-0355

❖特典内容/入園料：中学生以上1,000円、3才〜小学生500円
ファンタジーパスセット：同4,300円、同2,500円
那須郡那須町高久乙3375
TEL0287-78-1150

56

その他

さくら市

❖特典内容/入館料、全館
（共通チケット含み）1人200円引
那須郡那須町高久甲上ノ台5760
トリックアートの館
TEL0287-62-6399
トリックアート迷宮？館
TEL0287-62-3200
ミケランジェロ館
TEL0287-62-8388

クリーニング

❖特典内容/2時間以上のチケット100円引
★ゴールドサービス/2時間以上のチケット1割引
那須塩原市板室46
TEL0287-69-0009

❖特典内容/全会計から10％引
さくら市北草川2-13-3

TEL0287-78-0838

真 健康・美容

❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
那須塩原市南郷屋2-106-29
TEL0287-37-1411

❖特典内容/入場料10％引
那須郡那須町高久乙3523

自動車 情報・通信 写

那須塩原市

那須高原 アカルパ
❖特典内容/竿代が無料
那須郡那須町高久丙2993-1

理容・美容室

❖特典内容/テニスコート、
グラウンド・ゴルフ場の日帰り利用
を半額（ナイター及び屋内コート利用を除く）
大田原市湯津上2745
TEL0287-98-2811

❖特典内容/入館料大人･小中高生とも200円引
那須郡那須町高久甲5705
TEL0287-62-6662

住まい

那須クラシックカー博物館

那須スポーツパーク

融

王冠ボウル
❖特典内容/家族5名様貸靴代半額サービス
大田原市美原1-6-18
TEL0287-23-4160

❖特典内容/水族館：大人400円・小人300円、おみやげ館：キン
グ串フランク半額
★ゴールドサービス/水族館：大人300円・小人200円、おみや
げ館：キング串フランク半額
那須郡那須町高久甲4583-16
TEL0287-63-8787

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/わいわいパークご利用で100円引
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-30-3131

TEL0285-55-0370

学

モーリーファンタジー 小山店

カラオケ本舗まねきねこ 上三川店
❖特典内容/全会計から10％引
河内郡上三川町しらさぎ2-2-1

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/室料10％引（ビッグエコー会員料金との併用可
能）、飲み放題・ドリンクバー付コース、
パック、フリータイム
は利用代金の総額5％引
小山市中央町3-6-17
TEL0285-22-6000

上三川町

買 う

ビッグエコー 小山駅前店

市町別インデックス

セガワールド 小山
❖特典内容/マリオカートＤＸ2が1日1回限りお子様の人数分
無料
小山市東城南1-1-18
TEL0285-28-6281

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

那須りんどう湖ＬＡＫＥ ＶＩ
ＥＷ

買 う

❖特典内容/5名まで入園料20％引
那須郡那須町高久丙414-2

TEL0287-76-3111

筑波スカイボウル
❖特典内容/4名まで家族のレンタルシューズ代50円引
茨城県つくば市上大島4
TEL029-866-0411

那須ワールドモンキーパーク

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/5名まで入園料200円引
那須郡那須町高久甲6146

TEL0287-63-8855

那須わくわく広場
❖特典内容/釣り竿2本サービス、妊婦さんにはソフトドリン
ク1杯サービス
那須郡那須町高久乙2722-8
TEL0287-76-4832

マウントジーンズ那須

学

❖特典内容/グリーンシーズン
（春・夏・秋季）大人100円引、
ス
ノーシーズン（冬季）リフト券＋1,000円食事券を大人・子
供・シニア500円引
那須郡那須町大島
TEL0287-77-2300

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

福島県
カラオケ本舗まねきねこ

融

❖特典内容/全会計から10％引
石川店
福島県石川郡石川町鹿ノ坂336
TEL0247-26-4187
いわき駅前店 福島県いわき市平字白銀9-1 ベルフジビルB1F
TEL0246-22-1811
小名浜店
福島県いわき市小名浜花畑町37-1
TEL0246-92-4200
好間店
福島県いわき市好間町中好間字八反田16-1
TEL0246-36-7991

住まい

クレストヒルズゴルフ倶楽部

理容・美容室

❖特典内容/1人様の料金：平日6,787円から、土日祝日9,412
円から、ハワイアンズ内ホテル宿泊ゴルフパック：通常料金
の500円引
福島県いわき市渡辺町上佂戸字橋の上216 TEL0246-56-0111

自動車 情報・通信 写

スパリゾートハワイアンズ
❖特典内容/入場料金10％引、宿泊者特別引料金及び他の割引
との併用不可、予約時連絡でウィルポート・モノリスタワー
の宿泊料金10％引、指定ゴルフ倶楽部引ほか、同伴者10名
まで適用
福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
TEL0246-43-3191

茨城県

真 健康・美容

カラオケ本舗まねきねこ

クリーニング

その他

❖特典内容/全会計から10％引
石岡店
茨城県石岡市石岡2819-5 TEL0299-24-0990
岩井店
茨城県坂東市辺田1002-1 TEL0297-36-1617
岩瀬店
茨城県桜川市東桜川1-30 TEL0296-76-3666
古河大山店 茨城県古河市大山1727-2 TEL0280-48-5022
古河さくらヶ丘店 茨城県古河市茶屋新田480 TEL0280-47-0433
下館店
茨城県筑西市玉戸1087-12 TEL0296-28-4882
土浦湖北店 茨城県土浦市湖北1-1-2
TEL029-827-3606
土浦下高津店 茨城県土浦市下高津3-1-24 TEL029-824-2443
常陸大宮店 茨城県常陸大宮市石沢1844-1 TEL0295-52-8030
日立店
茨城県日立市田尻町3-26-4 TEL0294-42-6288
ひたちなか店 茨城県ひたちなか市外野2-32-17 TEL029-275-5560
水戸店
茨城県水戸市千波2319
TEL029-244-4770
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群馬県
荻窪公園 あいのやまの湯
❖特典内容/入館料大人50円引、3歳〜小学生までの小人100
円引
群馬県前橋市荻窪町530-1
TEL027-264-3030

カラオケ本舗まねきねこ
❖特典内容/全会計から10％引
あずま店
群馬県伊勢崎市八寸町5294-1
群馬県伊勢崎市今泉町2-842-2
伊勢崎店
群馬県邑楽郡大泉町古氷224
大泉店
太田店
群馬県太田市新島町272-1
群馬県みどり市大間々町大間々41-1
大間々店
群馬県太田市安養寺町27-3
尾島店
群馬県桐生市相生町2-270-1
桐生店
館林2号店 群馬県館林市東美園町17-3
館林店
群馬県館林市新栄町1843-1

TEL0270-63-1622
TEL0270-21-3914
TEL0276-62-9000
TEL0276-49-0108
TEL0277-30-7866
TEL0276-52-3450
TEL0277-54-2800
TEL0276-76-8867
TEL0276-75-9613

軽井沢おもちゃ王国
❖特典内容/入園券100円引（カード1枚につき5名様迄適用）
群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277
TEL0279-86-3515

シダックス 館林東美園町クラブ
❖特典内容/ルーム料金20％引、他のサービス券との併用は不可
群馬県館林市東美薗町18-4
TEL0276-72-8388

ロックハート城
❖特典内容/入場料10％引
群馬県吾妻郡高山村中山5583-1

TEL0279-63-2101

埼玉県
カラオケ本舗まねきねこ
❖特典内容/全会計から10％引
かごはら店 埼玉県熊谷市拾六間757-8
行田店
埼玉県行田市行田26-9
熊谷バイパス店 埼玉県熊谷市肥塚1360-1
本庄店
埼玉県本庄市本庄4-7-12

TEL048-531-0304
TEL048-554-8551
TEL048-525-0141
TEL0495-27-6870

プラサカプコン 羽生店
❖特典内容/平日限定アンパンマンのポップコーン工場半額
埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生ショッピングセンター内2F
TEL048-560-0700

緑の中のファミリーランド むさしの村
❖特典内容/カード1枚で3名まで入園料割引、大人1,200円
→1000円、
小人650円→500円
埼玉県加須市志多見1700-1
TEL0480-61-4126

その他の県
サンリオピューロランド
❖特典内容/休日料金200円引
東京都多摩市落合1-31

TEL042-339-1111

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

泊まる
湯西川温泉

TEL028-341-0186

ＴＯＫＡ ＨＯＴＥＬ
（東花ホテル）

ログコテージ リトルベアーズ 食事処 森の駅
❖特典内容/宿泊：全シーズン宿泊費の10％引、食事：コー
ヒー・紅茶・ジュースサービス又は手作りパン1コサービス
★ゴールドサービス/宿泊：バーベキュー場の鉄板・アミ・炭お
こしまでサービス
日光市細尾町156
TEL0288-54-3377

奥日光湯元温泉 おおるり山荘
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
日光市湯元2519
TEL0120-582-870

❖特典内容/モーニングコーヒーをサービス
真岡市田町2444
TEL0285-82-2203

融

旅荘 おおるり荘

鬼怒川温泉オートキャンプ場

丸京

❖特典内容/夕食時お子様にソフトドリンクのサービス
日光市鬼怒川温泉大原1388-3
TEL0288-76-0050

❖特典内容/夕食時お子様にソフトドリンクサービス
日光市上鉢石町1115
TEL0288-54-1105

塩原温泉 ホテル岩嶽
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
那須塩原市塩原778-1
TEL0120-582-871

塩原温泉 ホテルおおるり
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
那須塩原市塩原815-3
TEL0120-582-853

塩原温泉 ホテルニュー八汐
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
那須塩原市塩原2441
TEL0120-582-852

58

その他

日光杉並木ユースホステル
❖特典内容/宿泊料金:3歳未満無料、6歳未満1,000円
★ゴールドサービス/宿泊料金:小学生以下も1,000円
日光市木和田島2112-7
TEL0288-26-0951

塩原温泉 塩原温泉ホテル
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
那須塩原市塩原630-1
TEL0120-582-854

クリーニング

日光 星の宿

塩原

真 健康・美容

❖特典内容/テント1区画1泊10％引（要予約）、GW・お盆は除く
日光市鬼怒川温泉滝1053
TEL0288-77-2334

かんぽの宿

❖特典内容/夕食時、お子様にソフトドリンクサービス
那須塩原市塩原1256
TEL0287-32-2845

自動車 情報・通信 写

鬼怒川温泉 ホテルニューおおるり
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
日光市鬼怒川温泉滝37
TEL0120-883-489

奥塩原温泉 ホテル八汐
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
那須塩原市奥塩原8
TEL0120-582-856

理容・美容室

鬼怒川温泉 ホテル沢風
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
日光市藤原19-65
TEL0120-582-863

那須塩原市

住まい

❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
日光市藤原219
TEL0120-582-859

旅の宿

ビジネスホテル エンドレス
❖特典内容/人数分ソフトドリンクをサービス
真岡市田町3-3
TEL0285-83-6677

松屋旅館

東山閣

❖特典内容/1家族につき小学生まで1名1泊2食付無料
日光市川治温泉川治52
TEL0288-78-1101

鬼怒川温泉

真岡市

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

日光市

学

❖特典内容/小学生までの宿泊・食事半額とドリンクサービス、
食事のみの方はドリンクサービス
宇都宮市簗瀬町1762
TEL028-635-0707

お宿

平家本陣

❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
日光市湯西川1033
TEL0120-582-861

ＣＤキャドッグ ココア
❖特典内容/基本料金の5％引
宇都宮市緑2-2-3

※アイウエオ順

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮市

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

益子町

那珂川町

買 う

益子舘 里山リゾートホテル

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/予約時に利用の連絡があった方に限り、小学生以
下のお子様にちょっぴりプレゼントと、夕食時にソフトドリ
ンク1杯サービス
芳賀郡益子町益子243-3
TEL0285-72-7777

南平台温泉ホテル

壬生町
みぶグリーンホテル有限会社
❖特典内容/5才以下宿泊料金無料
下都賀郡壬生町駅東町2-1

栃木県障害者保養センター 那珂川苑
❖特典内容/宿泊の方に夕食代Ａコース・Ｂコース・子供セット
限定で朝食代を含む食事料を15％引、休憩の方にソフトド
リンクサービス
那須郡那珂川町小口1728
TEL0287-92-5511

❖特典内容/宿泊の方に食事時1人1杯生ビール又はソフトド
リンクサービス
那須郡那珂川町小口1342
TEL0287-92-3211

TEL0282-82-7676

那須町

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ＴＯＷＡピュアコテージ
❖特典内容/宿泊料金特別割引、宿泊の方特典滞在中那須ハイ
ランドパーク入園無料
那須郡那須町高久乙3375
TEL0287-78-1164

アート・ビオトープ那須
❖特典内容/子供絵付け体験1,620円、子供サンドブラスト体
験1,620円
那須郡那須町高久乙道上2294-3
TEL0287-78-7833

赤ちゃん歓迎ペンション ローレル

融

❖特典内容/夕食時に御宿泊の人数分のソフトドリンク1杯無料
那須郡那須町高久乙1863-52
TEL0287-78-3410

住まい

英国の森ホテル クイーンズマナ

理容・美容室

❖特典内容/宿泊の高校生までのお子様にソフトドリンクサー
ビス、木のおもちゃや絵本の無料貸出し
★ゴールドサービス/500円分の図書カード1家族に1枚進呈
那須郡那須町高久乙3375-1466
TEL0287-78-1141

自動車 情報・通信 写

えいざんこ
（映山湖）
❖特典内容/宿泊料金10％引、お盆期間、ゴールデンウィーク、
3連休を除く、他の特典・プランなどとの併用は不可
★ゴールドサービス/宿泊料金20％引、お盆期間、ゴールデン
ウィーク、3連休を除く、他の特典・プランなどとの併用は不可
那須郡那須町湯本649
TEL0287-76-3659

那須高雄温泉 おおるり山荘

真 健康・美容

❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
那須郡那須町湯本212-486
TEL0120-582-865

群馬県
草津温泉 ペンション石楠花
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
群馬県吾妻郡草津町草津551-2
TEL0279-88-6464

草津温泉 ホテルおおるり
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
群馬県吾妻郡草津町草津512-3
TEL0120-582-851

草津温泉 ホテルニュー七星
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
群馬県吾妻郡草津町草津300
TEL0120-582-868

草津温泉 ホテルニュー紅葉
❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
群馬県吾妻郡草津町草津464-34
TEL0120-582-867

その他の県
季粋の宿

紋屋

❖特典内容/事前連絡・直接予約・現金支払いの方に宿泊代金
5％引
千葉県南房総市白浜町白浜232
TEL0470-38-3151

熱川温泉

熱川シーサイドホテル

❖特典内容/宿泊時夕食にオレンジジュース又はお銚子を1本
サービス
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字熱川989-1 TEL0120-582-873

那須ハイランドリゾート ユースホステル

クリーニング

❖特典内容/宿泊のお子様1人につき1本のジュースをサービス
那須郡那須町高久乙798-327
TEL0287-69-6336

その他

とちぎ笑顔つぎつぎカードは18歳になって
最初の3月31日まで利用できます！
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カード裏面に、お名前・誕生年月を必ず記入し
てください。記入されていないカードは使用
できません。

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

学 ぶ

ＣＯＣＯ塾

学研

宇都宮校

❖特典内容/入会金無料、受講料5％引
宇都宮市馬場通り4-1-1 うつのみや表参道スクエア2F
TEL028-650-5591

ＣＯＣＯ塾ジュニア 宇都宮校

生きがい対応型デイサービス さわやか倶楽部
TEL028-635-1348

株式会社

開倫塾
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その他

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
KAIRIN予備校宇都宮校
宇都宮市松が峰2-4-7
TEL028-639-7311
岩曽校
宇都宮市岩曽町1377-32 TEL028-663-5000
宇都宮中央校 宇都宮市松が峰2-5-11 1F TEL028-610-9975

クリーニング

TEL028-655-6837

真 健康・美容

おんがく教室ぷりまう゛
ぇーら

❖特典内容/入会金免除、無料体験レッスンあり
インターパーク教室 宇都宮市屋板町677
若松原教室
宇都宮市若松原3-16-18

家庭教師のアップ学生会
❖特典内容/お申込の方に、家庭教師の指導1回分（クオカード
2,000円）
プレゼント
宇都宮市大通り5-2-8 アサノ大通り第一ビル301 TEL0120-605-125

自動車 情報・通信 写

オリオンコンピュータ株式会社 パソコンスクール
❖特典内容/1時間料金10％引、2名以上同時在籍の場合は月
謝の安い方をさらに10％引
★ゴールドサービス/1時間料金15％引、2名以上同時在籍の
場合は月謝の安い方の分をさらに10％引
宇都宮市鶴田町2765-4 オリオンIT専門学校内 TEL028-614-4770

TEL0120-889-317

理容・美容室

❖特典内容/入会金50％引
★ゴールドサービス/家族2人以上同時入会の場合に入会金を
1名分のみに
宇都宮市中里町1053-1
TEL028-674-4442

学研ほっぺんくらぶ

❖特典内容/体験教室参加の方に絵本をプレゼント
セントラルスポーツクラブ宇都宮教室
宇都宮市今泉町887
セントラルスポーツクラブ南宇都宮教室
宇都宮市吉野2-8-23
セントラルフィットネスクラブ宇都宮教室
宇都宮市駅前通り1-4-6 西口ビル10F

住まい

オオヌキマサヒロ ダンススタジオ

融

上野楽器
❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者の入会金5,400
円を全額免除
ウエノミュージックサロン（オリオン通り）
宇都宮市江野町4-6
TEL028-633-4286
宇都宮西ミュージックセンター
宇都宮市鶴田町965-1 TEL028-647-5331
ジープラザ
宇都宮市宿郷1-20-10 TEL028-638-2122
下栗センター 宇都宮市下栗1-6-2
TEL028-638-2122
戸祭センター 宇都宮市宝木本町1155-3 TEL028-647-5331
兵庫塚センター 宇都宮市兵庫塚3-8-12 TEL0285-53-7132
御幸ヶ原センター 宇都宮市御幸ヶ原町62-19 TEL028-638-2122

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

アミティーイングリッシュスクール 宇都宮校
❖特典内容/当月キャンペーン内容に準じた特典、他キャン
ペーン特典との併用不可
宇都宮市材木町2-11 材木町ハイツ1F
TEL028-639-6991

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
Ｖジャンプ教室
宇都宮市石井町2911-14
明保野ニコニコ教室
宇都宮市明保野町4-12
泉が丘教室
宇都宮市泉が丘7-10-19
岩曽団地教室
宇都宮市岩曽町1354-6
上野町教室
宇都宮市上野町6093-6
駅東教室
宇都宮市東宿郷4-3-6
おおつかドリーム教室 宇都宮市大塚町20-2
大通り教室
宇都宮市大通り1-3-2
岡本教室
宇都宮市中岡本町2663-2
佂井台教室
宇都宮市下岡本3765-4
上戸祭町教室
宇都宮市上戸祭町637-45
くりの木教室
宇都宮市竹下町435-238
宇都宮市桜1-2-4 コーポマロンリル101
桜教室
さるやま教室
宇都宮市さるやま町217-29
新町教室
宇都宮市新町1-5-3
雀の宮教室
宇都宮市雀宮5-2-39
豊郷台教室
宇都宮市豊郷台2-32-10
中丸教室
宇都宮市駒生2-11-31
西川田教室
宇都宮市西川田本町3-13-11
日の出教室
宇都宮市日の出2-5-19
ひまわり教室
宇都宮市下岡本町4520-4
ひまわり宝木教室
宇都宮市宝木町2-1117-40
ふたば教室
宇都宮市双葉2-11-6
フレンドキッズ不動前教室 宇都宮市不動前5-2-8
松原教室
宇都宮市松原2-2-32
満点ジャンプ教室
宇都宮市鶴田町2696-3
みずほの教室
宇都宮市さるやま町349-16
宇都宮市兵庫塚3-31-5 ヤタニコーポ101
みどり野教室
南団地教室
宇都宮市清原台2-14-26
みはら教室
宇都宮市御幸ヶ原町136-124
明保通りみらい教室
宇都宮市鶴田町1704-34
やなぜ町教室
宇都宮市簗瀬町2558-1
ゆいの杜教室
宇都宮市ゆいの杜2-5-2
陽東桜が丘教室
宇都宮市陽東6-9-3

学

❖特典内容/入会金無料
宇都宮市馬場通り4-1-1 うつのみや表参道スクエア2F
TEL028-650-5591

❖特典内容/休憩と茶菓のサービス
宇都宮市一条4-5-28

※アイウエオ順

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮市

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

2016年2月19日現在
市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮東校・開倫個別宇都宮東校
宇都宮市峰4-21-13
江曽島校
宇都宮市八千代2-2-11
岡本校
宇都宮市下岡本町2415-8
開倫個別江曽島校
宇都宮市八千代2-2-11
雀宮校
宇都宮市雀の宮4-7-20
宝木校
宇都宮市細谷町450

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

TEL028-660-2002
TEL028-659-3009
TEL028-671-8777
TEL028-659-5623
TEL028-688-3605
TEL028-627-7332

クールライフスポーツ
❖特典内容/テニス・ソフトテニススクール入会金割引
宇都宮市下平出町295
TEL028-689-2892

公文式

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

その他

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
石井町北教室 宇都宮市石井町2882
TEL028-663-6059
石井町教室
宇都宮市石井町3414-93 TEL028-656-3628
泉が丘北教室 宇都宮市今泉町3020-1 TEL028-662-8791
泉が丘教室
宇都宮市越戸1-14-21 TEL028-661-6615
泉が丘南教室 宇都宮市泉が丘2-12-5 TEL028-661-2085
今宮教室
宇都宮市今宮3-7-3
TEL080-1206-4788
岩曽教室
宇都宮市岩曽町1391-3 コーポ小沢1-1-1
TEL028-661-8640
宇商通り教室 宇都宮市塙田4-5-11 和気ビル3F
TEL028-621-4203
江曽島教室
宇都宮市江曽島4-1113 TEL028-658-4485
上河内教室
宇都宮市中里町2661-1 TEL028-674-1386
上桑島教室
宇都宮市上桑島町1969 TEL028-656-0711
上籠谷教室
宇都宮市上籠谷町3512-4 TEL028-667-8846
上戸祭4丁目教室 宇都宮市上戸祭4-2-13 TEL028-624-1265
上戸祭小前教室 宇都宮市上戸祭町413 TEL028-627-0125
北一の沢町教室 宇都宮市北一の沢町21-4 TEL028-622-3609
清住教室
宇都宮市清住1-3-37 琴平神社 TEL028-625-6590
宇都宮市清原台3-28-14 サンパークミヤコ104号
清原台教室
TEL028-667-9569
清原台東教室 宇都宮市清原台5-36-28 大吉ビルI 106号
TEL028-670-5440
国本教室
宇都宮市宝木本町1874-29 冨澤宏様方
TEL090-8873-7147
五代3丁目教室 宇都宮市五代3-6-8
TEL028-653-7678
五代教室
宇都宮市五代2-7-5 メゾンドール五代A-201
TEL028-655-5244
駒生町教室
宇都宮市駒生町1427-1 レジデンス金田C105
TEL028-652-5587
悟理道教室
宇都宮市宝木本町1226-11 TEL028-665-0249
山王教室
宇都宮市徳次郎町452 TEL028-665-6083
下岡本教室
宇都宮市下岡本町2110-26 TEL028-673-3896
下栗教室
宇都宮市下栗1-26-8
TEL028-638-3000
下砥上教室
宇都宮市下砥上町945-9 TEL028-645-5098
下戸祭教室
宇都宮市下戸祭1-10-12 TEL028-621-9680
下平出教室
宇都宮市下平出町140-1 TEL028-689-2229
宿郷町教室
宇都宮市宿郷5-12-6
TEL028-634-7611
白沢教室
宇都宮市白沢町1537-4 TEL028-673-0961
雀宮中央教室 宇都宮市雀の宮1-22-32 TEL028-653-0831
雀宮南町教室 宇都宮市南町5-10
TEL028-653-0358
宝木小前教室 宇都宮市駒生町3364-52 コーポ村田Ⅰ-101
TEL028-624-9043
滝谷町東教室 宇都宮市鶴田町3216
TEL028-635-4662
竹林教室
宇都宮市竹林町503-2 TEL028-621-1116
田原教室
宇都宮市下田原町3258-17 TEL028-672-2816
中央教室
宇都宮市本町13-14 丸井物産ビル4F
TEL028-625-6792
中央公園南教室 宇都宮市鶴田町2661-1 TEL028-637-2597
鶴田駅前教室 宇都宮市鶴田町3314 ひかりハイツⅠ-105
TEL028-634-0603
鶴田町北教室 宇都宮市下荒針町3476-127 TEL028-648-5918
鶴田町南教室 宇都宮市鶴田町248-9 TEL028-648-6231
戸祭北教室
宇都宮市戸祭3-8-3
TEL028-624-3015
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戸祭南教室
豊郷台教室
中岡本教室
奈坪台教室
西川田駅前教室
錦教室
野沢町教室
針ヶ谷北教室
東横田教室
兵庫塚教室
富士見が丘教室
双葉教室
本丸町教室
みずほの教室
峰教室
宮の内教室
御幸ヶ原北教室
御幸ヶ原南教室
御幸小東教室
元今泉教室
もみじ教室
簗瀬1丁目教室
簗瀬教室
ゆたか戸祭台教室
陽東教室
陽南小前教室
陽南中学前教室
横山町教室
吉野1丁目教室
立伏教室
若草町教室
わかまつはら教室

宇都宮市戸祭1-1-12
TEL028-621-2652
宇都宮市豊郷台2-6-9
TEL028-643-8013
宇都宮市東岡本町742-345 TEL028-673-0912
宇都宮市中岡本町 奈坪台集会所 TEL028-673-4295
宇都宮市西川田5-5-15 TEL028-645-1103
宇都宮市錦3-1-9
TEL028-624-9765
宇都宮市野沢町174-1 TEL028-665-1858
宇都宮市針ヶ谷1-24-1 TEL028-653-2322
宇都宮市城南1-1-4 パルネット城南102号
TEL028-645-2141
宇都宮市兵庫塚町2-7-8 TEL028-653-6431
宇都宮市富士見が丘4-3-10 TEL028-621-4317
宇都宮市双葉3-8-16
TEL028-658-0192
宇都宮市本丸町15-7
TEL028-633-9737
宇都宮市瑞穂3-2-2 瑞穂野工業団地会館
TEL028-653-2822
宇都宮市峰2-28-19
TEL028-632-7035
宇都宮市宮の内4-152-11 TEL028-653-5949
宇都宮市御幸ヶ原町8-5 TEL028-663-6211
宇都宮市御幸ヶ原町172-5 TEL028-661-6929
宇都宮市御幸本町4646 メゾン日建101
TEL080-1061-5712
宇都宮市元今泉1-16-1 東口ハイツ1F
TEL028-632-8133
宇都宮市西原1-3-28 晃南荘1F 701号室
TEL028-633-5881
宇都宮市簗瀬1-32-9 セブンイレブン3F
TEL090-5328-9338
宇都宮市簗瀬3-23-1
TEL028-635-1886
宇都宮市戸祭台48-5
TEL028-624-7375
宇都宮市陽東3-9-13
TEL028-661-6153
宇都宮市大和1-8-18 IMビル2F TEL028-645-8972
宇都宮市西原町600-33 野沢コーポ202
TEL090-9100-1215
宇都宮市横山1-4-23
TEL028-621-7468
宇都宮市吉野1-5-14
TEL028-635-3505
宇都宮市立伏町471-84 TEL028-672-2218
宇都宮市若草4-20-13 TEL028-627-3110
宇都宮市若松原1-11-47 TEL090-8515-2697

けんもくスクール
❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
岡本教室
宇都宮市下岡本町4278 スーパーオータニ2F
TEL028-671-1146
雀宮ステラ教室 宇都宮市五代1-11-31 TEL028-686-3661
宇都宮市宝木本町1205-24 TEL028-665-3362
宝木教室
西川田教室
宇都宮市西川田南1-8-12 宇都宮書道学校内
TEL028-645-5480
平石教室
宇都宮市平出町270-2 平石北小学校前
TEL028-689-4500
平松本町教室 宇都宮市平松本町1141-2 フードオアシスオータニ平松店内
TEL028-632-3060
緑教室
宇都宮市緑3-4-4 緑ヶ丘小学校南 TEL028-658-7152
みどり野教室 宇都宮市みどり野24-5 TEL028-653-3670
❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
宇都宮市江曽島3-820-1 オータニ江曽島店向側2F
江曽島教室
TEL028-658-8848
グリーンタウン教室 宇都宮市立伏町447-50 TEL028-672-3467
白沢教室
宇都宮市中岡本3716-13 TEL028-673-5896
田原教室
宇都宮市上田原町346-2 TEL028-672-3505
瑞穂野団地教室 宇都宮市瑞穂3-2-2 瑞穂野工業団地会館内
TEL080-1351-3164

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

若草教室

宇都宮市西刑部町3207 田中内公民館内
TEL080-2080-3711
宇都宮市若草町4-22-9 TEL028-624-5089
TEL0120-415-497

TEL0120-730-718

❖特典内容/通年入塾金半額･入塾月の月謝を半額
★ゴールドサービス/3人以上同時入会の場合は入塾金全額免
除･入塾月の月謝全額免除
宇都宮市下栗町2921-3 長谷川ビル2F TEL028-638-9011

その他

62

クリーニング

TEL028-658-1522

真 健康・美容

羽石義塾・学童保育楓の家

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
朝倉町南教室
足利市朝倉町2-14-15 朝倉2丁目自治会館
TEL0284-72-1703
足利大町教室
足利市大町425
TEL0284-41-6719
粟谷町教室
足利市粟谷町314
TEL0284-62-2970
大沼田町教室
足利市大沼田町20-2 TEL0284-91-0424
小俣教室
足利市小俣町677-1 三晃堂2F
TEL090-5207-2221
利保町教室
足利市利保町1-47-20 TEL0284-43-2111
キュルティベ久松教室 足利市久松町74-20 TEL0284-42-3539
キュルティベ山川教室 足利市山川町99-3
TEL090-3405-0985
協和教室
足利市島田町940
TEL0284-71-8530

自動車 情報・通信 写

宇都宮支店

❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
宇都宮市馬場通り1-1-11 宇都宮TDビルディング2F
TEL028-624-3667

開倫塾

理容・美容室

TEL【宇都宮校】028-624-3667

❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
宇都宮第一教室 宇都宮市馬場通り1-1-11 宇都宮TDビルディング2F
宇都宮第二教室 宇都宮市城東2-26-40 ニチイケアセンター宇都宮

株式会社

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
足利西校
足利市山下町2474-7
TEL0284-62-6198
足利西校2号館 足利市山下町2474-7
TEL0284-63-1900
足利東校
足利市山川町58-7
TEL0284-41-2905
足利福居校
足利市百頭町2021-3
TEL0284-72-5702
足利本校
足利市旭町847-12
TEL0284-41-7828
本部校
足利市堀込町145
TEL0284-72-5945

住まい

❖特典内容/入会金20％引
★ゴールドサービス/お子様2名以上同時在籍の場合授業料を
それぞれ10％引
宇都宮市下栗町520-27
TEL028-307-2956

❖特典内容/兄弟、姉妹月謝割引
宇都宮市今宮2-19-8

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
足利駅前教室 足利市永楽町11-12
島田教室
足利市島田町438
福富教室
足利市福富町1841-3
三重教室
足利市五十部町1314-2
弥生教室
足利市真砂町90-1
わたらせ教室 足利市山川町22-1

TEL028-664-3848

すてきな学校 マニフィックエコル

ニチイ学館

赤門セミナー
❖特典内容/幼児のみ申込金税別5,000円
足利市田中町907-1
TEL0284-71-4000

融

❖特典内容/通年入塾金半額･入塾月の月謝を半額
★ゴールドサービス/3人以上同時入会の場合は入塾金全額免
除･入塾月の月謝全額免除
宇都宮東教室 宇都宮市下栗町2921-3 長谷川ビル2F
TEL028-638-9011

ニチイ

足利市

学研

スタディーフィールド

❖特典内容/入会金免除
宇都宮本校 宇都宮市今泉町2159-3

❖特典内容/入会金500円引、入会時にプレゼント進呈、生徒の
母親の月謝を5％引
★ゴールドサービス/3人目のお子様は月謝5％引
宇都宮市兵庫塚3-41-35
TEL028-653-9130

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

個別指導パーソナル 宇都宮東教室

学

個別指導塾ノーバス 宇都宮校
❖特典内容/新規通常入塾の方に授業2コマ分無料チケットプ
レゼント
宇都宮市宿郷3-10-5 新部ビル2F
TEL028-649-8058

リニーズ英会話スクール

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

個別指導 ウィンパス

❖特典内容/教材費無料
★ゴールドサービス/教材費無料 月謝1ヵ月無料
宇都宮北教室 宇都宮市下岡本2414-4
岡本教室
宇都宮市白沢町2030-10

TEL0120-808-743

買 う

こども英会話のミネルヴァ

❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
岡本教室
宇都宮市下岡本町1995-1 多田出店舗101号室
コープ越戸プラザ教室
宇都宮市越戸3-12-9 コープ越戸店内
宝木教室
宇都宮市細谷町592-11
中戸祭教室
宇都宮市中戸祭1-1-49
ベルモール宇都宮プラザ教室
宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール2F
みどり野町教室 宇都宮市みどり野町5-14 TYビル201

ラボ・パーティ英語

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
石川幼稚園教室
宇都宮市越戸
岩曽教室
宇都宮市岩曽町
きよはら教室
宇都宮市竹下町
さかえ幼稚園教室
宇都宮市兵庫塚
さくらが丘幼稚園教室 宇都宮市陽東
さくら幼稚園教室
宇都宮市戸祭台
東武宇都宮駅前教室
宇都宮市泉町
戸祭教室
宇都宮市戸祭
西大寛教室
宇都宮市西大寛
西の宮教室
宇都宮市西の宮
野沢町教室
宇都宮市野沢町
平出むつみ幼稚園教室 宇都宮市平出町
みどり会館教室
宇都宮市緑
八坂神社教室
宇都宮市今泉

市町別インデックス

瑞穂野南教室

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる

けやき小前教室 足利市家富町2239-3 TEL0284-42-3119
菅田町教室
足利市菅田町230
TEL0284-42-7304
千歳教室
足利市宮北町4-16-103 TEL0284-42-7424
通一丁目教室
足利市通1-2702
TEL0284-41-2530
富田教室
足利市多田木町1092 TEL0284-91-3564
葉鹿町教室
足利市葉鹿町251-2 TEL0284-63-0600
福居町教室
足利市福居町831
TEL0284-71-0451
福富町教室
足利市福富町1241-1 ジュネス福富101号
TEL0284-71-5218
堀米町北教室
足利市堀米町2722-2 TEL080-5003-3166
三重教室
足利市五十部町1042-3 TEL0284-21-0466
みくりや教室
足利市福居町39
TEL0284-73-7655
南大町教室
足利市南大町3320
TEL0284-71-5944
山下町教室
足利市山下町1279
TEL0284-62-3735
八幡町教室
足利市八幡町1-31-1 TEL0284-73-6524

永澤

TEL0284-91-0324

学

❖特典内容/入会金2,100円
英会話教室 足利市寺岡町457-1
ピアノ教室 足利市寺岡町457-1

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ニチイ 足利教室
❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
足利市田中町946-5高雄ハイツ1F ニチイケアセンター足利
TEL【小山校】0285-30-3693

明光義塾

融

❖特典内容/入会金半額
足利中央教室 足利市旭町783-13
TEL0284-43-1719
足利西教室
足利市大前町840
TEL0284-62-3719
足利南教室
足利市朝倉町460-2 MHAビル2F
TEL0284-73-7600

住まい

ラボ・パーティ英語

TEL0120-808-743

理容・美容室

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
相生町教室
足利市相生町
県町教室
足利市県町
足利赤門東武駅前教室 足利市田中町

自動車 情報・通信 写

TEL0120-889-100

真 健康・美容

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
岩舟教室
栃木市岩舟町下津原459-2
大平教室
栃木市大平町新942-17
大宮教室
栃木市大宮町1350-4
尻内教室
栃木市尻内町156-1
つが教室
栃木市都賀町木1474
とちぎ今泉教室 栃木市今泉1-28-39
にしかた教室
栃木市西方町金崎740-15
柳橋教室
栃木市柳橋町23-15

クリーニング

株式会社

開倫塾

その他

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
KAIRIN予備校栃木校
栃木市河合町6-3
TEL0282-24-2581
岩舟校
栃木市岩舟町静552-1 TEL0282-55-5430
栃木市大平町新1540-135 TEL0282-43-8805
大平校
新栃木校
栃木市平柳町2-53-1
TEL0282-27-4428
新栃木校2号館 栃木市泉町13-2
TEL0282-20-0023

63

こども英会話のミネルヴァ コープ栃木教室
❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
栃木市今泉町1-4-8
TEL0120-415-497

ニチイ 栃木教室

栃木市
学研

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
C&E新井教室 栃木市新井町1003-1 サンセレクト105号
TEL0282-24-5035
家中教室
栃木市都賀町家中2377-5 TEL0282-27-1004
今泉団地教室 栃木市今泉町1-11-19 TEL0282-27-6664
岩舟駒場教室 栃木市岩舟町静324
TEL0282-55-2123
大平中央教室 栃木市大平町富田455-4 キンタロウビル3F
TEL080-1271-9282
大平南教室
栃木市大平町西水代字祇園3503-8
TEL0282-43-7324
かたやなぎ2丁目教室 栃木市片柳町2-14-17 飯田第1ビル1F101号
TEL0282-22-7844
片柳町西教室 栃木市片柳町5-10-2
TEL0282-23-1084
合戦場教室
栃木市都賀町合戦場321-1 サンガーデン都賀201
TEL0282-28-0233
公園通り教室 栃木市箱森町53-40
TEL0282-23-4882
静和教室
栃木市岩舟町静和2442-1 TEL0282-55-1652
城内町教室
栃木市城内町2-35-25 TEL090-2753-3631
千塚町教室
栃木市千塚町223
TEL0282-31-1673
西方町教室
栃木市西方町本郷754-50 TEL0285-56-3027
沼和田教室
栃木市沼和田町26-48 モンシャトーB101
TEL0282-25-3677
箱森十二社教室 栃木市箱森町27 中央公民館内 TEL080-1021-0315
日の出町教室 栃木市日ノ出町7-9 サンライズレジデンス101
TEL0282-24-6669
平柳町東教室 栃木市平柳町3-42-6 コーポアイ105
TEL0282-27-6758
藤岡教室
栃木市藤岡町藤岡1329 TEL0282-62-2431
藤岡中央教室 栃木市藤岡町藤岡1397 TEL0282-62-4780
藤岡東教室
栃木市藤岡町藤岡224-4 藤パークハイツ1号室
TEL0282-62-1403
藤岡部屋教室 栃木市藤岡町新波1439 田中さく泉工業2階
TEL0282-67-3800
三鴨教室
栃木市藤岡町甲296
TEL0282-62-4809
柳橋町教室
栃木市柳橋町12-27
TEL0282-23-4595

❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
栃木市平柳町3-38-10 ニチイケアセンター栃木
TEL
【小山校】0285-30-3693

明光義塾

大平岩舟教室

❖特典内容/入会金無料
栃木市大平町西水代1899-4

TEL0282-45-1701

有限会社 ジュントオル
❖特典内容/木工、パソコン体験無料（要予約）
、小冊子無料プレ
ゼント
★ゴールドサービス/木昆虫づくり体験無料（要予約）
栃木市都賀町家中3405
TEL0282-28-1601

ラボ・パーティ英語

TEL0120-808-743

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
祝町教室
栃木市祝町
おおみや幼稚園教室 栃木市大宮町
（キンダークラブ）
新大平下駅前教室
栃木市大平町
薗部町教室
栃木市薗部町

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

ラボ・パーティ英語

株式会社

開倫塾

公文式

その他

64

クリーニング

TEL0283-23-7019

❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
鹿沼市仁神堂町51-15
TEL0289-62-1156

真 健康・美容

けんもくスクール 仁神堂教室

佐野北教室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
御成橋教室 鹿沼市御成橋町1-2580-9 コーポ御成橋201号
TEL0289-63-6777
鹿沼北教室 鹿沼市文化橋町1967-7
TEL0289-63-6760
鹿沼中央教室 鹿沼市今宮町1638
TEL0289-62-8301
鹿沼東教室 鹿沼市仁神堂町351-25
TEL0289-63-5446
上石川教室 鹿沼市上石川1362-6
TEL0289-76-3393
北押原教室 鹿沼市上殿町277-2
TEL0289-64-7657
晃望台教室 鹿沼市貝島町581-1 澤屋酒店2F TEL0289-65-1655
幸町教室
鹿沼市緑町2-2-18
TEL0289-63-5582
津田・百合が丘教室 鹿沼市白桑田526-4
TEL0289-64-9019
西茂呂教室 鹿沼市栄町1-10-4
TEL0289-63-3228
日吉町教室 鹿沼市日吉町718-2
TEL0289-65-6202
府所教室
鹿沼市府所本町210-3
TEL0289-65-3485
みどりが丘教室 鹿沼市西茂呂3-22-11
TEL0289-62-6044
みなみ町教室 鹿沼市みなみ町8-197
TEL0289-75-5355

理容・美容室

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
KAIRIN予備校鹿沼校
鹿沼市鳥居跡町1424-6 TEL0289-60-5545
鹿沼東校
鹿沼市栄町1-34-1
TEL0289-62-8807
新鹿沼駅前校 鹿沼市鳥居跡町1424-6 2F TEL0289-60-5125

住まい

こども英会話のミネルヴァ イオンモール佐野新都市プラザ教室
❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
佐野市高萩町1324-1 イオン佐野新都市ショッピングセンター内
TEL0120-415-497

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
泉町あゆむ教室 鹿沼市泉町2366
いたが教室
鹿沼市板荷2025
鹿沼きりん教室 鹿沼市下武子町55-30
幸町教室
鹿沼市幸町2-3-28
武子教室
鹿沼市武子508-24

融

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
赤見教室
佐野市赤見町3553-1
TEL0283-25-2010
石塚教室
佐野市石塚町2314-14
TEL090-5205-4901
伊勢山町教室 佐野市伊勢山町1835
TEL0283-24-0068
犬伏教室
佐野市犬伏中町1952 犬伏中町公民館
TEL090-5758-3105
植上町教室 佐野市植上町1639-6 金子庸三方
TEL0283-24-4004
大橋町教室 佐野市大橋町3214-12
TEL0283-21-3869
佐野小前教室 佐野市金屋下町14
TEL080-1349-4414
小中町教室 佐野市小中町1785
TEL0283-25-1703
多田教室
佐野市山越町190-2
TEL0283-62-9108
田沼北教室 佐野市田沼町1307-66
TEL0283-62-1495
田沼中央教室 佐野市栃本町2476-6
TEL0283-62-6571
寺中教室
佐野市寺中町2441-3
TEL0283-22-5378
富岡町教室 佐野市富岡町643-10
TEL0283-23-3697
奈良渕町教室 佐野市奈良渕町1101-15 TEL0283-21-8311
船越北教室 佐野市船越町1680
TEL0283-62-3780
堀米町教室 佐野市堀米町3957-1
TEL0283-22-2547
堀米町東教室 佐野市堀米町93
TEL090-4921-4146

❖特典内容/入学金半額
佐野市堀米町356-1

開隆塾
❖特典内容/兄弟姉妹のある方は1人分授業料半額
★ゴールドサービス/3人目の方は塾授業料1人分無料
鹿沼市仲町1703-8
TEL0289-62-2076

学研

開倫塾

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
佐野北校
佐野市田沼町271-4
TEL0283-62-8910
佐野校
佐野市高砂町53
TEL0283-20-6155
佐野校高校部 佐野市若松町151
TEL0283-20-5075

明光義塾

TEL0289-65-3732

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/不登校やいじめで困っている子供達を正規の学生
の50％引で2〜3時間教室で責任を持ってあずかる
佐野市天明町2702
TEL0283-85-7241

上野楽器

❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者の入会金5,400
円を全額免除
粟野センター 鹿沼市口粟野1662
鹿沼センター 鹿沼市銀座1-1878

学

株式会社 アップデート ＪＯＹパソコンスクール 佐野中央校

株式会社

鹿沼市

TEL0120-889-100

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

学研

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
浅沼教室
佐野市浅沼町242-4
犬伏教室
佐野市犬伏新町1321-6
うえの教室
佐野市植上町1424-1
カタクリ教室 佐野市町谷町123-3
たぬま教室
佐野市田沼町194-3
奈良渕教室
佐野市奈良渕町628
みなみ教室
佐野市植下町1135

買 う

ＪＯＹパソコンスクール 佐野校
❖特典内容/受け放題コース月16,280円を3,000円引（2ヵ月間）
★ゴールドサービス/受け放題コース月16,280円を6,000円引
佐野市伊勢山町1440-1
TEL0283-24-0971

TEL0120-808-743

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
佐野東教室
佐野市米山南町
呑竜幼稚園教室 佐野市大祝町
堀米町教室
佐野市堀米町

市町別インデックス

佐野市

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

合同会社 マロニエ国際アカデミー

買 う

❖特典内容/入会費1,000円引
鹿沼市樅山町134-1

TEL080-1138-3977

はぁとふるたっちＡＬ
ＩＣＥ
❖特典内容/レッスン料10％引
★ゴールドサービス/レッスン料15％引
日光市山久保651
TEL0288-25-3503

こども英会話のミネルヴァ 鹿沼晃望台教室

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

小山市

❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
鹿沼市晃望台25 晃望台ショッピングセンター TEL0120-415-497

総合教育研究所 クリオネ
❖特典内容/入会金を半額割引
★ゴールドサービス/入会金を免除
鹿沼市貝島町500-1

TEL0289-63-5358

ニチイ 鹿沼教室

学

❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
鹿沼市上野町320-3 高橋ビル ニチイケアセンター鹿沼
TEL
【宇都宮校】028-624-3667

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ラボ・パーティ英語

鹿沼教室

学研

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
あさひ保育園教室 小山市駅南町4-2-20
美しが丘教室
小山市美しが丘2-18-43
駅みなみ教室
小山市駅南町2-26-14 英研ビル2F
思川教室
小山市神鳥谷179-8
小山はなまる教室 小山市犬塚5-18-2
きらら城南教室
小山市東城南4-10-12
間々田教室
小山市間々田2516-68
横倉教室
小山市横倉472-9

学研ほっぺんくらぶ 小山カルチャー教室

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
鹿沼市上殿町
TEL0120-808-743

❖特典内容/体験教室参加の方に絵本をプレゼント
小山市駅東通り2-3-15 イトーヨーカドー2F TEL0120-889-317

日光市

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
小山校
小山市城山町2-6-47
TEL0285-20-4510
小山中央校 小山市駅東通り2-40-31 TEL0285-20-5175
間々田北校 小山市間々田1585-20
TEL0285-41-5626
間々田南校 小山市暁3-4-8
TEL0285-45-8983

ＮＰＯ法人国際自然大学校 日光霧降校

融

❖特典内容/レインボーパーク参加費100円引、団体利用に限
り利用料10％引
★ゴールドサービス/レインボーパークメンバー登録費25％引
日光市所野1547
TEL0288-50-1175

住まい

ＲＴＡ指定スクール ほっぺっぺ

理容・美容室

❖特典内容/料金100円引
日光市土沢613-5

学研

TEL080-5375-1857

吉沢教室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
日光市吉沢579-14
TEL0120-889-100

株式会社

開倫塾

今市校

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
日光市今市1102
TEL0288-21-3470

公文式

真 健康・美容
クリーニング

その他

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
猪倉ニュータウン教室
日光市猪倉字沢田934-78 TEL0288-26-2378
今市教室
日光市今市718
TEL0288-22-8852
大桑町教室 日光市大桑町802-2
TEL0288-21-8979
大原教室
日光市鬼怒川温泉大原1430-3 TEL0288-76-3165
大室教室
日光市森友1622-2 ガーデンハイツA103
TEL0288-22-8780
落合教室
日光市長畑209-2
TEL0288-27-1668
清滝教室
日光市清滝3-5-1
TEL0288-53-4537
木和田島教室 日光市木和田島1526-81 TEL0288-26-2418
小林教室
日光市小林3016
TEL0288-26-8965
七本桜教室 日光市今市39-3
TEL0288-22-2777
大谷向教室 日光市今市1430
TEL0288-21-1824
日光ピュア教室 日光市東和町2-9
TEL0288-54-3504

65

株式会社

開倫塾

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
駅南町教室
小山市駅南町5-19-3
TEL0285-28-0419
大谷東教室
小山市横倉新田281-9 TEL0285-27-4612
乙女教室
小山市乙女3-26-14
TEL0285-45-5481
思川教室
小山市松沼587
TEL0285-37-0408
喜沢教室
小山市喜沢717-2
TEL0285-24-2988
城東教室
小山市城東3-10-3
TEL0285-25-5517
城南教室
小山市西城南1-11-39 TEL0285-27-5327
中久喜教室
小山市中久喜3-12-2
TEL0285-23-6919
羽川教室
小山市羽川481-1
TEL0285-25-1651
神鳥谷教室
小山市神鳥谷4-11-22 TEL0285-25-6931
扶桑団地教室 小山市扶桑2-27-2
TEL0285-24-4828
間々田北教室 小山市間々田2419
TEL0285-45-5427
間々田教室
小山市間々田1426-2
TEL080-6623-0100
間々田東教室 小山市美しが丘3-33-10 TEL090-9958-9203
美田教室
小山市下河原田656-3 TEL0285-38-3212
若木町教室
小山市若木町2-11-5 フラワーハイツ102
TEL0285-25-2841

けんもくスクール
❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
泉崎教室 小山市城東6-3-4
TEL0285-25-6509
❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入学の方にさらに硬筆用マット下敷きプ
レゼント
大谷東教室 小山市横倉新田281 大谷東小学校近く蛸やさん隣
TEL0285-27-3419
鉢形教室 萱橋小学校前新号近く白幡様宅

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

学研

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
亀山教室
真岡市亀山88-8
わしのす教室 真岡市鷲巣135-1

株式会社

開倫塾

真岡校

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
真岡市大谷本町2-6
TEL0285-81-1919

丹野井成寿

TEL【小山校】0285-30-3693

フタバ学院

丹野井成寿 お琴・三味線

❖特典内容/入会費半額、お2人目の月謝割引
★ゴールドサービス/入会費無料、1ヵ月間月謝無料
城南校 小山市西城南2-30-18
TEL0120-97-2859
本部校 小山市城東1-10-8
TEL0120-23-3589

❖特典内容/受け放題コース月16,280円を3,000円引（2ヵ月間）
★ゴールドサービス/受け放題コース月16,280円を6,000円引
小山市土塔228-6
TEL0285-32-7541

ニチイ 真岡教室
❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
真岡市東光寺1-16-5 ニチイケアセンター真岡
TEL
【宇都宮校】028-624-3667

めばえ 小山教室

犬塚教室

上野楽器

TEL0287-28-5855

❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者の入会金5,400
円を全額免除
大田原ミュージックセンター 大田原市末広3-3001-1
黒羽センター
大田原市黒羽向町409-10

66

その他

ラボ・パーティ英語

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
小山市犬塚
TEL0120-808-743

大田原市

クリーニング

❖特典内容/入会時、オリジナル図書カード500円相当プレゼ
ント
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL070-5376-4695

真 健康・美容

ミラクルパソコンスクール 小山校

真岡教室

❖特典内容/無料体験2回有り、入門の方に指定の稽古道具プ
レゼント
真岡市亀山103-1 柳方
TEL0285-84-8393

自動車 情報・通信 写

TEL0285-25-9233

理容・美容室

❖特典内容/受講料100円引
小山市神鳥谷3-9-24 作道ビル2F

すくーるダンボ
❖特典内容/入会時冊子進呈、入会費は1家族1回のみ、2人目か
らは会費割引あり
真岡市高勢町2-37-4
TEL0285-84-5960

住まい

富士通オープンカレッジ 小山校

こども英会話のミネルヴァ とりせん真岡プラザ教室
❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
真岡市下高間木2-2-4 とりせん真岡店1F TEL0120-415-497

融

小山支店

❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
小山市中央町3-11-33 大国ビル3F
TEL0285-30-3693

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ニチイ

❖特典内容/通学又は通学＋通信講座受講料5％引、一部経費
対象外
小山第一教室 小山市中央町3-11-33 大国ビル
小山第二教室 小山市神鳥谷2-13-14 ニチイケアセンターおやま

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
大谷教室
真岡市熊倉町3435 山沢住宅2号室
TEL0285-82-5878
亀山教室
真岡市亀山1-14-6 ダスキンみどり真岡店2F
TEL0285-82-6201
北真岡教室
真岡市荒町2-10-3
TEL0285-83-4119
熊倉教室
真岡市熊倉3-24-5
TEL0285-84-4436
城山公園通り教室 真岡市台町4162
TEL0285-84-3286
並木町三丁目教室 真岡市並木町3-29-2 磯貝住宅2号棟
TEL0285-83-4121
西高間木教室 真岡市西高間木233-1 TEL0285-82-6156
二宮町教室
真岡市さくら2-17-7 伊沢様方 TEL0285-74-1563
真岡台町教室 真岡市白布ヶ丘2-1
TEL0285-84-6320
もおか東教室 真岡市荒町103-12
TEL0285-82-0098

学

❖特典内容/無料体験2回有り、入門の方に指定の稽古道具プ
レゼント
お琴 小山絹教室
小山市高椅628-1 持田方
TEL0285-49-0488
お琴・三味線 小山犬塚教室 小山市犬塚50-361 中坪方
TEL0285-24-1420
お琴・三味線 小山駅前教室 小山市宮本町3-8-29
TEL0285-23-0811
お琴・三味線 小山城南教室 小山市西城南2-12-28 吉富方
TEL0285-31-4588

ニチイ学館

パソコン教室ｅａｒ
ｔｈ真岡校
❖特典内容/入会後初回授業料1,000円引
真岡市台町2352-1
TEL0285-80-5131

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

数学教育研究会 自治医大南教室
❖特典内容/入会金1,575円引、学力診断テスト（算数・数学・英
語）を無料
小山市羽川41-3
TEL0285-35-6237

真岡市

買 う

こども英会話のミネルヴァ イオンモール小山プラザ教室
❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山店内 TEL0120-415-497

市町別インデックス

❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
城北教室 小山市城北5-4‐4 城北小西門近く
TEL0285-25-1929

2016年2月19日現在
市町別インデックス

株式会社

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

開倫塾

公文式

買 う

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
大田原2号館校 大田原市末広3-2831-166 TEL0287-48-6907
大田原校
大田原市美原1-3160-5 TEL0287-20-1222
大田原校2号館 大田原市美原1-3160-5 TEL0287-48-6907

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
黒羽教室
大田原市黒羽田町547
TEL0287-54-3199
中田原教室 大田原市中田原2096-3
TEL0287-23-1370
西原教室
大田原市美原3-3-43 斉藤アパート8号室
TEL090-7178-8940
みはら教室 大田原市美原1-3158
TEL0287-36-5638
大田原市住吉町2-19-4 スカイハイツコスモC201
紫塚教室
TEL0287-22-2766
山の手教室 大田原市城山2-15-11
TEL0287-22-3097

学

けんもくスクール

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
浅香教室
大田原市浅香1-9-13
TEL0287-22-4445
大田原市薄葉2093-17 小学校北第一団地と第二団地の間
薄葉教室
TEL0287-29-0484

融
住まい
理容・美容室

❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
大田原教室 大田原市山の手1-1-22
TEL0287-22-4241
親園教室
大田原市親園1342 大島自転車屋さん後ろ
川西教室
大田原市向町76 人見カメラ脇入る
TEL0287-54-0677
住吉・紫塚教室 大田原市住吉2-19-4 スカイハイツコスモB-101
TEL0287-22-3001
大田原市薄葉2228 野崎幼稚園内 TEL028-686-3661
野崎教室
湯津上教室 大田原市湯津上2356-1 田島公民館内
TEL0287-98-2155
両郷教室
大田原市中野内629-17
TEL0287-59-0849

自動車 情報・通信 写

ラボ・パーティ英語

TEL0120-808-743

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
大田原教室
大田原市
聖家幼稚園教室 大田原市中央

矢板市

真 健康・美容

学研

TEL0120-889-100

クリーニング

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
かしま・チャパ教室 矢板市鹿島町19-39 TEL0120-889-100
なか教室
矢板市中2014-12 TEL0120-889-100

株式会社

開倫塾

矢板校

その他

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
矢板市富田527-7
TEL0287-40-0730

67

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
扇町教室
矢板市扇町2-1520-1
TEL0287-43-6835
片岡教室
矢板市片岡2158-13
TEL0287-48-3782
川崎教室
矢板市木幡1659-8 MIKI-03 TEL0287-44-2803
矢板東教室 矢板市富田550-8
TEL0287-43-5625
矢板本町教室 矢板市本町4-43
TEL0287-43-1603

けんもくスクール 片岡教室
❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
矢板市片岡2095-29
TEL0287-48-1651

彩音

音楽教室

❖特典内容/入会金無料、入会時の主教本を1冊プレゼント
★ゴールドサービス/3人目のお子様が入会時3人在席に限り
入会時の教本等を全て無料
矢板市乙畑1393-151
TEL0287-48-1630

那須塩原市
上野楽器

黒磯センター

❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者の入会金5,400
円を全額免除
那須塩原市清住町95-29
TEL0287-28-5855

学研

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
駅前教室
那須塩原市扇町6-17
こっとん村教室 那須塩原市前弥六224-15
西三島教室
那須塩原市西三島2-170-13
東三島ひまわり教室 那須塩原市東三島6-395-25

株式会社

開倫塾

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
黒磯校
那須塩原市清住町90-8
TEL0287-60-7366
西那須野校 那須塩原市睦146-22
TEL0287-39-6906

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
一区町教室 那須塩原市一区町306
TEL0287-36-5149
上厚崎教室 那須塩原市上厚崎383-26 パークガーデンⅠ-103
TEL0287-63-3138
北二つ室教室 那須塩原市北二つ室350-201 TEL0287-37-4961
五軒町教室 那須塩原市南郷屋2-148-20 TEL0287-39-5331
材木町教室 那須塩原市材木町1-1
TEL0287-62-9002
三区町教室 那須塩原市三区町660-82 三区ハッピーハイツ105号室
TEL090-8046-4835
下豊浦教室 那須塩原市豊浦17-96
TEL0287-63-3347
下永田教室 那須塩原市下永田3-4-612 ハウス下永田201号
TEL0287-38-1474
ダイユーマンション教室 那須塩原市大原間139-9
ダイユーマンション605
TEL0287-65-3733
那須塩原市槻沢字街道下89-7 TEL0287-37-5051
槻沢教室
豊浦南町教室 那須塩原市豊浦南町100-741 サンクレスト南町D棟102号
TEL0287-62-6855
豊住町教室 那須塩原市豊住町80-18 TEL080-3252-0337

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

TEL0120-415-497

公文式

特典は、
協賛店舗・施設のご厚意により提供さ
れています！
68

その他

❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
三箇教室 那須烏山市三箇1258 元三箇小学校内
志鳥教室 那須烏山市志鳥1798 志鳥公民館内
TEL0287-88-7076

クリーニング

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
氏家北教室
さくら市氏家3271-76 TEL028-682-8067
氏家教室
さくら市氏家2691
TEL028-682-2553
氏家南教室
さくら市上阿久津1807-8 勝山公民館
喜連川教室
さくら市喜連川3938-3 TEL028-686-2520
さくら卯の里教室 さくら市卯の里3-48 スリーベルハイツA棟102号室
TEL028-682-0501

真 健康・美容

開倫塾 さくら校

自動車 情報・通信 写

株式会社

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
さくら市氏家2759-3
TEL028-681-8311

けんもくスクール
❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/入学の方にさらに硬筆用マット下敷きプ
レゼント
藤田教室 那須烏山市藤田784 藤田公民館
（元小学校）
TEL0287-88-9067

理容・美容室

学研 うじいえ浦田教室
❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
さくら市馬場410 ハイクオリティ3-201 TEL0120-889-100

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
烏山中央教室 那須烏山市中央2-字泉町217-1 泉町自治会館
TEL0287-83-0070
烏山東教室
那須烏山市宮原598
TEL0287-84-0785
しのぶが丘教室 那須烏山市野上1166-13 TEL0287-84-0098
なす南教室
那須烏山市田野倉13-5 新井ビル1F101
TEL0287-88-1200
七合小前教室 那須烏山市谷浅見字東裏917-1 TEL090-3547-4259

住まい

氏家センター

❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者を入会金5,400
円を全額免除
さくら市氏家2399-3
TEL028-638-2122

烏山センター

❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者を入会金5,400
円を全額免除
那須烏山市旭1-17-2
TEL0287-28-5855

融

さくら市

TEL028-681-0317

那須烏山市
上野楽器

明光義塾
❖特典内容/オリジナルノート5冊進呈
黒磯教室
那須塩原市阿波町111-4 黒磯豊浦郵便局2F
TEL0287-62-3910
西那須野教室 那須塩原市南郷屋2-122 TEL0287-36-5925

上野楽器

中山書道院
❖特典内容/入会金を無料
★ゴールドサービス/月会費を2,000円
さくら市氏家1965-9

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

こども英会話のミネルヴァ

❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
アクアス那須塩原プラザ教室
那須塩原市西大和1-8 アクアス那須塩原店内415-497
黒磯教室 那須塩原市若葉町66-75 黒磯ボウル2F事務所内

トーマス英会話教室
❖特典内容/入会金半額
★ゴールドサービス/3人入会の場合は入会金無料
さくら市氏家3509-142
TEL028-682-7199

学

❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
黒磯1教室 那須塩原市豊浦南町100-310 高久コーポ1-101-A
TEL0287-64-1462

こども英会話のミネルヴァ イオンさくらプラザ教室
❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
さくら市櫻野1551 イオンさくら店内 TEL0120-415-497

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

けんもくスクール
❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
黒磯3教室 那須塩原市豊浦88-109 あさの商店近く
TEL0287-63-7337
関谷教室
那須塩原市関谷1156-1
TEL0287-35-4095

けんもくスクール
❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
喜連川小学校南教室 さくら市喜連川3919 喜連川小学校南側
TEL028-686-2492
本部事務所
さくら市喜連川3110-1 TEL028-686-3661

買 う

那須塩原市扇町1-118 ウエストグリーンハイツ301号
TEL0287-36-6841
鍋掛教室
那須塩原市鍋掛1088
TEL0287-64-2883
東赤田教室 那須塩原市東赤田321-868 TEL0287-37-2162
東三島教室 那須塩原市三島1-99-3
TEL0287-37-3076
三島教室
那須塩原市東赤田321-847 TEL0287-37-0876

市町別インデックス

永田町教室

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

下野市

上三川町

買 う

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｅａｒｎ
ｉ
ｎｇ 英語教室
❖特典内容/英語教室入会金無料、英語の図書館のみ利用の場
合は登録料無料
下野市石橋237-4
TEL070-5460-7705

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

ＩＣＴパソコン教室
❖特典内容/入校料20％引
下野市下古山北原3362-1 ヨークタウン石橋店内 TEL0285-51-1155

ウイング 自治医大駅前教室
❖特典内容/入塾金を無料、毎月の授業料を10％引
下野市祇園1-20-3
TEL0285-29-4791

上野楽器

石橋ミュージックセンター

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者を入会金5,400
円を全額免除
下野市下古山2-1-10
TEL0285-53-7132

学研

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
石橋すまいる教室
下野市石橋558-16
グリーンタウン教室 下野市祇園5-11-12
国分寺教室
下野市小金井1812-4
下古山教室
下野市下古山546

融

株式会社

TEL0120-889-100

株式会社

開倫塾

上三川校

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
河内郡上三川町しらさぎ1-37-6
TEL0285-56-6010

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
上三川教室 河内郡上三川町上蒲生3-15 TEL0285-56-7628
多功教室
河内郡上三川町多功1886 TEL0285-52-0973
本郷教室
河内郡上三川町西汗996 TEL0285-56-3027

益子町
公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
七井教室 芳賀郡益子町大沢1718
TEL0285-72-5809
塙北教室 芳賀郡益子町塙1159-6 マスデンビル2F東室
TEL0285-72-8325
塙教室
芳賀郡益子町塙1395-2
TEL0285-72-8325
益子教室 芳賀郡益子町益子961-1
TEL0285-72-0824

開倫塾

住まい

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
KAIRIN予備校 石橋校 下野市石橋833-1 TEL0285-39-6353
石橋校
下野市石橋653-1 TEL0285-51-1850
自治医大校
下野市緑1-4-1
TEL0285-40-7465

理容・美容室

公文式

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
石橋中央教室
下野市下古山535 TEL0285-52-1470
医大前ミラパセオ教室 下野市祇園3-1-1
TEL0285-40-6209
グリーンタウン教室 下野市緑3-2-13
TEL0285-44-6888
小金井駅東教室
下野市駅東1-10-15 マスダビル103
TEL0285-44-9608
小金井教室
下野市小金井4-8-11 TEL0285-44-7205

個別指導学院ヒーローズ 小金井校

真 健康・美容

❖特典内容/小学生以下は入塾金半額、初月月謝無料
下野市小金井96-2
TEL0285-43-1025

中川学院
❖特典内容/珠算・書道・学習それぞれの入学金1割引
下野市石橋706-8
TEL0285-53-4388

クリーニング

パソナコンじゅく 自治医大駅前教室

その他

❖特典内容/入会金半額
★ゴールドサービス/入会金無料
下野市医大前3-2-13-2-201

茂木町
公文式

茂木教室

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
芳賀郡茂木町茂木1647 コーポラス井原201号 TEL0285-63-4257

市貝町
学研 ＮＯＡＨ市塙教室
❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
芳賀郡市貝町市塙4035-13
TEL0120-889-100

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
赤羽教室 芳賀郡市貝町赤羽2633-3
TEL0285-68-0996
市貝教室 芳賀郡市貝町市塙2825-1
TEL0285-68-2466

芳賀町
学研 はなまる教室

TEL0285-40-1191

明光義塾 自治医大前教室
❖特典内容/入会金無料
下野市祇園1-7-23 堀ノ内ビル2F

69

学研

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
上三川北教室
河内郡上三川町上蒲生2187
かみのかわ教室 河内郡上三川町上三川4371-4

TEL0285-44-8479

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
芳賀郡芳賀町上延生117-2
TEL0120-889-100

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

東伸塾

公文式
TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
稲葉小前教室 下都賀郡壬生町上稲葉1771
東小前教室
下都賀郡壬生町落合3-4-20
みぶ教室
下都賀郡壬生町大師町32-9

開倫塾

壬生校

高根沢校

開倫塾

公文式

野木教室

那須町
学研

黒田原教室

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
黒田原教室 那須郡那須町寺子丙1087-36 TEL0120-889-100

70

その他

丹野井成寿 お琴・三味線

❖特典内容/無料体験2回有り、入門の方に指定の稽古道具プ
レゼント
下都賀郡野木町南赤塚781-38 昇方
TEL0280-57-3845

高根沢教室

クリーニング

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
駅前通松原教室 下都賀郡野木町友沼4939-8 TEL090-9360-0147
野木友沼教室 下都賀郡野木町友沼5905-120 TEL0280-57-4749
丸林中央教室 下都賀郡野木町丸林418-15 TEL0280-57-0377

ラボ・パーティ英語

❖特典内容/入会時に、はらぺこあおむしぬいぐるみをプレゼ
ント
塩谷郡高根沢町宝石台
TEL0120-808-743

真 健康・美容

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
野木駅前校 下都賀郡野木町丸林393-1 TEL0280-57-9591
野木東校
下都賀郡野木町丸林357-2 TEL0287-57-4500

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
塩谷郡高根沢町宝積寺1119-4 TEL028-675-0751
西町教室
塩谷郡高根沢町平田1932-3 TEL028-676-0894
平田教室
宝石台教室 塩谷郡高根沢町宝石台1-8-2 TEL028-675-4626

自動車 情報・通信 写

TEL0120-889-100

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
野木教室
下都賀郡野木町潤島799-2
野木新橋教室 下都賀郡野木町丸林370-27

株式会社

開倫塾

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
塩谷郡高根沢町光陽台3-15-4
TEL028-675-7878

理容・美容室

株式会社

野木町
学研

学研 のびのび教室
❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
塩谷郡高根沢町花岡1212
TEL0120-889-100

住まい

❖特典内容/ご入会の方に英語のＣＤプレゼント
下都賀郡壬生町至宝3-12-31 コープおもちゃのまち店内
TEL0120-415-497

高根沢町

融

こども英会話のミネルヴァ コープおもちゃのまち教室

❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
玉生教室 塩谷郡塩谷町玉生853-3
TEL0287-45-0135
船生教室 塩谷郡塩谷町船生9000 清水（旧ヤナセストアー前）
TEL0287-47-0466

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
おもちゃの町教室 下都賀郡壬生町幸町4-7-13 杉山アパート102号室
TEL0282-86-0094
上稲葉教室 下都賀郡壬生町羽生田2440-2 TEL0282-82-6730
国谷教室
下都賀郡壬生町落合1-17-7 TEL0282-82-6586
壬生大師町教室 下都賀郡壬生町大師町14-25 TEL0282-82-7174
壬生本丸教室 下都賀郡壬生町本丸2-6-1 TEL0282-82-6015
安塚教室
下都賀郡壬生町安塚878-26 TEL0282-86-2083

けんもくスクール
❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
大宮教室 塩谷郡塩谷町大宮2013-1 大宮小学校近く
TEL0287-46-0278

学

株式会社

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
下都賀郡壬生町幸町4-4-10
TEL0282-86-6760

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
玉生教室 塩谷郡塩谷町玉生438-6
TEL0287-45-1301
船生教室 塩谷郡塩谷町船生3503
TEL0287-47-0408

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

学研

塩谷町

買 う

壬生町

❖特典内容/見学の方に英語、数学いづれかの教材を進呈、2人
目のお子様から入学金が半額
下都賀郡野木町野木544
TEL0280-57-3828

市町別インデックス

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
祖母井教室 芳賀郡芳賀町稲毛田1902-47 TEL028-677-1026
南高根沢教室 芳賀郡芳賀町八ツ木503-5 南高根沢簡易郵便局2F
TEL028-677-0322

2016年2月19日現在
市町別インデックス

株式会社

開倫塾

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

買 う

公文式

黒田原教室

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
那須郡那須町寺子乙4014-9
TEL0287-72-5268

けんもくスクール
❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
伊王野教室 那須郡那須町伊王野1609 TEL028-686-3661
黒田原教室 那須郡那須町寺子丙3-40 TEL0287-72-5180

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
田中教室 那須郡那須町寺子乙1036 田中地区コミュニティーセンター内
TEL0287-72-1276
迯室教室 那須郡那須町豊原丙2029 迯室公民館内
TEL0287-72-0979
TEL028-686-3661
那須教室 那須郡那須町寺子乙2599-3

那珂川町

融

上野楽器

馬頭センター

住まい

❖特典内容/18歳未満の教室入会者に入会記念品を贈呈、他の
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/18歳未満の教室入会者の入会金5,400
円を全額免除
那須郡那珂川町馬頭607
TEL0287-28-5855

理容・美容室

学研 おがわ教室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/体験又は入会でジャンボ漢字表をプレゼント、他
のサービスとの併用は不可
那須郡那珂川町芳井248
TEL0120-889-100

公文式
❖特典内容/事前に電話の上来室の方に家庭教育の参考となる
冊子を進呈、希望により学力診断とアドバイスなどを実施
小川教室 那須郡那珂川町小川2783-1 TEL0287-96-3347
馬頭教室 那須郡那珂川町馬頭295
TEL0287-92-0002

真 健康・美容

けんもくスクール

クリーニング

❖特典内容/そろばん教室・書道教室の各入学金1,000円、そろ
ばん・書道両方で入学金1,000円の上書道の月謝を1,000円引
★ゴールドサービス/そろばん教室に入学の方にさらにマグ
ネット付下敷きをプレゼント、書道教室に入学の方にさらに
硬筆用マット下敷きをプレゼント
小川教室 那須郡那珂川町小川2840-4 小川小学校前
TEL0287-96-2318

その他

❖特典内容/入会金1,000円
★ゴールドサービス/入会の方にさらにマグネット付下敷きプ
レゼント
大山田教室 那須郡那珂川町大山田下郷1581 下郷公民館内
TEL0287-92-4021
田町教室
那須郡那珂川町馬頭230-1 うおまつ横
TEL0287-92-4021

71

茨城県

那須校

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
那須郡那須町寺子乙3967-252
TEL0287-71-2343

家庭教師のふぁいと
❖特典内容/入会の方に1,000円分のギフトカードをプレゼン
ト、当グループで行っている他の割引との併用は不可
茨城県水戸市南町3-3-43 小林ビル5F-B TEL029-222-1871

株式会社

開倫塾

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
石岡校
茨城県石岡市東光台1-10-12 TEL0299-26-5855
石下校
茨城県常総市新石下206-1 TEL0297-44-8951
岩井校
茨城県坂東市岩井2727-1
TEL0297-44-8543
茨城県猿島郡境町長井戸216-3 TEL0280-81-1175
境町
三和校
茨城県古河市諸川475-1
TEL0280-23-5701
下館校
茨城県筑西市丙196
TEL0296-23-1355
下妻校
茨城県下妻市下妻乙98-1
TEL0296-30-0551
総和校
茨城県古河市上辺見2-2887 TEL0280-32-6515
水海道校 茨城県常総市水海道宝町2741-1 TEL0297-44-8564
守谷校
茨城県守谷市松ヶ丘3-20-2 TEL0297-44-8292
谷田部校 茨城県つくば市台町2-1-3 2F TEL029-886-8504
八千代校 茨城県結城郡八千代町菅谷638-1 TEL0296-48-3721
結城校
茨城県結城市結城13651
TEL0296-32-9941

群馬県
家庭教師のぐんぐん （株式会社マックス）
❖特典内容/申込の方にサポート講習割引クーポンプレゼント
群馬県高崎市あら町129-1 1F
TEL0120-88-5574

株式会社

開倫塾

❖特典内容/教育イベントへ無料招待、入会金5,400円引
群馬県伊勢崎市茂呂町2-2838-1 TEL0270-50-0841
伊勢崎校
伊勢崎東校 群馬県伊勢崎市昭和町3833 TEL0270-61-8652
邑楽校
群馬県邑楽郡邑楽町中野4680-5 TEL0276-88-7000
太田鳥山校 群馬県太田市鳥山上町1567-2 TEL0276-25-8020
太田東校
群馬県太田市台ノ郷207 TEL0276-46-9666
開倫個別大泉校 群馬県邑楽郡大泉町日の出37-1 TEL0276-61-3412
開倫個別鳥山校 群馬県太田市鳥山上町1567-2 TEL0276-56-9230
桐生相生校 群馬県桐生市相生町5-272-10 TEL0277-46-9511
個別邑楽校 群馬県邑楽郡邑楽町中野2923-1 TEL0276-88-6790
新桐生校
群馬県桐生市広沢町2-3126-7 TEL0277-55-4105
群馬県太田市大原町298-17 TEL0277-78-7186
薮塚校

埼玉県
「オンラインゼミ」のＣＫＣネットワーク株式会社
❖特典内容/Ｗｅｂ授業を1ヵ月間無料体験、希望者に受講用
Ｗｅｂカメラ＆イヤフォンマイクプレゼント、入会金無料
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-49-8 GMビル6F
TEL048-612-5696

その他の県
ＩｎｓｔａＢｉｚオンラインビジネス英会話／ＩｎｓｔａＫｉｄｓオンライン英会話
❖特典内容/カスタマーサポートへ連絡でコースプランに応じ
て無料レッスンプレゼント
東京都港区三田3-5-21 三田北島ビル10F TEL050-5875-6068

家庭教師のピース
❖特典内容/QUOカード2,000円分プレゼント
長野県長野市鶴賀田町2119 玉木ビル2F TEL0120-059-121

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

育児・家事

おそうじ本舗

宇都宮野沢店

❖特典内容/キャンペーン商品を除く全商品10％引
宇都宮市野沢町187-27
TEL0120-98-1901

※アイウエオ順

佐野市
おそうじ本舗

館林駅前店

❖特典内容/全商品10％引（キャンペーン商品を除く）
佐野市飯田町704-2
TEL0120-624-426

株式会社 オリエンタルシステムズ 託児室チャイルドランド フェドラ佐野店
❖特典内容/ベビーシッター会員及び託児会員入会金無料
佐野市高萩町1340 フェドラP&D内
TEL0283-27-0750

株式会社 ジャスト 宇都宮支店
❖特典内容/初回設置工事費用1,500円引
宇都宮市さつき2-3-6
TEL028-655-7722

ダスキン つるた支店

足利市

ニチイライフ ニチイケアセンター鹿沼
❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」
をお伝え下さい
鹿沼市上野町320-3 高橋ビル1F103号室 TEL0120-212-295

ヤマトホームコンビニエンス株式会社 宇都宮支店

❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」
をお伝え下さい
ニチイケアセンター足利 足利市田中町946-5 高雄ハイツ102
ニチイケアセンター足利東山 足利市助戸東山町865-2
ニチイケアセンターおりひめ 足利市本城3-2008 アーバンハイム森島102,103

栃木市

日光市
ダスキンフォワード 日光店
❖特典内容/毎月1回以上の指定定期サービス契約の方はサー
ビス金額の10％引
日光市大室1839-51
TEL0288-26-0961
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その他

ニチイライフ ニチイケアセンター栃木
❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」
をお伝え下さい
栃木市平柳町3-38-10
TEL0120-212-295

❖特典内容/快適生活サポートサービス1,000円引き、各種
サービスご利用でクロネコヤマトオリジナルミニカープレ
ゼント
鹿沼市流通センター86
TEL0289-76-6695

クリーニング

TEL0120-212-295

真 健康・美容

ニチイライフ

鹿沼市

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」
をお伝え下さい
宇都宮市城東2-26-40
TEL0120-212-295

保育所ちびっこランド イオンタウン佐野園
❖特典内容/月保育入園料半額
佐野市浅沼町742 イオンタウン佐野1F TEL0283-85-8711

理容・美容室

ニチイライフ ニチイケアセンター宇都宮

ニチイライフ ニチイケアセンター佐野
❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」
をお伝え下さい
佐野市堀米町3195 リバーフロント1F（101号）TEL0120-212-295

住まい

ダスキンフォワード 宇都宮東店
❖特典内容/毎月1回以上の指定定期サービス契約の方はサー
ビス金額の10％引
宇都宮市東町32
TEL028-660-8071

ダスキン 金子
❖特典内容/毎月1回以上の指定定期サービス契約でサービス
金額10％引
佐野市富岡町1437
TEL0283-21-2299

融

❖特典内容/1回16,000円以上の利用で5％引、毎月1回以上の
定期サービス契約の方は初回サービス料金の20％引、他の
引特典との併用は不可
★ゴールドサービス/ダスキングッズプレゼント
宇都宮市鶴田町1975-5
TEL028-648-0074

株式会社 マルヤ
❖特典内容/お子様が口に入れても安心な消臭剤または100％
エコ洗剤をプレゼント
★ゴールドサービス/小学生以下のお子様がいるご家庭で
10,000円以上定期ご契約の方に年2回2,500円引
佐野市若宮上町2-24
TEL0283-23-0382

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

株式会社 キッズコーポレーション（ベビーシッターサービス）
❖特典内容/ベビーシッター入会金無料
宇都宮市南大通り2-6-1 KIDS 1ST BLD TEL028-638-7010

学

株式会社 オリエンタルシステムズ 託児室チャイルドランド
❖特典内容/ベビーシッター会員及び託児会員入会金無料
駅東店
宇都宮市元今泉5-4-5
TEL028-662-3903
東武駅前店
宇都宮市泉町1-26
TEL028-643-1711
ベルモール店 宇都宮市陽東6-5-1 ベルモール内B棟1F
TEL028-613-5185

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮市

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

矢板市

小山市

買 う

株式会社 オリエンタルシステムズ 託児室チャイルドランド

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/ベビーシッター会員及び託児会員入会金無料
小山城東店 小山市城東6-3-12 シャンテビル2F
TEL0285-30-3393
ハーヴェストウオーク小山店 小山市喜沢1475
おやまゆうえんハーヴェストウォーク内
TEL0285-20-1650

すずらん保育園
❖特典内容/月保育は教材プレゼント、一時保育は1世帯1回限
り初回2時間以上利用の場合1時間サービス
★ゴールドサービス/月保育：入園料1万円半額、一時保育：1番
上の子の保育料半額
小山市東間々田2-36-19
TEL0285-41-5869

学

ニチイライフ

TEL0120-212-295

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」をお伝え下さい
ニチイケアセンターおやま
小山市神鳥谷2-13-14
ニチイケアセンター小山城東 小山市城東1-6-42 第3高岩ビル1F

ダスキン 中支店
❖特典内容/毎月1回以上の指定定期サービス契約の方はサー
ビス金額の10％引
矢板市中字下原150-254
TEL0287-43-5721

ダスキンフォワード
❖特典内容/毎月1回以上の指定定期サービス契約の方はサー
ビス金額の10％引
矢板市中150-254
TEL0287-43-5681

那須塩原市
たんぽぽ母乳育児相談室
❖特典内容/母乳育児相談、各種クラス参加費より10％引、各1回
★ゴールドサービス/同割引を3回まで適用
那須塩原市槻沢420-42
TEL0287-37-3028

さくら市
ダスキンフォワード 氏家店
❖特典内容/毎月1回以上の指定定期サービス契約の方はサー
ビス金額の10％引
さくら市馬場403-2 ハイクオリティハイツ5-108 TEL028-682-7921

真岡市
ニチイライフ ニチイケアセンター真岡
❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」をお伝え下さい
真岡市東光寺1-16-5
TEL0120-212-295

ニチイライフ ニチイケアセンター益子

融

❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」
をお伝え下さい
芳賀郡益子町七井2402-1
TEL0120-212-295

住まい

大田原市
ニチイライフ

益子町

高根沢町

TEL0120-212-295

理容・美容室

❖特典内容/デビュープラン特別価格、スポットプラン5％引
※お問合せ時に法人ID「0073」をお伝え下さい
ニチイケアセンター大田原
大田原市佐久山3227
ニチイケアセンター大田原中央 大田原市城山1-5-23

ダスキンフォワード 高根沢店

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/毎月1回以上の指定定期サービス契約の方はサー
ビス金額の10％引
塩谷郡高根沢町光陽台5-2-13
TEL028-675-4113

交通・旅行
市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

真 健康・美容

宇都宮市
運転代行

輝

足利市

宇都宮営業所

❖特典内容/利用ごとに100円引
宇都宮市五代3-9-16

TEL0282-21-7010

クリーニング

オリックスレンタカー

その他

❖特典内容/チャイルドシート1台無料
宇都宮駅西口店 宇都宮市大通り4-3-19
宇都宮駅東口店 宇都宮市東宿郷1-5-19
宇都宮二荒町店 宇都宮市二荒町9-5
宇都宮陽東店
宇都宮市陽東1-9-23
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※アイウエオ順

オリックスレンタカー 足利市駅南口店
❖特典内容/チャイルドシート1台無料
足利市田中町934-1

TEL0284-73-2543

佐野市
TEL028-627-0543
TEL028-651-2543
TEL028-632-5515
TEL028-683-2543

オリックスレンタカー 佐野店
❖特典内容/チャイルドシート1台無料
佐野市浅沼町467-2

TEL0283-27-1543

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

日光市

益子町
有限会社

岩崎観光社

小山市

壬生町

オリックスレンタカー 小山駅前店
❖特典内容/チャイルドシート1台無料
小山市駅東通り2-22-6

運転代行

TEL0285-22-3543

真岡市

有限会社

那須塩原市

福田観光社

❖特典内容/ホテル・旅館宿泊時にお子様へジュース1本サー
ビス（条件有）、パッケージツアー利用の際にチョッピリプレ
ゼント、誕生日に旅行のお子様に記念品プレゼント
★ゴールドサービス/金婚式・銀婚式・結婚式に伴うご旅行10
名様以上でご利用の場合にワインをプレゼント
下都賀郡壬生町通町9-28
TEL0282-82-0206

那須町

オリックスレンタカー 那須塩原駅前店
❖特典内容/チャイルドシート1台無料
那須塩原市沓掛1-2-3

TEL0287-67-1543

群馬県

上三川営業所

❖特典内容/利用ごとに100円引
河内郡上三川町上蒲生2075-3 浜野ビル2F TEL0282-21-7010

わたらせ渓谷鐵道株式会社
❖特典内容/トロッコわっしー号に乗車した方にわっしース
テッカーを1枚プレゼント。
群馬県みどり市大間々町大間々1603-1 TEL0277-73-2110

自動車 情報・通信 写

金 融
市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

足利銀行

アフラックサービスショップ 宇都宮馬場通り店
❖特典内容/保険無料相談の方にいっしょダックストラップを
プレゼント
宇都宮市馬場通り4-3-7
TEL0120-788-611

烏山信用金庫

74

その他

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
宇都宮支店
宇都宮市元今泉4-8-16 TEL028-636-6611
宇都宮南支店 宇都宮市花房2-9-5
TEL028-633-3121
宇都宮市下岡本町2415-1 TEL028-673-0925
岡本支店
平出支店
宇都宮市陽東4-8-30
TEL028-662-1462
平松支店
宇都宮市平松本町330-1 TEL028-639-0211
御幸ヶ原支店 宇都宮市御幸ヶ原町82-7 TEL028-664-1511

クリーニング

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
インターパークローンセンター 宇都宮市インターパーク3-3-4
足利銀行インターパーク支店内
TEL028-655-7010
宇都宮西ローンセンター 宇都宮市鶴田1-7-5 あしぎんビル2F
TEL028-648-6660
宇都宮東ローンセンター 宇都宮市陽東6-4-17
足利銀行宇都宮東支店内
TEL028-660-1511
FKDローンセンター
宇都宮市今泉町237
福田屋ショッピングプラザ1F
TEL028-624-1060

※アイウエオ順

真 健康・美容

宇都宮市

理容・美容室

特典内容は変更されている場合もありますの
で、お店に確認してください。

住まい

輝

TEL0287-62-5151

融

上三川町
運転代行

那須中央観光バス株式会社
❖特典内容/5％引
那須郡那須町高久甲4008-10

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

TEL0285-83-9551

TEL0282-21-7010

学

オリックスレンタカー 真岡駅前店
❖特典内容/チャイルドシート1台無料
真岡市並木町1-13-12

輝

❖特典内容/利用ごとに100円引
おもちゃのまち本社 下都賀郡壬生町緑町1-16-6 臼井ビル2F
壬生営業所
下都賀郡壬生町壬生甲3801-6

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/指定のパッケージツアー3％引、育成会・子供会で
貸切観光バス利用1団体に1組ディズニーリゾートペアチ
ケットプレゼントほか
芳賀郡益子町七井22-3
TEL0285-72-2446

買 う

日晃バス有限会社
❖特典内容/子供のみポイントカード作成
★ゴールドサービス/オリジナルツアーの場合日帰り旅行のみ
お子様3人以上で1人無料
日光市沓掛309
TEL0288-26-8112

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

栃木銀行

栃木銀行

買 う
食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金
融
住まい
理容・美容室

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
旭町出張所
宇都宮市旭2-9-9
TEL028-634-7417
石井町支店
宇都宮市石井町2805-8 TEL028-663-2323
泉が丘支店
宇都宮市泉が丘2-2-3
TEL028-660-2841
宇都宮駅前支店 宇都宮市駅前通り2-3-7 TEL028-633-6251
宇都宮北支店 宇都宮市岩曽町1354
TEL028-662-0321
宇都宮東支店 宇都宮市東宿郷3-2-12 TEL028-633-4311
宇都宮西支店 宇都宮市小幡2-6-17
TEL028-622-1721
大曽支店
宇都宮市大曽4-8-14
TEL028-643-5681
河内支店
宇都宮市中岡本3713-124 TEL028-673-7211
清原出張所
宇都宮市清原台5-15-18 TEL028-667-5541
済生会宇都宮病院出張所 宇都宮市竹林町910-1
済生会宇都宮病院内
TEL028-626-5700
三の沢支店
宇都宮市鶴田町2-3-3
TEL028-648-7711
雀宮支店
宇都宮市高砂町14-3
TEL028-653-7841
鶴田支店
宇都宮市鶴田町161-1 TEL028-647-3111
テクノポリス支店 宇都宮市ゆいの杜3-2-20 TEL028-667-8801
とちぎんプラザローンセンター
宇都宮市西2-1-18
TEL028-636-5600
戸祭支店
宇都宮市中戸祭1-7-1
TEL028-625-3281
南宇都宮出張所 宇都宮市菊水町14-5
TEL028-639-7871
南御幸出張所 宇都宮市御幸町45-1
TEL028-660-6691
馬場町支店
宇都宮市馬場通り1-1-1 シティタワー宇都宮
TEL028-622-8141
兵庫塚支店
宇都宮市みどり野町15-7 TEL028-655-1621
平松支店
宇都宮市平松本町777-1 TEL028-660-2971
星が丘出張所 宇都宮市下戸祭2-4-5
TEL028-624-8401
本店営業部
宇都宮市西2-1-18
TEL028-633-1241
緑町出張所
宇都宮市緑2-22-1
TEL028-659-8811
峰町出張所
宇都宮市峰2-28-9
TEL028-639-1492
御幸ヶ原支店 宇都宮市御幸ヶ原町77-5 TEL028-663-2041
簗瀬支店
宇都宮市東簗瀬1-3-21 TEL028-638-9243
陽東桜が丘支店 宇都宮市陽東6-12-20 TEL028-662-8320
陽東ローンプラザ 宇都宮市陽東6-12-20 TEL028-662-8355
陽南支店
宇都宮市宮本町17-7
TEL028-658-1261
若草支店
宇都宮市若草5-13-28 TEL028-624-4851
とちぎんサポートセンター 宇都宮市松が峰1-3-20
とちぎんビル別館
TEL028-633-1253

足利市

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
足利支店
足利市伊勢町1-6-10
TEL0284-41-7348
足利南支店
足利市朝倉町3-20-13 TEL0284-72-7351
山川町出張所 足利市山川町97-11
TEL0284-41-3113

栃木市
足利小山信用金庫 栃木卸センター支店
❖特典内容/対象商品の金利を優遇
栃木市樋ノ口町455-4

足利銀行

自動車 情報・通信 写
真 健康・美容
クリーニング

足利銀行

足利ローンセンター

その他

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
足利市田中町31-8 足利銀行足利支店内 TEL0284-74-1113

75

栃木ローンセンター

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
栃木市昭和町7-7 足利銀行新栃木支店内 TEL0282-23-9017

栃木銀行
❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
大平支店
栃木市大平町新1520-4
TEL0282-43-7555
栃木北支店 栃木市大町32-30
TEL0282-20-3311
栃木支店
栃木市泉町10-7
TEL0282-22-2505
栃木西支店 栃木市片柳町1-3-3
TEL0282-22-8151

佐野市
足利銀行

佐野ローンセンター

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
佐野市高砂町2806 足利銀行高砂町出張所内 TEL0283-22-5661

栃木銀行
❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
佐野支店
佐野市亀井町2665 TEL0283-24-2121
佐野東支店
佐野市浅沼町418-1 TEL0283-24-3311
佐野ローンプラザ 佐野市亀井町2665 TEL0283-24-2191

鹿沼市

足利小山信用金庫
❖特典内容/対象商品の金利を優遇
小俣支店
足利市小俣町501-5
TEL0284-64-1211
北支店
足利市江川町1-17-15 TEL0284-44-1151
毛野支店
足利市八椚町485-1
TEL0284-43-1100
助戸支店
足利市芳町23-1
TEL0284-41-6121
富田支店
足利市多田木町74-1
TEL0284-91-0429
福居支店
足利市福居町624-3
TEL0284-71-1351
南支店
足利市八幡町1-2-6
TEL0284-72-8311
山前支店
足利市鹿島町1109-1
TEL0284-62-7111
ローンプラザ足利 足利市今福341-11
TEL0284-21-8142
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
葉鹿支店
足利市葉鹿町1-24-4
TEL0284-62-0111
本店営業部
足利市井草町2407-1
TEL0284-21-8101
八幡支店
足利市八幡町519-6
TEL0284-71-1174

TEL0282-20-5551

足利銀行

鹿沼ローンセンター

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
鹿沼市貝島町503 足利銀行鹿沼東支店内 TEL0289-63-2822

栃木銀行
❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
鹿沼支店
鹿沼市蓬莱町1011-1
TEL0289-62-4191
鹿沼東支店 鹿沼市栄町1-1-4
TEL0289-63-2531

日光市
足利銀行

今市ローンセンター

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
日光市今市704 足利銀行今市支店内
TEL0288-22-1040

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

大田原信用金庫

栃木銀行
❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
大田原支店
大田原市山の手1-6-5 TEL0287-22-3146
大田原西支店
大田原市美原1-5-42 TEL0287-23-1166
大田原ローンプラザ 大田原市美原1-5-42 TEL0287-24-6551
大田原市薄葉2207-38 TEL0287-29-1585
野崎出張所

小山ローンセンター

栃木銀行

大田原信用金庫

栃木銀行

真岡信用組合

足利銀行

大田原信用金庫
❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
那須塩原市末広町53-107 TEL0287-62-0678
黒磯支店
西那須野支店 那須塩原市永田町5-1
TEL0287-36-1255
東那須野支店 那須塩原市大原間378-1 TEL0287-65-2031

栃木銀行
❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
黒磯支店
那須塩原市本町8-4
TEL0287-62-2323
黒磯西支店
那須塩原市末広町53-76 TEL0287-64-3811
西那須野支店 那須塩原市永田町4-11 TEL0287-36-2115
三島支店
那須塩原市三島3-6-3
TEL0287-38-0810

大田原ローンセンター

さくら市
足利銀行

氏家ローンセンター

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
さくら市氏家2517 足利銀行氏家支店内 TEL028-682-2321

76

その他

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
大田原市浅香3-3601 足利銀行大田原南出張所内 TEL0287-24-3741

クリーニング

大田原市

黒磯ローンセンター

真 健康・美容

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
荒町支店
真岡市荒町1080-1
TEL0285-85-0800
長田支店
真岡市長田187-5
TEL0285-82-6311
本店営業部 真岡市並木町1-13-1
TEL0285-82-3401

足利銀行

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
那須塩原市本町7-6 足利銀行黒磯支店内 TEL0287-62-6477

自動車 情報・通信 写

栃木銀行
❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
真岡支店
真岡市田町2306
TEL0285-82-2131
真岡西支店 真岡市上高間木2-16-5
TEL0285-83-8801

那須塩原市

理容・美容室

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
真岡市荒町2169 足利銀行真岡支店内 TEL0285-82-8956

住まい

真岡ローンセンター

矢板支店

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
矢板市鹿島町11-51
TEL0287-43-1223

真岡市
足利銀行

矢板支店

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
矢板市木幡1369-9
TEL0287-43-4646

融

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
小山支店
小山市宮本町2-3-15 TEL0285-22-1421
小山東支店
小山市駅南町4-13-20 TEL0285-27-3581
小山ローンプラザ 小山市駅南町4-13-20 TEL0285-27-7660
間々田支店
小山市乙女3-15-15 TEL0285-45-7111

矢板市

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

足利銀行

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
小山市東城南4-6-10 足利銀行小山南支店内 TEL0285-28-1150

黒羽支店

学

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
粟宮支店
小山市粟宮746-2
TEL0285-21-3011
小山市駅東通り2-38-3 TEL0285-24-4311
駅東支店
城東支店
小山市城東6-10-10 TEL0285-24-6001
城南支店
小山市東城南5-6-11 TEL0285-27-4511
間々田支店
小山市間々田1179
TEL0285-45-1152
ローンプラザ小山 小山市東城南5-6-11 TEL0285-31-0208
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
小山営業部
小山市城山町1-3-27 TEL0285-23-2451

烏山信用金庫

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
大田原市黒羽向町1-6
TEL0287-54-1161

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

足利小山信用金庫

買 う

小山市

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
お客様相談プラザ 大田原市中央1-10-5 TEL0287-24-0066
野崎支店
大田原市薄葉2287-9 TEL0287-29-1221
本店営業部
大田原市中央1-10-5 TEL0287-22-3130
南支店
大田原市元町1-7-10 TEL0287-23-7650
美原支店
大田原市美原1-6-14 TEL0287-22-3800

市町別インデックス

栃木銀行
❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
今市支店
日光市今市1122-2
TEL0288-22-1051
大沢支店
日光市木和田島1526-48 TEL0288-26-6950
鬼怒川支店 日光市鬼怒川温泉大原1407-9 TEL0288-77-0012
日光支店
日光市本町1-2
TEL0288-54-2155

2016年2月19日現在
市町別インデックス

烏山信用金庫

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

茂木町

氏家支店

買 う

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
さくら市卯の里3-30-1
TEL028-681-7211

栃木銀行

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
氏家支店
さくら市氏家2534
TEL028-682-2711
喜連川出張所 さくら市喜連川4408-1 TEL028-686-2211

烏山信用金庫

栃木銀行

茂木支店

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
芳賀郡茂木町茂木2146-2
TEL0285-63-1211

那須烏山市

芳賀町

烏山信用金庫

学

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
大金支店
那須烏山市田野倉8-1
TEL0287-88-7000
本店営業部 那須烏山市中央2-4-17
TEL0287-84-1511

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

栃木銀行

茂木支店

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
芳賀郡茂木町茂木1497-1
TEL0285-63-1241

真岡信用組合

芳賀支店

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
芳賀郡芳賀町祖母井516-2
TEL028-677-0138

烏山支店

壬生町

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
那須烏山市金井1-8-16
TEL0287-82-3132

栃木銀行

下野市

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
おもちゃのまち支店
下都賀郡壬生町幸町1-4-5
TEL0282-86-2288
壬生支店 下都賀郡壬生町大師町29-10 TEL0282-83-5911

足利小山信用金庫

融

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
石橋支店
下野市石橋235-5
小金井支店 下野市川中子3328-153

住まい

足利銀行

TEL0285-53-1150
TEL0285-44-5522

下野ローンセンター

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/対象商品の金利優遇幅を優遇
下野市石橋833 足利銀行石橋支店内
TEL0285-53-1577

理容・美容室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
石橋支店
下野市石橋427-4 TEL0285-53-1330
小金井支店
下野市駅東2-8-8
TEL0285-44-8488
自治医大駅前出張所 下野市祇園1-16-3 TEL0285-40-6698

上三川町
上三川支店

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
河内郡上三川町しらさぎ1-35-1
TEL0285-56-2521

真 健康・美容

益子町
栃木銀行

益子支店

クリーニング

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
芳賀郡益子町益子2770-1
TEL0285-72-7411

その他

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
七井支店 芳賀郡益子町大沢19-1
TEL0285-72-2503
TEL0285-72-3221
益子支店 芳賀郡益子町益子1711-4

真岡信用組合

77

足利小山信用金庫

野木支店

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
下都賀郡野木町丸林416-6

栃木銀行

栃木銀行

栃木銀行

野木町
TEL0280-57-3411

野木支店

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
下都賀郡野木町丸林200-5
TEL0280-57-1331

高根沢町
烏山信用金庫

宝積寺支店

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
塩谷郡高根沢町光陽台1-9-1
TEL028-675-4511

栃木銀行

宝積寺支店

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
塩谷郡高根沢町宝積寺2318-9
TEL028-675-4231

那須町
大田原信用金庫

黒田原支店

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
那須郡那須町寺子丙2-73
TEL0287-72-1131

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

埼玉県

高部支店

栃木銀行

❖特典内容/対象商品の金利を優遇
★ゴールドサービス/さらに対象商品の金利を優遇
茨城県常陸大宮市高部386-4
TEL0295-58-2011

古河支店

群馬県
栃木銀行

住まい
市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

※アイウエオ順

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

とちぎ笑顔つぎつぎカードは18歳になって
最初の3月31日まで利用できます！

学

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
太田支店 群馬県太田市飯田町214
TEL0276-45-7131
前橋支店 群馬県前橋市表町2-10-19 TEL027-289-5121

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

栃木銀行

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
茨城県古河市雷電町10-50
TEL0280-32-8111

❖特典内容/対象商品の金利優遇幅を優遇
大袋支店 埼玉県越谷市袋山1425-1
TEL048-975-7161
大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区上小町482-1 TEL048-644-8111
蒲生支店 埼玉県越谷市蒲生旭町10-12 TEL048-985-8811
蒲生西支店 埼玉県越谷市南越谷5-16-17 TEL048-988-3111
吉川支店 埼玉県吉川市保1-20-1
TEL048-983-1311
久喜支店 埼玉県久喜市久喜東3-22-16 TEL0480-22-9711
越谷支店 埼玉県越谷市越ヶ谷1-9-19 TEL048-966-2176
越谷西支店 埼玉県越谷市赤山本町10-15 TEL048-964-1811
越谷ローンプラザ
埼玉県越谷市越ケ谷1-9-19 越谷支店2F TEL048-966-2180
相模町出張所 埼玉県越谷市相模町3-114-1 TEL048-986-4511
幸手支店 埼玉県幸手市中2-2-8
TEL0480-43-2221
せんげん台支店
埼玉県越谷市千間台東2-2-14 TEL048-979-2111
武里支店 埼玉県春日部市大場1120-1 TEL048-737-5111
東大宮支店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-2-7 TEL048-688-1321
東越谷支店 埼玉県越谷市東越谷4-29-12 TEL048-964-8111
松伏支店 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉1-7-1 TEL048-992-2555
三郷中央支店 埼玉県三郷市中央1-4-9
TEL048-950-8090
弥十郎支店 埼玉県越谷市弥十郎119-6 TEL048-977-2331

買 う

烏山信用金庫

市町別インデックス

茨城県

融

For

You

House

ＫＡＴＡＹＡＭＡ株式会社

アイフルホーム

アパマンショップ

株式会社 ＣＩＣ情報センター 売買住宅事業部 売買仲介課
❖特典内容/成約時に1万円分の商品券プレゼント
宇都宮市今泉町383
TEL028-627-9881

株式会社 ＴＳコーポレーション 不動産コンサルティングオフィス アンドプレイス
❖特典内容/成約いただいた方へクオカード3,000円分プレゼト
宇都宮市駒生町1359-14
TEL028-611-1425

パナホーム北関東

78

その他

株式会社

❖特典内容/来場時アンケートにお答え頂い方に500円の図書
券プレゼント
宇都宮市細谷町753-3 TEL028-621-1421
宇都宮西展示場
宇都宮ベルモール展示場 宇都宮市陽東6-2-2 TEL028-683-2110

クリーニング

❖特典内容/成約時に3,000円分の商品券プレゼント
今泉店
宇都宮市今泉町383
TEL028-627-5900
宇都宮駅東店 宇都宮市東宿郷3-9-13 TEL028-633-6100
宇都宮市駅前通り3-1-10 TEL028-637-0403
駅前通り店
岡本店
宇都宮市下岡本町4076 TEL028-671-8011
テクノポリスセンター店
宇都宮市ゆいの杜3-3-33 TEL028-670-5510
宇都宮市下栗町2935-20 TEL028-614-4333
平成通り店

エステート住宅産業株式会社
❖特典内容/注文住宅・建売住宅を成約の方に商品券10万円分
プレゼント
★ゴールドサービス/さらに、東京ディズニーリゾート1デ―
パスポートを同居家族分進呈
宇都宮市駅前通り1-1-5
TEL028-621-0362

真 健康・美容

❖特典内容/アンケート回答の方にクオカード500円分1家族
1枚プレゼント、成約の場合建物本体価格の1％引、他のキャ
ンペーン・特典等との併用は不可
宇都宮市西川田町245-1 フェアリィ・スクエア内
西川田展示場
TEL028-645-0081
ベルモール展示場 宇都宮市陽東6-2-2 TBSハウジング内
TEL028-678-6175

エステート住宅株式会社 大塚町モデルハウス
❖特典内容/注文住宅・建売住宅を成約の方に商品券10万円分
プレゼント
★ゴールドサービス/さらに、東京ディズニーリゾート1デ―
パスポートを同居家族分進呈
宇都宮市大塚町12-18
TEL028-678-9657

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/指定サイトでガス給湯器購入の方に3,000円（税
込）引、灯油配達エリア内配達金額2円/ℓ引
宇都宮市峰3-19-1
TEL028-633-2691

TEL028-660-0122

理容・美容室

❖特典内容/契約時Ｔポイント2倍サービス
宇都宮市岩本町296-2
TEL028-624-2846

エステート管理サービス株式会社
❖特典内容/工事価格の2％引
宇都宮市下川俣町119-1 1F

住まい

宇都宮市

2016年2月19日現在
市町別インデックス

株式会社

横尾材木店

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

宇都宮店

買 う

❖特典内容/分譲住宅又は注文住宅を成約の方に引渡1年後、
マイホーム記念日ケーキプレゼント
宇都宮市元今泉7-16-15 マロニエハイツ今泉 TEL028-613-3391

グランディハウス株式会社

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
宇都宮東支店（グランディプラザ）
宇都宮市中今泉3-1-37
TEL0120-84-2233
本社 宇都宮市大通り4-3-18
TEL0120-26-7777

ケイアイスター不動産株式会社

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
宇都宮ハウジングセンター
宇都宮市宿郷3-9-5
TEL028-610-1170
はなまるハウス宇都宮営業所 宇都宮市鶴田1-3-1
TEL028-612-8872
はなまるハウス宇都宮展示場 宇都宮市元今泉7-3-11
TEL028-612-8188

三和住宅宇都宮東店 みんなの賃貸Ｃafé
❖特典内容/賃貸住宅へ入居契約の方にQUOカード5,000円
分を進呈
宇都宮市下栗町2917-16
TEL028-614-3030

ジェイエルホーム株式会社

融
住まい

❖特典内容/受付時提示で住宅購入金額の3％引、他のキャン
ペーン特典との併用不可
★ゴールドサービス/受付時提示で住宅購入金額の5％引、他
のキャンペーン特典との併用不可
宇都宮市東宿郷5-3-4 ハーモネートビル7F TEL028-638-3609
CRTハウジング宇都宮西展示場 宇都宮市細谷町753-3
TEL028-643-3761

上陽工業株式会社

理容・美容室

❖特典内容/工事発注の方に栃木SC招待券2枚を進呈
★ゴールドサービス/工事発注の方に栃木SC招待券をプラス2
枚進呈
宇都宮市鶴田町189-4
TEL028-648-3634

自動車 情報・通信 写

水彩工房

上戸祭店

❖特典内容/来店の方にプレゼント1つ進呈
★ゴールドサービス/来店の方にプレゼント2つ進呈
宇都宮市上戸祭4-14-16
TEL028-643-1516

積水ハウス株式会社

真 健康・美容
クリーニング

❖特典内容/栃木県内にお子様同居で新築成約の方にエアコン
1台進呈、分譲不動産は除く、他のキャンペーン・特典等との
併用は不可
イズ・ロイエ宇都宮西展示場
宇都宮市細谷町753-3
TEL028-627-5551
宇都宮ベルモール展示場
宇都宮市陽東6-2-2
TEL028-660-9831
シャーウッド宇都宮西展示場
宇都宮市細谷町753-3
TEL028-627-2111

大東建託株式会社

その他

❖特典内容/仲介手数料50％引
宇都宮北支店 宇都宮市越戸町86 コリーヌ・エトワール1F
TEL028-663-7711
宇都宮支店
宇都宮市簗瀬町1784
TEL028-637-4451
宇都宮西店
宇都宮市松原3-9-15
TEL028-624-3565
宇都宮南店
宇都宮市雀の宮1-4-23 TEL028-653-6401
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太陽装建株式会社
❖特典内容/30万円以上の工事のみお子様1名の場合は工事金
額から5％引、お子様2名の場合は工事金額から8％引、指定
地域限定
★ゴールドサービス/30万円以上の工事のみ工事金額から
10％引の他網戸張り替え5枚サービス、
指定地域限定
宇都宮市茂原町967-22
TEL028-653-8263

栃木ミサワホーム株式会社
❖特典内容/来場の方にミッフィージャンボバスタオル、成約
の方に本体価格の5％引
★ゴールドサービス/成約の方にさらに37型テレビ進呈
CRT宇都宮西展示場
宇都宮市細谷753-3
TEL028-627-5151
TBS宇都宮ベルモール展示場
宇都宮市陽東6-2-2
TEL028-662-1708
下野新聞宇都宮西川田展示場
宇都宮市西川田町245-1 TEL028-659-9777
栃木ミサワホームギャラリー
宇都宮市一条2-7-24
TEL028-610-0330

トヨタウッドユーホーム
❖特典内容/来場してアンケート回答の方に500円分のQUO
カードを1家族1枚プレゼント
住まいの情報館 宇都宮市本町13-14 丸井物産ビル2F
TEL028-650-4400
CRTハウジング宇都宮西会場
宇都宮市細谷町753-3 TEL028-650-6277
CRTハウジング宇都宮東総合展示場
宇都宮市元今泉7-1-5 TEL028-689-8223
TBSハウジング宇都宮ベルモール総合展示場
宇都宮市陽東6-2-2
TEL028-683-1333
すまいるプラザ 宇都宮市竹林町1063-3 TEL028-643-5151
西川田展示場
宇都宮市西川田245-1 TEL028-645-6626

福田土木造園株式会社
❖特典内容/庭手入れ依頼の方にエコプランツ1鉢進呈、庭園・
外溝工事成約の方に税抜工事代金から5％引・精算時に果実
苗1本進呈
★ゴールドサービス/庭木手入れ依頼の方はエコプランツ3鉢
に、工事成約の場合は果実苗3本に
宇都宮市下戸祭1-8-13
TEL028-625-1901

富士住建

宇都宮ショールーム

❖特典内容/来場してアンケートにご記入の上住宅の相談をし
た方に景品プレゼント
宇都宮市西川田町931-2
TEL028-684-2701

枡倉建設株式会社
❖特典内容/新築戸建住宅成約の方にIHクッキングヒーター又
は食洗器をプレゼント
★ゴールドサービス/新築戸建住宅契約の方にさらにキッチン
スペース電気式床暖房を1セットサービス
宇都宮市東峰町3040-53
TEL028-683-5555

みんなの賃貸café アパマンショップゆいの杜店
❖特典内容/賃貸住宅へ入居契約の方にQUOカード5,000円
分を進呈
宇都宮市ゆいの杜3-4-3 MTクリアネス101 TEL028-670-1414

有限会社

高橋工業

❖特典内容/修理・リフォーム等の工事を成約時に粗品進呈
★ゴールドサービス/お子様の人数分の粗品を贈呈
宇都宮市下岡本町1948
TEL028-673-2759

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

イオスホーム 足利店

株式会社

安心リフォーム

❖特典内容/成約の際10万円以上100万円以下は本体価格の
1％、100万円以上1,000万円以下は本体価格の2％、1,000
万円以上は本体価格の3％相当の工事券を進呈
足利市本城2-1901-18
TEL0120-28-0406

島田商事

積水ハウス株式会社

足利展示場

大東建託株式会社

たたみ工房 あおき
❖特典内容/畳工事がいっしょの場合加熱殺菌乾燥たたみ1枚
1,050円、
6畳以上の畳表替え工事1,000円引
★ゴールドサービス/畳工事といっしょの場合に障子張替1本
無料
栃木市大平町西水代1552
TEL0282-43-2462

栃木ミサワホーム株式会社 栃木・大平住宅公園展示場
❖特典内容/来場の方にミッフィージャンボバスタオル、成約
の方に本体価格の5％引
★ゴールドサービス/成約の方にさらに37型テレビ進呈
栃木市大平町下皆川694
TEL0282-45-2811

有限会社

丸善工業

❖特典内容/見積金額から1％に子供の人数をかけた分を値引
栃木市惣社町862
TEL0282-27-8531

❖特典内容/来場の方にミッフィージャンボバスタオル、成約
の方に本体価格の5％引
★ゴールドサービス/成約の方にさらに37型テレビ進呈
足利市上渋垂町905-1
TEL0284-70-3151
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その他

栃木ミサワホーム株式会社 CRT足利展示場

サポーズハウス株式会社
❖特典内容/工事内容によりクオカード500円分、ディズニー
リゾートチケット、エアコンをプレゼント
栃木市尻内町156-1
TEL0282-30-1282

クリーニング

❖特典内容/仲介手数料50％引
足利西店
足利市葉鹿町480-2
TEL0284-63-2861
南栃木支店 足利市朝倉町583-2 アルドーレ1F
TEL0284-73-8032

栃木市

真 健康・美容

❖特典内容/栃木県内にお子様同居で新築成約の方にエアコン
1台進呈、分譲不動産は除く、他のキャンペーン・特典等との
併用は不可
足利市上渋垂町905-1
TEL0284-72-6610

有限会社 フセジマ建築
❖特典内容/新築：食器洗浄機1台プレゼント、リフォーム：記
念品プレゼント
足利市藤本町969
TEL0284-72-6753

自動車 情報・通信 写

ケイアイスター不動産株式会社 足利ハウジングセンター
❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
足利市朝倉町2-1-3
TEL0284-73-8828

福富住宅

理容・美容室

株式会社 パナホーム北関東 足利展示場
❖特典内容/来場時アンケートにお答え頂い方に500円の図書
券プレゼント
足利市上渋垂町905-1
TEL0284-71-9091

有限会社

❖特典内容/新築成約：子供部屋の照明器具プレゼント、リ
フォーム：リフォーム工事総額金額より3％引
★ゴールドサービス/新築成約：カード式玄関錠へグレード
アップ、リフォーム：リフォーム工事総額金額より5％引
足利市福富町2011
TEL0284-71-0654

住まい

❖特典内容/修理をご依頼していただいた方節水コマ取付1箇
所サービス
★ゴールドサービス/修理またはリフォームをご依頼いただい
た方10％引
足利市大月町678
TEL0284-41-6120

石井建業

融

株式会社

有限会社

❖特典内容/リフォームの場合総額の3％引、新築の場合お子
様ひとりにつきエアコン1台サービス
★ゴールドサービス/新築の場合防犯セキュリティシステム
サービス
足利市島田町438
TEL0284-73-1831

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

イシンホーム 足利太田
❖特典内容/成約した方で構造見学会･完成見学会を開催した
場合に6帖用エアコン2台プレゼント
足利市本城2-1901-18
TEL0120-48-8219

有限会社 あおいホーム
❖特典内容/成約の方に最大5,000円の商品券をプレゼント
足利市堀込町2625-1
TEL0284-70-6321

学

❖特典内容/来場特典:アンケート記入でお菓子セットプレゼ
ント、成約特典：当社指定の照明器具・全居室カーテン一式・
床暖房+エアコン1台一体型ボイラーのうち1つプレゼン
ト、ただし他のキャンペーン等の併用は不可
★ゴールドサービス/成約の方に室内物干1セットプレゼント
足利市八幡町2-4-17
TEL0284-70-0620

大生建物

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

足利市

日光杉の家

❖特典内容/成約した方で構造見学会･完成見学会を開催した
場合に6帖用エアコン2台プレゼント
足利市本城2-1901-18
TEL0120-42-6670

買 う

トヨタウッドユーホーム株式会社 足利展示場
❖特典内容/来場してアンケート回答の方に500円分のQUO
カードを1家族1枚プレゼント
足利市福居町1600-1
TEL0284-78-6324

市町別インデックス

リクラス
（エステート住宅産業株式会社）
❖特典内容/契約の方は仲介手数料10％引
★ゴールドサービス/契約の方は仲介手数料15％引
泉が丘店 宇都宮市泉が丘2-2-10 優奏佳ガーデンB棟1F
TEL028-663-0032
駅前店
宇都宮市駅前通り3-1-15
TEL028-632-0501
東店
宇都宮市元今泉3-10-19
TEL028-633-3773
南店
宇都宮市滝の原1-3-52
TEL028-632-9400

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

佐野市

有限会社 デザインルームカサイ

買 う

株式会社 パナホーム北関東 佐野展示場
❖特典内容/来場時アンケートにお答え頂い方に500円の図書
券プレゼント
佐野市越名町2040-3
TEL0283-80-8746

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

グランディハウス株式会社

❖特典内容/リフォーム契約の方に代金3％引＋粗品プレゼント
★ゴールドサービス/リフォーム契約の方にリフォーム代金
5％引＋粗品プレゼント
鹿沼市茂呂70-1
TEL0289-76-5411

日光市

両毛支店

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
佐野市茂呂山町3-11
TEL0120-65-1388

ケイアイスター不動産株式会社 佐野ハウジングセンター
❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
佐野市高萩町1332-4
TEL0283-27-0303

学

積水ハウス株式会社 佐野シャーウッド展示場

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/栃木県内にお子様同居で新築成約の方にエアコン
1台進呈、分譲不動産は除く、他のキャンペーン・特典等との
併用は不可
佐野市越名町2040-3
TEL0283-27-1321

大東建託株式会社
❖特典内容/仲介手数料50％引
佐野店
佐野市高萩町1314-5 ウイニング・ワンA101
TEL0283-21-3281
佐野堀米店 佐野市堀米町3124
TEL0283-21-6181

渡辺建築工房
❖特典内容/新築又は契約金額が500万円以上の水周りリ
フォームを契約の方に指定の植木5万円分プレゼント
★ゴールドサービス/通常特典に加えてサービス分植木の運搬
及び植栽費を値引
日光市手岡1023-12
TEL0288-27-0155

小山市
アイフルホーム 小山展示場
❖特典内容/アンケート回答の方にクオカード500円分1家族
1枚プレゼント、成約の場合建物本体価格の1％引、他のキャ
ンペーン・特典等との併用は不可
小山市喜沢1324-1
TEL0285-37-9956

アパマンショップ 不動産販売 エダ住宅本店
❖特典内容/不動産売買仲介手数料10％引、不動産賃貸仲介手
数料10％引
小山市中央町3-3-1
TEL0285-22-7888

住まい

❖特典内容/税抜施工工事代金から5％引、粗品進呈
★ゴールドサービス/税抜施工工事代金から7％引、
粗品進呈
小山市若木町1-22-46
TEL0285-23-4126

トヨタウッドユーホーム株式会社 CRTハウジング佐野総合住宅展示場

❖特典内容/ご利用金額が10,000円以上の場合、総額から
1,000円引
小山市駅東通り1-22-30 TS3ビル4F
TEL0285-32-6765

理容・美容室

融

石塚塗装株式会社

栃木ミサワホーム株式会社 CRT佐野展示場
❖特典内容/来場の方にミッフィージャンボバスタオル、成約
の方に本体価格の5％引
★ゴールドサービス/成約の方にさらに37型テレビ進呈
佐野市越名町2040-7
TEL0283-20-6330

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/来場してアンケート回答の方に500円分のQUO
カードを1家族1枚プレゼント
佐野市越名町2040-3
TEL0283-20-5522

富士住建

佐野ショールーム

❖特典内容/来場してアンケートにご記入の上住宅の相談をし
た方に景品プレゼント
佐野市高萩町454-4
TEL0283-24-7711

有限会社 グローバルアクションパートナーズ

真 健康・美容

❖特典内容/お米販売価格の10％引、不動産仲介手数料10％引
佐野市奈良渕町322-6
TEL0283-23-9155

鹿沼市

クリーニング

鹿沼支店

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
鹿沼市上野町212-3
TEL0120-51-5175

その他

❖特典内容/仲介手数料50％引
鹿沼市緑町1-1-20 大森ビル1F

81

株式会社

鹿沼店
TEL0289-64-2451

パナホーム北関東

❖特典内容/来場時アンケートにお答え頂い方に500円の図書
券プレゼント
小山東展示場 小山市中久喜2-1-23
TEL0285-25-8733
小山南展示場 小山市雨ヶ谷886-1
TEL0285-27-7722

株式会社

武蔵工務店

❖特典内容/見積依頼でプレゼント、来店でプレゼント、成約で
プレゼント
★ゴールドサービス/成約で特別プレゼント
小山市喜沢1470-1
TEL0285-20-0636

株式会社

グランディハウス株式会社

大東建託株式会社

カギのトラブル緊急隊

横尾材木店

小山店

❖特典内容/分譲住宅又は注文住宅を成約の方に引渡1年後、
マイホーム記念日ケーキプレゼント
小山市西城南2-2-7
TEL0285-31-4114

関東アンテナ
❖特典内容/10％引
★ゴールドサービス/15％引
小山市南飯田295-150

TEL0285-45-5362

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

❖特典内容/来場してアンケートにご記入の上住宅の相談をし
た方に景品プレゼント
小山市駅南町2-16-1
TEL0285-31-3777

マンションマーケットサイト 株式会社 桃賢

有限会社

増山ガラス店

大田原市
アパマンショップ

大田原店

❖特典内容/賃貸住宅へ入居契約の方にQUOカード5,000円
分を進呈
大田原市本町1-2695-4 猪瀬ビル
TEL0287-22-3030

グランディハウス株式会社

大田原店

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
大田原市美原1-7-19
TEL0120-78-1414

矢板市
アパマンショップ

矢板店

❖特典内容/賃貸住宅へ入居契約の方にQUOカード5,000円
分を進呈
矢板市中2018-2
TEL0287-43-3030

グランディハウス株式会社

県北支社

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
矢板市鹿島町1-52
TEL0120-50-1855
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その他

リクラス
（エステート住宅産業株式会社）
❖特典内容/契約の方は仲介手数料10％引
★ゴールドサービス/契約の方は仲介手数料15％引
小山店
小山市城北5-2-22
TEL0285-24-6010
小山西口店 小山市城山町3-2-21
TEL0285-30-0353

有限会社 久保九十九組
（くぼつくもぐみ）
❖特典内容/無料見積時に図書券をプレゼント
真岡市田町1624-1
TEL0285-82-2869

クリーニング

❖特典内容/持ち込みアミ戸はりかえ500円引、上限 2,000円
引まで
小山市城山町2-1-23
TEL0285-22-0405

松本建設工業
❖特典内容/成約の方に大工手作りロボットをプレゼント
真岡市物井1286-14
TEL0285-75-7020

真 健康・美容

❖特典内容/賃貸物件成約の場合JCBギフト券3,000円プレゼ
ント、売買物件成約の場合JCBギフト券5,000円プレゼント
小山市駅東通り2-11-1 パークシティ108号 TEL0285-21-4001

有限会社 ハヤセ

自動車 情報・通信 写

小山ショールーム

総合建設業

❖特典内容/見積金額から1％に子供の人数をかけた分を値引
真岡市鹿1654
TEL0285-75-0302

理容・美容室

富士住建

ケイアイスター不動産株式会社 真岡ハウジングセンター
❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
真岡市上高間木3-2-11
TEL0285-80-7337

住まい

トヨタウッドユーホーム株式会社 小山住宅公園展示場
❖特典内容/来場してアンケート回答の方に500円分のQUO
カードを1家族1枚プレゼント
小山市中久喜2-1-23
TEL0285-21-1719

真岡支店

融

❖特典内容/来場の方にミッフィージャンボバスタオル、成約
の方に本体価格の5％引
★ゴールドサービス/成約の方にさらに37型テレビ進呈
CRT小山総合住宅展示場
小山市雨ケ谷886-1
TEL0285-31-3310
小山住宅公園展示場
小山市中久喜2-1-23
TEL0285-25-8889
小山店 小山市喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク内
TEL0285-25-6241

グランディハウス株式会社

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
真岡市大谷台町23-9
TEL0120-51-5170

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

栃木ミサワホーム株式会社

三成ホーム

学

積水ハウス株式会社
❖特典内容/栃木県内にお子様同居で新築成約の方にエアコン
1台進呈、分譲不動産は除く、他のキャンペーン・特典等との
併用は不可
小山シャーウッド展示場 小山市雨ヶ谷886-1 TEL0285-31-3901
小山市中久喜2-1-23 TEL0285-30-7311
小山展示場

株式会社

❖特典内容/新築戸建住宅を契約の方に活水器をプレゼント、
通常3,000円の塗壁体験会に無料参加
真岡市高勢町2-292-4
TEL0285-82-5903

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

ジェイエルホーム株式会社CRTハウジング小山展示場
❖特典内容/受付時提示で住宅購入金額の3％引、他のキャン
ペーン特典との併用不可
★ゴールドサービス/受付時提示で住宅購入金額の5％引、他
のキャンペーン特典との併用不可
小山市雨ヶ谷886-1
TEL0285-32-8133

アイフルホーム 真岡展示場
❖特典内容/アンケート回答の方にクオカード500円分1家族
1枚プレゼント、成約の場合建物本体価格の1％引、他のキャ
ンペーン・特典等との併用は不可
真岡市下高間木1-11-9
TEL0285-84-8556

買 う

ケイアイスター不動産株式会社 小山ハウジングセンター
❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
小山市駅東通り2-32-5
TEL0285-30-1158

市町別インデックス

真岡市

グランディハウス株式会社
❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
小山中央支店（グランディプラザ）
小山市西城南3-18-9
TEL0120-31-0855
県南支社 小山市喜沢1140-112
TEL0120-78-5060

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

那須塩原市

さくら市

買 う

アイフルホーム 那須塩原展示場

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/アンケート回答の方にクオカード500円分1家族
1枚プレゼント、成約の場合建物本体価格の1％引、他のキャ
ンペーン・特典等との併用は不可
那須塩原市南郷屋1-106-7
TEL0287-48-6605

アパマンショップ
❖特典内容/賃貸住宅へ入居契約の方にQUOカード5,000円
分を進呈
那須塩原駅前店 那須塩原市大原間西1-2-19 TEL0287-65-2050
西那須野店
那須塩原市東町10-1
TEL0287-39-5050

株式会社

金剛

学

❖特典内容/自社物件を直接購入で代金の3％引、仲介物件は
仲介手数料の5％を引
那須塩原市下永田1-927-3
TEL0287-46-5071

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

株式会社 パナホーム北関東 那須塩原展示場
❖特典内容/来場時アンケートにお答え頂い方に500円の図書
券プレゼント
那須塩原市三島1-39-1
TEL0287-37-3880

グランディハウス株式会社

黒磯支店

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
那須塩原市豊浦南町88-4 ストンパレス黒磯Ａ TEL0120-00-2138

住まい

❖特典内容/受付時提示で住宅購入金額の3％引、他のキャン
ペーン特典との併用不可
★ゴールドサービス/受付時提示で住宅購入金額の5％引、他
のキャンペーン特典との併用不可
那須塩原市三島1-39-1
TEL0287-39-7227

理容・美容室

融

ジェイエルホーム株式会社 CRTハウジング那須塩原展示場

積水ハウス株式会社

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/栃木県内にお子様同居で新築成約の方にエアコン
1台進呈、分譲不動産は除く、他のキャンペーン・特典等との
併用は不可
シャーウッド那須塩原展示場
那須塩原市三島1-39
TEL0287-39-6411
那須塩原総合展示場
那須塩原市三島1-39
TEL0287-37-5651

栃木ミサワホーム株式会社

真 健康・美容

❖特典内容/来場の方にミッフィージャンボバスタオル、成約
の方に本体価格の5％引
★ゴールドサービス/成約の方にさらに37型テレビ進呈
CRT那須塩原展示場 那須塩原市三島1-39 TEL0287-37-8800
那須塩原営業所
那須塩原市島方31-3 TEL0287-65-0375

トヨタウッドユーホーム株式会社 那須塩原展示場

クリーニング

❖特典内容/来場してアンケート回答の方に500円分のQUO
カードを1家族1枚プレゼント
那須塩原市三島1-39
TEL0287-37-2070

その他

山本畳店
❖特典内容/6畳以上の畳表替え工事代金の3％引
★ゴールドサービス/6畳以上の畳表替え工事代金の5％引
那須塩原市西大和5-10
TEL0287-36-1787

83

アパマンショップ さくら店
❖特典内容/賃貸住宅へ入居契約の方にQUOカード5,000円
分を進呈
さくら市櫻野1267-9
TEL028-681-5353

株式会社

西崎

不動産部

❖特典内容/アパート・マンションの仲介料の10％引
★ゴールドサービス/アパート・マンションの仲介料の15％引
さくら市氏家1856
TEL028-682-2020

グランディハウス株式会社 さくら支店
❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
さくら市卯の里3-43-11
TEL0120-61-3001

さわやかクリーンサービス株式会社
❖特典内容/ハウス丸ごとクリーニング、定期清掃、内外片づけ
10万円以上の各金額を10％引
さくら市上野159-2
TEL028-681-6622

大東建託株式会社 さくら店
❖特典内容/仲介手数料50％引
さくら市氏家1817-6

TEL028-681-2113

上三川町
アイフルホーム インターパーク展示場
❖特典内容/アンケート回答の方にクオカード500円分1家族
1枚プレゼント、成約の場合建物本体価格の1％引、他のキャ
ンペーン・特典等との併用は不可
河内郡上三川町磯岡600 TBSハウジング内 TEL0285-32-6690

小川たたみ店
❖特典内容/畳表替5％引
河内郡上三川町上蒲生4

TEL0285-56-3013

株式会社パナホーム北関東 宇都宮インターパーク展示場
❖特典内容/来場時アンケートにお答え頂い方に500円の図書
券プレゼント
河内郡上三川町磯岡600
TEL0285-42-8755

株式会社 ホーム・ビューティー
❖特典内容/工事内容によりクオカード500円分、食事券、ディ
ズニーリゾートチケットを進呈
河内郡上三川町しらさぎ2-34-6
TEL0285-55-2620

ジェイエルホーム株式会社 TBSハウジング宇都宮インターパーク展示場
❖特典内容/受付時提示で住宅購入金額の3％引、他のキャン
ペーン特典との併用不可
★ゴールドサービス/受付時提示で住宅購入金額の5％引、他
のキャンペーン特典との併用不可
河内郡上三川町磯岡600
TEL0285-32-6202

積水ハウス株式会社
❖特典内容/栃木県内にお子様同居で新築成約の方にエアコン
1台進呈、分譲不動産は除く、他のキャンペーン・特典等との
併用は不可
シャーウッド宇都宮インターパーク展示場
河内郡上三川町磯岡600
TEL0285-55-2820
ビーサイエ・インターパーク展示場
河内郡上三川町磯岡600
TEL0285-55-0311

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

ケイアイスター不動産株式会社 古河ハウジングセンター

松渕塗装工業

野代工務店
❖特典内容/新築及びリフォーム工事総額の2％引
★ゴールドサービス/子供部屋の新築及びリフォームの場合照
明器具を50％引
下都賀郡壬生町上稲葉2315
TEL0282-82-3145

有限会社

鯉沼工務店

株式会社

鈴木住建

❖特典内容/新築、リフォーム等総額の2％引
★ゴールドサービス/子供室の照明器具50％引
下都賀郡壬生町壬生甲3852
TEL0282-82-3173

野木町

ケイアイスター不動産株式会社

茨城県
アイフルホーム つくば展示場

古河店

筑西支店

メール配信を登録する時は、メール受信設定
を確認してください。
メールが届かない場合は、とちぎ未来クラブ
にお問い合わせください。

その他

グランディハウス株式会社

❖特典内容/建物成約の方にオーダーカーテンプレゼント、他
のキャンペーンとの併用不可
茨城県筑西乙385-1
TEL0120-03-6566

ケイアイスター不動産株式会社
❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
ケイアイカーザ熊谷展示場
埼玉県熊谷市石原369-1
TEL048-594-8806
本社 埼玉県本庄市西富田762-1
TEL0495-27-2525

クリーニング

横尾材木店

❖特典内容/分譲住宅又は注文住宅を成約の方に引渡1年後、
マイホーム記念日ケーキプレゼント
茨城県古河市旭町1-9-11
TEL0280-33-1618

横尾材木店

真 健康・美容

❖特典内容/アンケート回答の方にクオカード500円分1家族
1枚プレゼント、成約の場合建物本体価格の1％引、他のキャ
ンペーン・特典等との併用は不可
茨城県つくば市研究学園4-1-12
TEL029-875-7888

株式会社

❖特典内容/分譲住宅又は注文住宅を成約の方に引渡1年後、
マイホーム記念日ケーキプレゼント
熊谷店
埼玉県熊谷市中西1-8-24
TEL048-528-7222
埼玉中央店 埼玉県桶川市若宮1-7-1
TEL048-789-3636
深谷店
埼玉県深谷市上野台520-2 TEL048-574-8585
本社
埼玉県本庄市本庄1-1-7
TEL0495-22-1009
本庄店
埼玉県本庄市けや木3-23-12 TEL0495-22-1001

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/全商品5％引
★ゴールドサービス/オリジナルグッズプレゼント
那須郡那須町芦野2770
TEL0287-74-0017

理容・美容室

埼玉県

大島畳工業

住まい

❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
伊勢崎ハウジングセンター
群馬県伊勢崎市茂呂町1-408-7
TEL0270-30-1688
太田ハウジングセンター
群馬県太田市浜町52-6
TEL0276-60-3233
はなまるハウス伊勢崎営業所
群馬県伊勢崎市連取町2064-2
TEL0270-61-7070
はなまるハウス太田展示場
群馬県太田市内ヶ島町2005-2
TEL0276-30-3313

那須町

株式会社

和田石材

❖特典内容/お墓購入で最大5,000P T-POINT2倍進呈
群馬県高崎市三ツ寺町59-1
TEL027-372-2233

融

栁田建築塗装
❖特典内容/塗装工事税抜代金から5％引、精算時に選べる粗
品進呈
★ゴールドサービス/塗装工事税抜代金から7％引、精算時に
選べる粗品2つ進呈
下都賀郡野木町佐川野245-1
TEL0280-57-0325

横尾材木店

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

有限会社

株式会社

❖特典内容/分譲住宅又は注文住宅を成約の方に引渡1年後、
マイホーム記念日ケーキプレゼント
伊勢崎店 群馬県伊勢崎市八坂町5-1
TEL0270-30-3777
太田店
群馬県太田市内ヶ島920-1 TEL0276-60-3737
高崎店
群馬県高崎市矢中町312-6 TEL027-360-5699
前橋店
群馬県前橋市六供町1345-1 TEL027-220-1155

学

❖特典内容/新築及びリフォーム工事総額の2％引
★ゴールドサービス/子供部屋の新築及びリフォーム工事の際
子供部屋の照明器具を50％引
下都賀郡壬生町下稲葉1333-1
TEL0282-82-0658

群馬県

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/住宅塗装工事代金から5％引
★ゴールドサービス/住宅塗装工事代金から8％引
茨城県神栖市土合本町5-9809-610
TEL0479-48-6277

買 う

株式会社 アイホーム
❖特典内容/新築工事の場合ディズニーランドチケット1世帯
分、キッチンリフォームの場合食事招待券、浴室リフォーム
の場合入浴券を進呈
★ゴールドサービス/図書カード500円分×子供の人数
下都賀郡壬生町北小林462-6
TEL0282-86-7392

❖特典内容/新築分譲住宅及び注文住宅成約で当社指定インテ
リアショップ商品を特別価格より更に5％引
茨城県古河市下辺見2333-1
TEL0280-30-1555

市町別インデックス

壬生町
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★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

理容・美容室

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮市

アベ ヘアードレッシング

Ａｃｃｅｓｓ Ｍｏｏｎ 宇都宮上戸祭店
❖特典内容/新規様限定、全メニュー定価からの10％引
宇都宮市上戸祭町336-7
TEL0120-022-080

ＢＡＲＢＡＳ
（バルバス）

学

❖特典内容/小学生までお土産付き、18歳未満のお子様は平日
200円引、土・日・祝日5％引
宇都宮市平松本町326-11
TEL028-636-2828

❖特典内容/子供カット料金5％引
★ゴールドサービス/子供カット料金10％引
足利市助戸1-28-1
TEL0284-41-4522

ひかり ヘアースタジオ
❖特典内容/ポイント2倍又は平日リラクゼーションメニュー
サービス、小学生以下くじ引プレゼント
★ゴールドサービス/ポイント3倍又は全日リラクゼーション
メニューサービス、小学生以下くじ引プレゼント
足利市山川町2-15
TEL0284-42-3660

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ＨＡＩ
Ｒ ＳＨＯＰ ＡＫ
Ｉ
ＹＡＭＡ
❖特典内容/ヘアメニューをされた小学生以下のお子様におも
ちゃプレゼント
宇都宮市関堀町1018
TEL028-624-8377

ＨＡＩ
ＲＤＲＥＳＳ
ＩＮＧ Ｇｒｏｗｔｈ グロース
❖特典内容/施術料金5％引、他券併用不可（ヘア・ケア商品除外）
★ゴールドサービス/平日カット10％引
宇都宮市元今泉5-4-18
TEL028-613-3393

SALON

DE

※アイウエオ順

ZUCCA

融

❖特典内容/シャンプーカット500円引、小学生までお菓子付き
宇都宮市瑞穂1-28-6
TEL028-656-9354

栃木市
カット.ハウス.ル,モンド
❖特典内容/カット、パーマ、カラー等10％引・店販品オール
5％引
★ゴールドサービス/カット、パーマ、カラー等15％引
栃木市大平町西水代1979-1
TEL0282-43-2334

清水理容室
❖特典内容/利用のお子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
栃木市惣社町887-2
TEL0282-27-5541

住まい

ヘアサロン スマイル

すま美容室

理容・美容室

自動車 情報・通信 写

TEL028-635-7123

❖特典内容/全ての施術を通常価格より5％引、割引券・キャン
ペーン価格等の併用不可
栃木市日ノ出町5-8
TEL0282-22-7708

❖特典内容/乳幼児2,200円、小学生2,400円、お父さん+子供
の場合は割引あり
宇都宮市御幸ヶ原町85-58
TEL028-663-8768

❖特典内容/来店のお子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
栃木市惣社町861
TEL0282-27-3585

❖特典内容/技術料金8％引
宇都宮市明保野町3-11

ヘアーサロン クープ

ヘアーモード スマ
（西川田店）
❖特典内容/技術料金10％引、他の割引と併用は不可
★ゴールドサービス/月・木・土曜日に限りお子様お1人カット
料金1,500円
宇都宮市西川田町1004-28 信用ビル1F TEL028-658-7270

理容 おがわ

理容

田谷

❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
栃木市大宮町1139-3
TEL0282-27-5624

真 健康・美容

佐野市

リトルウイング

クリーニング

❖特典内容/平日に限り技術料の5％分をサービス、他の割引
サービスとの併用は不可
★ゴールドサービス/平日に限り技術料の10％をサービス、他
の割引サービスとの併用は不可
宇都宮市泉が丘2-2-10 優泰佳ガーデンコートB102 TEL028-683-6830

足利市

ＮＥＳＴ ＫＡＲＡＫ
ＩＤＡ
❖特典内容/小学生以下のお子様カットでプレゼント、3,000
円以上のお支払いでポイント2倍進呈
佐野市富岡町1299-5
TEL0283-24-3179

美容室 ベリーズ

その他

Ｈａ
ｉ
ｒ ＢＯＯ．
Ｍ

❖特典内容/カットの方にワンシャンプー施術をサービス
★ゴールドサービス/お子様にお菓子プレゼント
佐野市栃本町2303-20
TEL0283-62-9332

❖特典内容/小学生料金500円引
★ゴールドサービス/上記に加えお子様の人数分ポイントカー
ドに印、次回1,000円引
足利市富士見町86
TEL0284-44-1108

❖特典内容/物品等プレゼント
佐野市天明町2228
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ヘアーサロン カワセイ
TEL0283-23-0234
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★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

❖特典内容/ポイント2倍
★ゴールドサービス/ポイント2倍＋全メニュー10％引
鹿沼市茂呂1374-11
TEL0289-76-2357

❖特典内容/ポイント2倍進呈、生後初カットのお子様にはオ
リジナル記念産毛桐箱無料進呈
★ゴールドサービス/お子様の人数分ポイントアップ
芳賀郡益子町益子1659
TEL0285-72-3426

柏渕理容店

ヘアーショップ たかの
（理容）

小山市

壬生町

Ａｃｃｅｓｓ Ｍｏｏｎ 小山店
❖特典内容/新規様限定、全メニュー定価からの10％引
小山市東城南1-31-6
TEL0120-366-627

ヘアー＆エステサロン スズラン

ヘアサロン ロマン
❖特典内容/カットされた中学生以下におやつプレゼント
小山市大本447-2
TEL0285-37-0699

いした理容

TEL0285-84-1248

那須塩原市
ＨａｉｒＦａｃｔｏｒｙ ＭＡＨＡＲＯ【ヘアー ファクトリー マハロ】

その他

Ａｃｃｅｓｓ Ｍｏｏｎ 自治医大店
❖特典内容/全メニュー定価からの10％引
下野市駅東5-3-4
TEL0120-431-525

トサキ理容室
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町壬生甲592-1
TEL0282-82-2516

中村理容所
❖特典内容/お子様お菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町北小林121-21

クリーニング

下野市

カットルーム ウエタケ
❖特典内容/小学生までのお子様にお菓子のサービス
★ゴールドサービス/子供カット5％サービス
下都賀郡壬生町駅東町13-3
TEL0282-82-0287

真 健康・美容

❖特典内容/学生カット別6,900円、一般カット込み9,500円、
縮毛矯正カット込み11,000円、ヘアカラー40％引ほか
★ゴールドサービス/新規特別優待券：フルコースカット500
円引、ヘアカラー1,000円引、パーマ1,000円引、縮毛矯正謝
恩特別割引、他のクーポン券との併用不可
那須塩原市上厚崎603-6
TEL0287-62-5487

カットハウス ユキ
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町壬生丁118-2
TEL0282-82-3576

自動車 情報・通信 写

ヘアーファクトリー 川上
❖特典内容/通常ポイントを2倍、小学生までのお子様にお菓
子プレゼント
真岡市並木町3-7-6
TEL0285-82-4831

カット イン ラバーズ
❖特典内容/利用のお子様にお菓子プレゼント又はアイスプレ
ゼント
★ゴールドサービス/子供カット料金5％引
下都賀郡壬生町表町17-8
TEL0282-82-1102

理容・美容室

美容室 ａ
ｆ
ｆ
ｅｃｔ
ｉ
ｏｎ・Ｒ

おがわ理容所
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町通町13-17（蘭学通り） TEL0282-82-0891

住まい

❖特典内容/中学生までの子供料金10％サービス
真岡市田町3-2
TEL0285-82-3661

❖特典内容/美容料金10％引
真岡市亀山2-2-6

上野理容室
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町幸町3-31-8
TEL0282-86-0835

融

真岡市

荒川理容室
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供カット料金5％引
下都賀郡壬生町大師町15-20
TEL0282-82-0702

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ヘアーステージ ブルーム
❖特典内容/小中学生のカット料金5％引
★ゴールドサービス/ご家族全員のカット料金5％引
小山市犬塚2-2-9
TEL0285-24-9373

ｈａ
ｉ
ｒ＆ｂｅａｕｔｙ Ｋｏｎａｈｅａｒ
ｔ
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント、お子様・親2人以上で
カットの場合のみ5％引。
★ゴールドサービス/カット代10％引
下都賀郡壬生町落合2-10-17
TEL0282-82-9280

学

❖特典内容/全メニュー200円引、他券併用不可
小山市喜沢644-4
TEL0285-25-2863

ｈａ
ｉ
ｒ ｓａ
ｌ
ｏｎ ＡＢＥ
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町壬生丁51-21
TEL0282-81-0008

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

益子町

買 う

鹿沼市

TEL0282-86-3933
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★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

野沢理容所

ミノリ理容所

買 う

❖特典内容/利用のお子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供カット5％引
下都賀郡壬生町安塚941
TEL0282-86-0136

ヘアーアート オルオル

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/子供にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町上田1426-1

よど川美容室
TEL0282-86-2007

ヘアーサロン おぬき東店
❖特典内容/お菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町幸町3-7-11

❖特典内容/ポイントカード発行、パーマ・カラーの方にトリー
トメント1,000円、粗品のプレゼント
下都賀郡壬生町大師町39-13
TEL0282-82-0255

理容 うめやま
TEL0282-86-2168

ヘアーサロン クメカワ

学

❖特典内容/利用のお子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町落合1-18-36
TEL0282-82-3939

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

ヘアーサロン 古澤
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町下稲葉1332-1
TEL0282-82-2303

ヘアーサロン まるもと
❖特典内容/お菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町中央町19-3

❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/5％程度の割引
下都賀郡壬生町安塚914
TEL0282-86-0147

❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供カット5％引
下都賀郡壬生町大師町19-39
TEL0282-82-0180

理容 カワデ
❖特典内容/お菓子サービス
★ゴールドサービス/子供料金5％サービス
下都賀郡壬生町安塚879-6
TEL0282-86-0617

理容 くめかわ
❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町寿町5-7
TEL0282-82-1335

理容 しのはら
TEL0282-82-0754

ヘアーサロン・ナラ

❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町安塚1015-1
TEL0282-86-0146

融
住まい

❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供カット料金5％引
下都賀郡壬生町本丸1-7-13
TEL0282-82-2101

那珂川町
美容室 ＲｅＭａＫｅＨａ
ｉ
ｒＫＡＺ

ヘアースタジオ リズム

理容・美容室

❖特典内容/2才未満のお子様カットのみ1,000円
下都賀郡壬生町下稲葉1308-1
TEL0282-82-2284

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/お子様にお菓子プレゼント
★ゴールドサービス/子供料金5％引
下都賀郡壬生町上稲葉1781-2
TEL0282-82-5918

ヘアサロン そおとめ

❖特典内容/全施術20％引
★ゴールドサービス/全施術30％引
那須郡那珂川町小川2459

TEL0287-96-5086

自動車

真 健康・美容

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

宇都宮市
ＨｏｎｄａＣａｒ
ｓ 栃木中

クリーニング

❖特典内容/車内清掃の実施
競輪場通り店 宇都宮市戸祭町2093-1 TEL028-625-7211
陽東店
宇都宮市陽東5-13-26 TEL028-661-9811
陽南店
宇都宮市台新田1-1-37 TEL028-645-2621

その他

オートアールズ 宇都宮バイパス店
❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引、車検時点検・検査費用1,000円引
宇都宮市平出町3665-1
TEL028-613-1611
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オートバックス 宇都宮西店
❖特典内容/特価商品、税金、預かり金を除き全品5％引、他の
割引券との併用は不可
宇都宮市駒生2-19-5
TEL028-600-1800

カードは18歳未満のお子様または妊娠中の
方がいる世帯が利用できます。
裏面にお名前・誕生年月が記載されていない
カードは使用できません。

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

ゼウスカークリーン

タイヤガーデン 宇都宮
❖特典内容/特売品を除くヨコハマタイヤ4本お買上の方に自
店通常表示価格より10％引
★ゴールドサービス/特売品を除くヨコハマタイヤ4本お買上
の方に自店通常表示価格より15％引
宇都宮市下砥上町1431-1
TEL028-648-8383

東京オート株式会社

若松原店

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
宇都宮岩曽店 宇都宮市岩曽町1257-12 TEL028-613-4100
宇都宮上横田店 宇都宮市上横田町798 TEL028-658-2224
宇都宮錦店
宇都宮市錦3-12-5
TEL028-621-0931
宇都宮細谷店 宇都宮市細谷町732-1 TEL028-627-3571
宇都宮陽東店 宇都宮市陽東5-8-14
TEL028-662-6815

佐野市
オートアールズ 佐野店
❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引
佐野市堀米町字雷電山西466-1
TEL0283-21-5877

株式会社

興成自動車商会

❖特典内容/車検時・定期点検実施時に代車無料貸し出しやエ
ンジンオイル交換サービス、さらに来社・引取につき工賃の
み10％引
★ゴールドサービス/故障修理、
鈑金塗装工賃15％引
宇都宮市宝木本町1600-4
TEL028-666-1177

オートアールズ 足利弥生店

トヨタカローラ栃木株式会社

佐野店

トヨタカローラ栃木株式会社

佐野店

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
佐野市奈良渕町316-1
TEL0283-24-1511
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その他

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
足利大久保店 足利市大久保町1101
TEL0284-91-0521
足利鹿島店
足利市鹿島町375
TEL0284-62-9111

東京オート株式会社

❖特典内容/車購入時にオイル交換無料券3回分進呈、車検入
庫時撥水洗車サービス
佐野市赤坂町984-1
TEL0283-20-2111

クリーニング

❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引
足利市弥生町32
TEL0284-43-3300

タイヤガーデン 佐野
❖特典内容/特売品を除くヨコハマタイヤ4本お買上の方に自
店通常表示価格より10％引
★ゴールドサービス/特売品を除くヨコハマタイヤ4本お買上
の方に自店通常表示価格より15％引
佐野市植野町1952-1
TEL0283-27-2166

真 健康・美容

足利市

筒井モータース

❖特典内容/乗用車のオイル交換時ワックス洗車無料、車検時
エンジンオイル交換無料
★ゴールドサービス/車検入庫時の代車無料
佐野市大橋町3241-8
TEL0283-22-1858

自動車 情報・通信 写

株式会社
TEL028-673-4035

塩田自動車整備工場

❖特典内容/車両購入の方にオイル交換無料券1回分進呈、定
期点検（12ヶ月）実施の方にオイル交換半額券進呈、車検早
期予約（有効期限1ヶ月以上前）の方定期点検技術料10％引
佐野市豊代町135-1
TEL0283-86-2888

理容・美容室

有限会社

有限会社 ヨシバオート
❖特典内容/車両購入の方にオイル交換5回無料サービス
★ゴールドサービス/車両購入の方にオイル交換10回無料
サービス
栃木市野中町1382-1
TEL0282-25-2290

住まい

鳩山油店
❖特典内容/車検代行料1,000円引
宇都宮市白沢町696

栃木店

融

ニッポンレンタカー
❖特典内容/基本料金より10％引、対象外車種あり、他の割引
との併用は不可、チャイルドシートオプション料金無料
宇都宮営業所
宇都宮市元今泉5-11-14 TEL028-633-7221
宇都宮西口駅前営業所 宇都宮市南大通り4-2-10 TEL028-634-1190
宇都宮東口駅前営業所 宇都宮市東宿郷1-5-14 中山ビル1F
TEL028-651-0919
東武宇都宮駅前営業所 宇都宮市宮園町4-8
TEL028-636-3422

トヨタカローラ栃木株式会社

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
栃木市野中町453-1
TEL0282-24-5252

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

トヨタカローラ栃木株式会社

オートアールズ 大平モール店
❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引
栃木市大平町下皆川813
TEL0282-45-1700

学

❖特典内容/車購入時にオイル交換無料券3回分進呈、車検入
庫時撥水洗車サービス
宇都宮市若松原1-3-15
TEL028-688-3611

栃木市

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/車の清掃が会員価格、リピーターの方にスペシャ
ル特典
宇都宮市一ノ沢町285-52
TEL028-648-0493

買 う

ニッポンレンタカー 足利市駅前営業所
❖特典内容/基本料金より10％引、対象外車種あり、他の割引
との併用は不可、チャイルドシートオプション料金無料
足利市田中町955-3
TEL0284-73-0238

市町別インデックス

カーコンビニ倶楽部 宇都宮簗瀬店 株式会社 オヤマ
❖特典内容/鈑金塗装・コーティング商品・工賃5％引、代車無料
宇都宮市城東1-11-45
TEL0120-332-369

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

鹿沼市

買 う

ＨｏｎｄａＣａｒ
ｓ 栃木中

真岡市

鹿沼茂呂店

❖特典内容/車内清掃の実施
鹿沼市茂呂772-1

TEL0289-76-1861

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

トヨタカローラ栃木株式会社

鹿沼店

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
鹿沼市緑町3-9-21
TEL0289-64-7171

日光市

カーコンビニ倶楽部 ホンダセンター
❖特典内容/車検時エンジンオイル交換･代車無料、故障修理･
板金塗装工賃10％引で代車無料
★ゴールドサービス/故障修理･板金塗装工賃15％引で代車無料
真岡市並木町4-10-2
TEL0285-84-5323

株式会社

オートアールズ 今市バイパス店

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引、車検時点検・検査費用1,000円引
日光市豊田字藤ヶ久保355-1
TEL0288-22-8887

トヨタカローラ栃木株式会社

オートアールズ 真岡店
❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引
真岡市大谷本町3-2
TEL0285-83-1311

今市店

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
日光市森友700
TEL0288-21-2121

ニッポンレンタカー

融

❖特典内容/基本料金より10％引、対象外車種あり、他の割引
との併用は不可、チャイルドシートオプション料金無料
東武鬼怒川温泉駅前営業所 日光市鬼怒川温泉大原1060
TEL0288-77-2020
東武日光駅前営業所 日光市松原町4-3 TEL0288-54-0821

住まい

小山市

理容・美容室

カーコンビニ倶楽部 株式会社 関東商会
❖特典内容/工賃のみ5％引、その他割引との兼用は不可
小山市神鳥谷309-50
TEL0285-22-3898

自動車 情報・通信 写

東京オート株式会社
❖特典内容/車購入時にオイル交換無料券3回分進呈、車検入
庫時撥水洗車サービス
小山喜沢店 小山市喜沢653-7
TEL0285-30-6711
小山店
小山市東城南2-1-5
TEL0285-27-6211

東京オート株式会社 カスタマイズセンター小山店

真 健康・美容

❖特典内容/保険修理を除き板金・塗装の作業工賃を10％引、
他の割引との併用は不可
小山市土塔247-20
TEL0285-31-3311

真岡自動車整備工場

❖特典内容/整備工賃の10％引、サービス期間中のみオイ
ル交換軽自動車一律1,000円、小型自動車一律2,000円、
3,000cc以上一律2,500円
真岡市長田1621-1
TEL0285-82-2507

トヨタカローラ栃木株式会社

大田原市
オートアールズ 大田原バイパス店
❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引、車検時点検・検査費用1,000円引
大田原市富士見1-1622
TEL0287-24-1333

矢板市
オートアールズ 矢板店
❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引
矢板市鹿島町483-1
TEL0287-44-2411

トヨタカローラ栃木株式会社

那須塩原市

クリーニング

トヨタカローラ栃木株式会社

ＨｏｎｄａＣａｒ
ｓ 栃木中
❖特典内容/車内清掃の実施
那須塩原市西三島2-174-1

その他

ニッポンレンタカー

89

矢板店

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
矢板市東町333-6
TEL0287-44-2111

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
小山犬塚店
小山市犬塚32-14
TEL0285-23-8877
小山神鳥谷店 小山市神鳥谷309
TEL0285-25-4141

❖特典内容/基本料金より10％引、対象外車種あり、他の割引
との併用は不可、チャイルドシートオプション料金無料
小山西口駅前営業所 小山市城山町3-1-3 TEL0285-30-0601
小山営業所
小山市城東2-5-16 TEL0285-25-3927

真岡店

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
真岡市西高間木307-1
TEL0285-83-3131

西那須野店
TEL0287-36-1526

オートアールズ 黒磯店
❖特典内容/エンジンオイル5％引、チャイルドシート・ジュニ
アシート5％引
那須塩原市共墾社1-91-1
TEL0287-62-5544

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

❖特典内容/基本料金より10％引、対象外車種あり、他の割引
との併用は不可、チャイルドシートオプション料金無料
那須塩原市沓掛1-3-8
TEL0287-65-1919

中里モータース
❖特典内容/小型乗用車以下の車両につき車検時オイル交換無
料サービス
下都賀郡壬生町中央町6-7
TEL0282-82-0169

那珂川町

さくら市

有限会社

植木自動車

藤沢油店

茨城県

トヨタカローラ栃木株式会社

烏山店

❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
那須烏山市大桶1899-1
TEL0287-84-1811

上三川町
上三川店

カーポケット わくい

芳賀町
イヅツヤオートサービス
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町下延生1750
TEL028-678-0542

鈴木自動車販売

壬生車検センター

90

その他

タイヤセレクト みぶ
❖特典内容/特売品・セール品を除き店頭表示価格より5％引、
他の割引との併用は不可、お子様向けプレゼント
下都賀郡壬生町中央町6-41
TEL0282-81-1081

ニッポンレンタカー
❖特典内容/基本料金より10％引、対象外車種あり、他の割引
との併用は不可、チャイルドシートオプション料金無料
太田営業所
群馬県太田市飯田町844-1 TEL0276-45-8011
高崎西口駅前営業所 群馬県高崎市あら町118-1 TEL027-381-8919
高崎東口駅前営業所 群馬県高崎市栄町16-2 TEL027-327-7970
前橋営業所
群馬県前橋市表町1-30-2 TEL027-224-9564

クリーニング

❖特典内容/車両購入時に初回車検割引券及びオイル交換無料券
2回分贈呈、車検及定期点検実施時にエンジンオイル交換サー
ビス、
交通事故相談及代車貸出しサービス、
工賃のみ10％引
★ゴールドサービス/修理代工賃20％引
下都賀郡壬生町安塚1170-6
TEL0282-86-0798

タイヤガーデン 伊勢崎
❖特典内容/タイヤ4本をお買い上げの方に当店指定エンジン
オイル4リッターまでの交換無料券をプレゼント
群馬県伊勢崎市連取町1942-1
TEL0270-40-5772

真 健康・美容

壬生町

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/工賃の5％引、板金塗装は除く
★ゴールドサービス/工賃の10％引、板金塗装は除く
芳賀郡益子町七井194
TEL0285-72-3427

株式会社 トヨタレンタリース群馬
❖特典内容/レンタル基本料金10％引（P1,W1,T1クラスを除
く）
、その他割引制度との併用は不可
伊勢崎駅北口店 群馬県伊勢崎市喜多町94-1 TEL0270-23-0100
太田駅北口店 群馬県太田市東本町26-14 TEL0276-55-0100
太田新道町店 群馬県太田市新道町134-1 TEL0276-33-0100
上毛高原駅前店 群馬県利根郡みなかみ町月夜野1766
TEL0278-62-0100
渋川駅前店
群馬県渋川市1691-6
TEL0279-24-0100
上州富岡駅前店 群馬県富岡市富岡1769 TEL0274-63-0100
新桐生駅前店 群馬県桐生市広沢町2-2981-31 TEL0277-53-0100
群馬県高崎市新町2152-8 TEL0274-43-0100
新町駅前店
高崎駅東口店 群馬県高崎市東町1
TEL027-326-0100
群馬県高崎市柴崎町1170-8 TEL027-353-0110
高崎柴崎店
高崎問屋町店 群馬県高崎市問屋町1-10-7 TEL027-364-0100
群馬県高崎市浜川町29-3 TEL027-344-0100
高崎浜川店
館林駅西口店 群馬県館林市栄町6-29 TEL0276-75-0100
長野原草津口駅前店 群馬県吾妻郡長野原町長野原1357-1
TEL0279-82-0100
群馬県沼田市清水町4310-5 TEL0278-60-0100
沼田駅前店
前橋駅南口店 群馬県前橋市南町3-8-2 TEL027-243-0100

理容・美容室

益子町

群馬県

住まい

❖特典内容/車購入時にオイル交換無料券3回分進呈、車検入
庫時撥水洗車サービス
河内郡上三川町上三川4425
TEL0285-56-6111

結城店

融

東京オート株式会社

東京オート株式会社

❖特典内容/車購入時にオイル交換無料券3回分進呈、車検入
庫時撥水洗車サービス
茨城県結城市結城6575
TEL0296-33-7211

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

那須烏山市

学

❖特典内容/乗用車の車検の方にエンジンオイル交換無料
さくら市氏家1206-4
TEL028-682-6557

❖特典内容/FK-2ポリマーコート布洗車1,000円、シェルエン
ジンオイルℓ200円引
那須郡那珂川町三輪808-1
TEL0287-96-2571

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

ニッポンレンタカー 那須塩原駅前営業所

買 う

トヨタカローラ栃木株式会社 おもちゃのまち店
❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
下都賀郡壬生町至宝3-7-31
TEL0282-82-9441

市町別インデックス

トヨタカローラ栃木株式会社
❖特典内容/お絵書ノートプレゼント、エンジンオイル取替土
日を除く営業時間内に来店で10％引（要予約時適用確認）、
au携帯電話機2,100円引
黒磯店
那須塩原市下厚崎264-62 TEL0287-62-2112
西那須野店 那須塩原市西三島3-183 TEL0287-36-1076

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

埼玉県

買 う

ニッポンレンタカー

食べる 見る・遊ぶ 泊まる
学

❖特典内容/レンタカー一般基本料金より10％引（一部対象
外、他の割引との併用不可）、
チャイルドシート1個まで無料
TX八潮駅前営業所 埼玉県八潮市大瀬870-4
TEL048-996-0590
上尾営業所 埼玉県上尾市谷津1-1-6
TEL048-775-9125
入間営業所 埼玉県入間市豊岡1-5-40 TEL04-2960-0919
浦和営業所 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町14-5 TEL048-813-8519
大宮駅東口営業所 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1-6 TEL048-650-0555
大宮駅西口営業所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-245 TEL048-644-7931
大宮天沼営業所 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-285 TEL048-644-5713
桶川駅前営業所 埼玉県桶川市若宮2-1-4
TEL048-786-9933
春日部駅西口営業所 埼玉県春日部市中央1-3-18 TEL048-760-5919
春日部東口駅前営業所 埼玉県春日部市粕壁1-10-1 TEL048-755-2121
川口本町営業所 埼玉県川口市本町3-5-5
TEL048-222-0919
川越営業所 埼玉県川越市新宿町1-10-2 TEL049-246-1357
川越東口駅前営業所 埼玉県川越市脇田町38-1 TEL049-226-4190
北朝霞駅前営業所 埼玉県朝霞市浜崎1-8-29 TEL048-423-4919
北浦和営業所 埼玉県さいたま市浦和区常磐3-19-2 TEL048-871-2919

久喜営業所 埼玉県久喜市久喜東5-1-8 TEL0480-26-0919
草加駅西口営業所 埼玉県草加市氷川町2139-1 TEL048-928-2227
熊谷南口駅前営業所 埼玉県熊谷市桜木町1-1-5 TEL048-528-0600
熊谷営業所 埼玉県熊谷市銀座2-139 TEL048-524-1357
鴻巣営業所 埼玉県鴻巣市本町4-8-1
TEL048-541-2120
坂戸営業所 埼玉県坂戸市本町8-20
TEL049-282-2225
志木営業所 埼玉県志木市幸町1-4-24 TEL048-473-6711
新所沢営業所 埼玉県所沢市宮本町2-21-2 TEL04-2924-7931
東武ふじみ野駅前営業所 埼玉県富士見市ふじみ野西1-1-1 TEL049-278-4190
所沢営業所 埼玉県所沢市東住吉4-10 TEL04-2929-3919
戸田営業所 埼玉県戸田市新曽755-1 TEL048-434-7819
南浦和駅前営業所 埼玉県さいたま市南区南浦和2-35-4 TEL048-871-0919
南越谷営業所 埼玉県越谷市南越谷1-24-1 TEL048-965-0919
西川口営業所 埼玉県川口市並木3-3-28 TEL048-251-1565
東大宮営業所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-27-4 TEL048-662-2919
東川口営業所 埼玉県川口市東川口3-6-18 TEL048-287-8919
東松山駅前営業所 埼玉県東松山市箭弓町2-12-15 TEL0493-21-3919
本庄南口駅前営業所 埼玉県本庄市駅南2-14-13 TEL0495-71-8960
三郷駅前営業所 埼玉県三郷市早稲田1-3-1 TEL048-950-3919
武蔵浦和営業所 埼玉県さいたま市南区白幡5-17-20 TEL048-838-1991
和光市駅前営業所 埼玉県和光市本町4-3
TEL048-451-0919
蕨営業所
埼玉県蕨市中央1-13-1
TEL048-445-7931

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

情報・通信
市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

宇都宮市

※アイウエオ順

ドコモショップ

❖特典内容/携帯電話をご購入の方にノベルティプレゼント
宇都宮EAST 宇都宮市下栗町2939-1
TEL028-635-8101
宇都宮北 宇都宮市下川俣町206-65
TEL028-689-0300

❖特典内容/当店マイショップに加入の上本体購入時に粗品プ
レゼント
宇都宮インターパークビレッジ店
宇都宮市インターパーク4-1-3 TEL0120-667-385
宇都宮駅東口店 宇都宮市東宿郷3-1-3
TEL0120-555-608
宇都宮駒生店 宇都宮市駒生町731
TEL0120-372-608
宇都宮テクノポリスセンター店
宇都宮市ゆいの杜4-1-39 TEL0120-003-638
宇都宮西川田店 宇都宮市西川田町66
TEL0120-557-608
宇都宮馬場町店 宇都宮市馬場通り1-1-1 シティータワー宇都宮1F
TEL0120-670-608

❖特典内容/携帯電話購入の方にauノベルティプレゼント
★ゴールドサービス/携帯電話購入の方にauノベルティ2個プ
レゼント
宇都宮駒生 宇都宮市駒生町3363-23 TEL028-621-1997

❖特典内容/携帯電話購入時に粗品プレゼント
宇都宮平出店 宇都宮市平出工業団地46-3 NTTドコモビル1F
TEL028-689-1511
岡本店
宇都宮市下岡本町4552-4 TEL028-671-8686

融

auショップ

住まい
理容・美容室

❖特典内容/新規加入・機種変更の方にノベルティプレゼント
インターパークビレッジ
宇都宮市砂田町88
TEL028-657-6511
宇都宮FKD 宇都宮市今泉町237 福田屋FKDショッピングプラザ3F
TEL028-650-1806

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/新規契約・機種変更で購入の方にオリジナル粗品
プレゼント
宇都宮南 宇都宮市西川田町932-11
TEL028-645-9991

真 健康・美容

❖特典内容/スマホアクセサリーau＋1コレクション購入代金
から10％引
★ゴールドサービス/スマホアクセサリーau＋1コレクション
購入代金から15％引
宇都宮西川田 宇都宮市西川田7-4-18 TEL0800-700-1267

クリーニング

株式会社 テラ auショップ

宇都宮

❖特典内容/携帯電話を購入の方にauグッズプレゼント
宇都宮市元今泉2-21-13
TEL028-639-8111

その他

ソフトバンク
❖特典内容/新規・買換えの方にお父さんグッズプレゼント
インターパーク宇都宮 宇都宮市インターパーク2-14-10
TEL028-657-7744
宇都宮東 宇都宮市元今泉3-10-25
TEL028-610-7788
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❖特典内容/料金プランの見直しや購入などの手続きの方にド
コモダケグッズプレゼント
宇都宮上戸祭店 宇都宮市上戸祭町230-1 TEL0120-608-841

足利市
auショップ

足利北

❖特典内容/携帯電話を購入の方にオリジナルグッズプレゼント
足利市助戸東山町913-1
TEL0284-41-4114

ケータイプラザ

足利中央店

❖特典内容/スマホ（携帯・タブ）アクセサリー全品10％引
足利市朝倉町2-17-2
TEL0284-70-5135

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

小山市

栃木

国際総合デザインイラスト研究事務所 日東広告企画開発機構

❖特典内容/携帯電話購入の方に粗品プレゼント
栃木市箱森町47-3
TEL0282-24-7930

大平店

佐野市
auショップ
❖特典内容/携帯電話購入の方に粗品進呈
佐野 佐野市堀米町2587-1
TEL0283-20-1801

❖特典内容/スマホ（携帯・タブ）アクセサリー全品10％引
佐野市高萩町509-3
TEL0283-20-5354

ドコモショップ

佐野店

❖特典内容/携帯電話を購入の方に粗品プレゼント
佐野店 佐野市浅沼町567-5
TEL0283-21-5211

TEL0283-21-1114

auショップ

ソフトバンク 真岡
❖特典内容/新規・買換えの方にお父さんグッズプレゼント
真岡市荒町3-50-8
TEL0285-83-7610

ドコモショップ

株式会社 テラ auショップ

ソフトバンク 鹿沼

auショップ

❖特典内容/新規・買換えの方にマックカード又はクオカード
プレゼント
鹿沼市晃望台25番地
TEL0289-60-5656

鹿沼店

❖特典内容/携帯電話購入時に粗品プレゼント
鹿沼市西茂呂2-1-7
TEL0289-63-5133

auショップ 日光

ドコモショップ 日光店
❖特典内容/携帯電話購入でドコモポイント200Ｐ付与
日光市今市1063-1
TEL0288-22-5858

ドコモショップ

那須塩原店

❖特典内容/携帯電話購入時に粗品プレゼント
那須塩原市清住町95-1
TEL0287-63-1701

ビデオ工房 ＭＡＳＵＹＡ
❖特典内容/定価の10％引、
おもいでビデオDVD制作＠5,000円
★ゴールドサービス/おもいでビデオ注文の方に通常1本のと
ころ2本サービス
那須塩原市笹沼458-93
TEL0287-65-3953

92

その他

❖特典内容/携帯電話の保護フィルムを購入で200円引
日光市977-1
TEL0288-23-0222

auショップ
❖特典内容/携帯電話を購入の方にauグッズプレゼント
黒磯
那須塩原市豊浦北町69-60 TEL0287-64-4121
西那須野 那須塩原市南郷屋2-122-6 TEL0287-39-6155

クリーニング

日光市

那須塩原市

真 健康・美容

ドコモショップ

矢板

❖特典内容/携帯電話購入時に粗品プレゼント
矢板市末広町37-1
TEL0287-40-0078

自動車 情報・通信 写

矢板市

鹿沼

❖特典内容/携帯電話をご購入の方にノベルティプレゼント
鹿沼市西茂呂4-41-3
TEL0289-64-2301

大田原

❖特典内容/携帯電話を購入の方にauグッズプレゼント
大田原市美原1-3160-5
TEL0287-20-3700

理容・美容室

auショップ

大田原市

住まい

鹿沼市

二宮店

❖特典内容/携帯電話購入時に粗品プレゼント
真岡市久下田西6-1-2
TEL0285-74-5600

有限会社 ネットワーク毎日・毎日新聞佐野専売所
❖特典内容/毎日新聞・下野新聞・スポーツニッポンを6ヶ月以上
契約の方に通常のサービス品の他にキャラクターグッズを進呈
佐野市浅沼町765
TEL0283-22-0426

真岡西

❖特典内容/携帯電話をご購入の方にノベルティプレゼント
真岡市上高間木3-9-3
TEL0285-80-8110

融

❖特典内容/商品500円引
佐野西店 佐野市大橋町3177-1

真岡市

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

佐野店

❖特典内容/マイショップ会員になるとポイント2倍進呈
ハーベストウォーク小山店
小山市喜沢1475
TEL0285-21-3611

学

❖特典内容/携帯電話を購入の方にオリジナルグッズプレゼント
佐野浅沼 佐野市浅沼町472-1
TEL0283-27-2950

ケータイプラザ

ドコモショップ
❖特典内容/携帯電話購入時に粗品プレゼント
小山東店 小山市東城南1-28-5
TEL0285-28-9800

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

ドコモショップ

❖特典内容/携帯電話購入時にカード提示で、粗品プレゼント
栃木市大平町西野田230-1
TEL0282-45-2300

❖特典内容/ゴールドサービスのみ
★ゴールドサービス/入会金30％引、加盟団体主催の総会・セ
ミナー交流会の参加無料
小山市間々田755-42
TEL0285-45-4508

買 う

auショップ

市町別インデックス

栃木市

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

さくら市

買 う

株式会社 テラ auショップ

下野市
氏家

ドコモスポット 自治医大店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/携帯電話を購入の方にauグッズプレゼント
さくら市卯の里2-65-5
TEL028-681-1717

❖特典内容/携帯電話購入時に粗品プレゼント
下野市祇園1-15-3
TEL0285-40-1566

那須烏山市

茨城県

株式会社 テラ auショップ

烏山

❖特典内容/携帯電話を購入の方にauグッズプレゼント
那須烏山市中央1-13-16
TEL0287-83-2611

ドコモショップ ベイシア烏山店

学

❖特典内容/携帯電話ご購入時オリジナルストラップをプレゼ
ント
那須烏山市城東1880
TEL0285-80-0355

ソフトバンク 古河
❖特典内容/新規・買換えの方にお父さんグッズプレゼント
茨城県古河市上辺見373-1
TEL0280-30-0088

とちぎ笑顔つぎつぎカードは18歳になって
最初の3月31日まで利用できます！

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

写 真
市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

宇都宮市
カメラのキタムラ

融
住まい
理容・美容室

❖特典内容/カラーネガ同時プリント100円引、
デジカメプリン
ト5％引、
対象サイズ：DSC、
L、
はがき、
HV、
ましかくプリント
FKDインターパーク店 宇都宮市インターパーク6-1-1
FKD宇都宮インターパーク店2F
TEL028-657-6335
FKD宇都宮店 宇都宮市今泉237
福田屋ショッピングプラザ宇都宮3F TEL028-627-3119
イトーヨーカドー宇都宮店 宇都宮市陽東6-2-1
イトーヨーカドー宇都宮店2F
TEL028-689-7366

自動車 情報・通信 写

サトーカメラ
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
宇都宮岩曽店
宇都宮市竹林町494-1 TEL028-600-1680
宇都宮インターパーク店 宇都宮市中島町890 TEL028-656-4600
宇都宮鶴田店
宇都宮市鶴田町1551 TEL028-648-1531
宇都宮細谷店
宇都宮市細谷1-6-25 TEL028-650-5507
宇都宮本店
宇都宮市陽東3-27-15 TEL028-613-6686
宇都宮市東簗瀬1-34-3 TEL028-632-0731
宇都宮簗瀬店

真 健康・美容

サトカメｍｉ
ｎ
ｉ

クリーニング

❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
宇都宮雀宮店 宇都宮市みどり野8-10 TEL028-653-3996
上河内店
宇都宮市中里町221-1 サンユー上河内店内
TEL028-674-2030
宇都宮市駒生町1288-1 ビックサンユー駒生店内
駒生店
TEL028-623-7101

※アイウエオ順

スズキフォト
❖特典内容/デジカメプリントＬサイズ40〜199枚/25円、
200〜299枚/22円、300枚以上 /16円。フィルム同時プリ
ントの方に本数分のフィルムをプレゼント
宇都宮市戸祭1-1-13
TEL028-623-4650

スタジオ・カワシマ
❖特典内容/記念撮影にてプリント2万円以上ご注文のお客様
に写真ストラッププレゼント
宇都宮市泉が丘3-10-5
TEL028-661-7465

トータルフォトスタジオかれん 宇都宮大通り店
❖特典内容/写真アルバム1万円以上購入の方500円引、兄弟・
姉妹で同時に各種七五三パック予約の方兄弟＆姉妹キャビ
ネ写真プレゼント
宇都宮市大通り1-1-3
TEL028-623-0753

フジカラーパレットプラザ

御幸ヶ原店

❖特典内容/デジカメプリントL・DSCサイズを10％引（100枚
以上20％引）
、同時プリント1本につき100円引、フォトブッ
ク総額より200円引
宇都宮市御幸ヶ原50-1 ヨークベニマル御幸ヶ原店内
TEL028-683-1688

足利市
カメラのキタムラ

その他

カラーネガ同時プリント100円引、デジカメプリント5％引、
対象サイズ：DSC、L、はがき、HV、ましかくプリント
足利北店 足利市芳町58-1
TEL0284-44-3461
足利南店 足利市福居町280-1
TEL0284-73-8331

スタジオマリオ 足利南店
❖特典内容/5,000円以上購入でフォトカードプレゼント
足利市福居町280-1
TEL00120-753-084

93
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★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

カメラのキタムラ
❖特典内容/カラーネガ同時プリント100円引、
デジカメプリン
ト5％引、
対象サイズ：DSC、
L、
はがき、
HV、
ましかくプリント
イオン佐野新都市店 佐野市高萩町1324-1
イオン佐野新都市ショッピングセンター1F TEL0283-27-3224
佐野店 佐野市浅沼町419-1
TEL0283-21-2125

❖特典内容/5,000円以上購入でフォトカードプレゼント
佐野市浅沼町419-1 カメラのキタムラ店内 TEL0120-753-742

フォトショップＱＳＳ 植野店

サトーカメラ 大田原浅香店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
大田原市浅香3-3578
TEL0287-20-1551

那須塩原市

❖特典内容/スタジオ写真撮影の方に額入れ写真贈呈
★ゴールドサービス/1カット撮影サービス
鹿沼市口粟野726-12
TEL0289-85-2068

日光市

❖特典内容/カラーネガ同時プリント100円引、
デジカメプリン
ト5％引、
対象サイズ：DSC、
L、
はがき、
HV、
ましかくプリント
イオン小山店 小山市中久喜1467-1 イオン小山ショッピングセンター1F
TEL0285-30-3107
小山店
小山市西城南4-4-3
TEL0285-28-6903

トータルフォトスタジオかれん 乃木参道店
❖特典内容/写真アルバム1万円以上購入の方500円引、兄弟・
姉妹で同時に各種七五三パック予約の方兄弟＆姉妹キャビ
ネ写真プレゼント
那須塩原市新南163-580
TEL0287-39-0753

94

その他

カメラのキタムラ

スタジオマリオ 黒磯店
❖特典内容/5,000円以上購入でフォトカードプレゼント
那須塩原市住吉町6-21 カメラのキタムラ店内 TEL0120-753-420

クリーニング

小山市

サトーカメラ 西那須野店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
那須塩原市南郷屋4-4
TEL0287-39-5530

真 健康・美容

サトーカメラ イオン今市店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
日光市豊田79-1 イオン今市内
TEL0288-25-6610

❖特典内容/カラーネガ同時プリント100円引、
デジカメプリン
ト5％引、
対象サイズ：DSC、
L、
はがき、
HV、
ましかくプリント
那須塩原市住吉町6-21
TEL0287-62-6371

自動車 情報・通信 写

カメラのキタムラ 黒磯店

清美館

理容・美容室

サトーカメラ 鹿沼晃望台店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
鹿沼市上野町329
TEL0289-63-3688

大田原市

住まい

鹿沼市

サトーカメラ 真岡並木店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
真岡市並木町2-27-5
TEL0285-80-5123

融

❖特典内容/大伸ばしプリント6P〜4Wを2割引、カレンダー
プレゼント6切・4切を2割引
佐野市植野町2003-2
TEL0283-24-0757

真岡市

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

スタジオマリオ 佐野店

和の美おぐら内 風のスタジオ ＳＷＥＥＴ イオンモール小山店
❖特典内容/撮影料半額
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山2F TEL0285-30-4070

学

サトーカメラ 佐野イオンタウン店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
佐野市浅沼町719
TEL0283-22-9400

スタジオマリオ 小山店
❖特典内容/5,000円以上購入でフォトカードプレゼント
小山市西城南4-4-3 カメラのキタムラ店内 TEL0120-753-789

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

佐野市

スタジオアリス イオンモール小山店
❖特典内容/写真撮影・ご購入でフォトマグネットシートお一
家族様1点のみプレゼント
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山2F TEL0285-21-2626

買 う

サトーカメラ 栃木バイパス店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
栃木市薗部町2-12-25
TEL0282-20-1515

サトーカメラ 小山城東店
❖特典内容/スマホ・デジカメ写真プリント
（DSC・LW・フルサ
イズ）10％引、カラーネガ同時プリント100円引、アルバム
プリント総額から200円引
小山市城東6-8-20
TEL0285-30-54885

市町別インデックス

栃木市

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

さくら市

芳賀町

買 う

カメラのキタムラ イオンスーパーセンターさくら店

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/カラーネガ同時プリント100円引、
デジカメプリン
ト5％引、
対象サイズ：DSC、
L、
はがき、
ＨＶ、
ましかくプリント
さくら市櫻野1551 イオンスーパーセンターさくら店内
TEL028-681-1543

五月女写真館
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井546-4
TEL028-677-0023

森写真館
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井南1-11-3
TEL028-677-0056

下野市
55ステーション ヨークタウン石橋店
❖特典内容/デジカメプリントL・DSCサイズを10％引（100枚
以上20％引）
、同時プリント1本につき100円引、フォトブッ
ク総額より200円引
下野市下古山北原3362-1
TEL0285-51-1955

学

フジカラーパレットプラザ 自治医大店

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/デジカメプリントL・DSCサイズを10％引（100枚
以上20％引）
、同時プリント1本につき100円引、フォトブッ
ク総額より200円引
下野市祇園1-1-5 かましん自治医大店内 TEL0285-40-1278

茂木町
佐藤写真館
❖特典内容/撮影の方にオリジナル額付カレンダープレゼント
芳賀郡茂木町茂木295-1
TEL0285-63-5525

茨城県
フォトスタジオＳｈａｒａｋｕ
❖特典内容/撮影料平日無料、土・日・祝日半額、七五三お出掛け
パック→足袋プレゼント、七五三スタジオパック割引有
石岡スタジオ 茨城県石岡市東光台2-1-5 2F
TEL0299-26-7878
岩瀬スタジオ 茨城県桜川市上野原地新田上野原186
TEL0296-70-8887
水戸スタジオ 茨城県水戸市けやき台3-62-1
TEL029-212-8851

特典内容は各店舗独自のサービスです。
変更されている場合もありますので、お店に
確認してください。

融
住まい

健康・美容
市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

理容・美容室

宇都宮市

自動車 情報・通信 写

ｍａｎｄａｒ
ｉ
ｎ ｓｐａ
❖特典内容/当店指定3コースのうち1つを10分延長
★ゴールドサービス/10％引
宇都宮市御幸本町4733-1 ニューマリッチ平103 TEL028-663-3644

Ｐｒ
ｉ
ｖａｔｅｓａ
ｌ
ｏｎ ｓ
ｌ
ｏｗ ｌ
ｉ
ｆｅ
❖特典内容/15％引、他の割引との併用は不可
宇都宮市東宿郷6
TEL028-612-3865

真 健康・美容

アジアングレイス ベルエポック 宇都宮店
❖特典内容/平日限定で全てのコース5分延長
宇都宮市川向町1-23 宇都宮駅ビルPASEO 2F TEL028-627-8481

クリーニング

アロマ＆エステティック・プライベートサロン ＲＩＣＯ
❖特典内容/金券プレゼント
宇都宮市インターパーク3-14-7 I-103 TEL090-4947-1334

その他

エールドランジュ 〜天使の羽〜
❖特典内容/アロマオイルトリートメントまたはホットストー
ントリートメント御利用時、施術10分延長プレゼント
宇都宮市ゆいの杜
TEL090-7809-0706

95

※アイウエオ順

おのざき歯科医院
❖特典内容/初診時歯ブラシプレゼント、フッ素塗布無料
宇都宮市ゆいの杜4-7-1
TEL028-667-4602

極楽湯

宇都宮店

❖特典内容/1回につき5名様までレンタルタオルセット付き
入浴料平日600円（土・日・祝日650円）
宇都宮市御幸本町4880
TEL028-663-2641

コンタクトのアイシティ
❖特典内容/コンタクトレンズ･ケア商品 店頭価格より10％引
宇都宮ベルモール店 宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール2F
TEL028-613-0877
ララスクエア宇都宮店 宇都宮市駅前通り1-4-6 ララスクエア宇都宮2F
TEL028-643-2189

姿勢保健均整指導所

岡本診整院

❖特典内容/18歳以下通常料金より1,000円引
★ゴールドサービス/親子で施術を受ける場合は親料金を半額
宇都宮市下岡本町389
TEL028-673-9439

整体＆エステサロン ｉ
ｄｅａ
ｌ
❖特典内容/全コース10％引、初回のみ次回から利用できる金
券1,000円分プレゼント
宇都宮市双葉2-9-42 ウェザーコック202 TEL028-611-3223

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

マルエドラッグ

足心道療術 モア

中央公園レディースクリニック

TEL090-1792-8192

❖特典内容/チケット5％引
キッズ教室
宇都宮市住吉町10-17
ベビーダンス教室 宇都宮市住吉町10-17

栃木市
ノエビア 栃木南販社
❖特典内容/ママに1回の無料エステサービス、初めての方に
ミニサンプル又はハーブティをプレゼント
栃木市大平町横堀629-5
TEL0282-23-0101

佐野市

美サロン きらり 宇都宮店
Ｂ
ｉ
ｒ
ｔｈｄａｙ
TEL0120-037-417

やまぐち歯科醫院
❖特典内容/保険診療を除き、歯ブラシ、歯磨剤、キシリトール
菓子などの雑貨、フッ素塗布、クリーニング、ホワイトニング
など施術割引あり
宇都宮市東宿郷4-3-7
TEL028-651-3746

アロマテラピースクール 『癒しの森』

足利市
Ｂｏｄｙ＆Ｍｅｎｔａ
ｌ Ｃａｒｅ ＫＯＡ

亀森レディースクリニック ベビーダンス教室
❖特典内容/チケット5％引
日光市木和田島3046-3

TEL090-1792-8192

クリーニング

歯科 あべクリニック

日光市

小山市
TEL0284-64-8241

❖特典内容/マッサージ治療の料金を全コース5％引
足利市山下町1505-3
TEL0284-62-9533

あろまとエステのお店 クプクプ

バリ

❖特典内容/金券が当たるラッキーくじを1回提供
小山市犬塚3-25-2 アムクシェア内
TEL0285-39-7115

96

その他

富岡治療院

真 健康・美容

❖特典内容/小学生以下のお子様は施術メニューすべて半額・中
学生以上のお子様は20％引、大人は10分延長無料サービス
★ゴールドサービス/脳デトックス（オプション）無料サービ
ス、カウンセリング半額
足利市堀込町1463-3
TEL0284-73-1463

ホリスティック・キュア スファビィ
❖特典内容/お子様スペース・おもちゃを用意、
お子様連れの方
はボディメニューのみ初回の施術料2,000円引、特別価格の
回数券を提案
★ゴールドサービス/上記ボディメニュー初回施術料を半額
鹿沼市久野300-11
TEL0289-85-1618

自動車 情報・通信 写

森のウタ

理容・美容室

❖特典内容/リフレクソロジー教室10％引、アロマグッズ作り
教室10％引
★ゴールドサービス/アロマテラピー検定受講申込者、アロマ
精油1本プレゼント
鹿沼市白桑田4-21
TEL0289-76-1999

❖特典内容/18歳未満のお子様10％引・18歳未満のお子様の
いるお母様の骨盤矯正無料
宇都宮市中今泉3-31-1
TEL028-651-5545

❖特典内容/初診時フッ素塗布無料
足利市堀込町2023-3

❖特典内容/約1時間の施術を3,000円で提供
鹿沼市樅山町134-1
TEL090-4967-5808

住まい

リラク＆ネイル ＳＡＬＯＮ ＤＥＣｉ TEL0285-22-4533

栃木県本部

融

TEL028-635-8050

❖特典内容/WEB割引20％プラス5％
宇都宮東店 宇都宮市元今泉2-23-6
宇都宮南店 宇都宮市大和2-2-21

りらく整体

鹿沼市
相気健康法

ゆざわや歯科クリニック
❖特典内容/歯科関連商品10％引
宇都宮市曲師町2-12 ゆざわやビル2F

ポーラ ザ ビューティー 佐野店
❖特典内容/トライアルエステの方にボディーシャンプープレ
ゼント、小さなお子様がいる方には1,980円（フェイシャル
のみマスクまで）でホームエステ出張サービス
佐野市高萩町1-56-19 ウイニングワンB棟 TEL0283-21-1393

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

誠はりきゅう院
❖特典内容/1回の全身治療につき1ポイント進呈
宇都宮市さつき1-7-15
TEL028-653-3313

❖特典内容/妊娠中、産後1年の方に60分4,500円で提供
佐野市並木町1774
TEL0283-22-8881

学

❖特典内容/脱毛各コース10％引
宇都宮市富士見ヶ丘4-28-16

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/足心道（足揉み）45分20％引、美顔（約60分）25％引
★ゴールドサービス/スタンプカード押印1個サービス
宇都宮市屋板町578-496
TEL090-4624-2556

買 う

❖特典内容/月・火・水曜日税込2,000円以上購入の方に2倍ポ
イントプレゼント
八幡店 足利市八幡町600-1
TEL0284-73-6061
山川店 足利市山川町37-7
TEL0284-44-2310

市町別インデックス

セントラルフィットネスクラブ 宇都宮駅前店
❖特典内容/オリジナルグッズプレゼント
★ゴールドサービス/ドリンクプレゼント
宇都宮市駅前通り1-4-6 西口ビル10F
TEL028-627-1321

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

さくら市

ベルエポック プラス

買 う

❖特典内容/5分延長サービス、他サービスとの併用不可
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山 TEL0285-21-2133

まりあーじゅ

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

❖特典内容/5,000円以上購入でオーラ診断1枚、親子プレゼ
ント
小山市城東6-36-12 Zパレス小山701号 TEL0285-32-6961

リラク＆ネイル ＳＡＬＯＮ ＤＥ Ｃｉ 小山店
❖特典内容/WEB割引20％プラス5％
小山市羽川517-208

美サロン きらり さくら店
❖特典内容/脱毛各コース10％引
さくら市氏家1885-11

TEL0285-22-4533

真岡市

TEL0120-037-417

益子町
あろま日和

学

ＤＡＮＣＥ ＳＰＡＣＥ 蔵人
（くらうど）

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/入会金半額
★ゴールドサービス/兄弟など一緒に2人以上入会で入会金を
0円
真岡市台町2481
TEL0285-84-8438

アジアングレイス ベルエポック 真岡店
❖特典内容/平日・5分延長サービス
真岡市台町2668 ザ･ビッグエクストラ真岡店 TEL0285-82-5982

パシフィックスポーツプラザ

❖特典内容/粗品プレゼントまたは＋1ポイント進呈
芳賀郡益子町上山142-6
TEL080-2065-2525

茂木町
パシフィックスポーツプラザ

融
住まい

大田原市

茂木

❖特典内容/3ヶ月以内の退会の場合入会金全額返金（理由は
問わず）
★ゴールドサービス/会員家族の入会は入会金免除（2人目より）
芳賀郡茂木町茂木178
TEL0285-63-5411

真岡

❖特典内容/3ヶ月以内の退会の場合入会金全額返金（理由は
問わず）
★ゴールドサービス/会員家族の入会は入会金免除（2人目より）
真岡市荒町3-48-8
TEL0285-83-2300

芳賀町
金子薬局
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント、毎月1日・5日・
10日・20日ポイント3倍
芳賀郡芳賀町祖母井547-5
TEL028-677-0039

理容・美容室

ドリームハウス くろさき

ＭＡＸ ＧＹＭ

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/入会金50％引
★ゴールドサービス/入会時オリジナル巾着袋又はオリジナル
タオルプレゼント
大田原市富士見1-1631-4
TEL0287-22-6715

矢板市

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井775
TEL028-677-0067

薬師堂株式会社
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井1134
TEL028-677-8880

やまぐち薬局

整体療術院 ピースフル ひらいし
❖特典内容/整体5％引
★ゴールドサービス/整体10％引
矢板市豊田1284

パシフィックスポーツプラザ さくら
❖特典内容/3ヶ月以内の退会の場合入会金全額返金（理由は
問わず）
★ゴールドサービス/会員家族の入会は入会金免除（2人目より）
さくら市櫻野1633-2
TEL028-682-0577

TEL0287-43-3760

真 健康・美容

那須塩原市

❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町西水沼336-7
TEL028-678-0405

ゆう美容室
❖特典内容/購入の方に1ポイントプレゼント
芳賀郡芳賀町祖母井1708-8
TEL028-677-1733

壬生町

ＡＴＣフィットネス

クリーニング

❖特典内容/入会金50％引
★ゴールドサービス/入会時オリジナル巾着袋又はオリジナル
タオルプレゼント
那須塩原市上厚崎133-1
TEL0287-64-4564

くろかわ

その他

アジアングレイス ベルエポック 那須塩原店

❖特典内容/毎週水曜日はポイント2倍、購入の方にプレゼン
ト品
★ゴールドサービス/旅行用化粧品プレゼント
下都賀郡壬生町通町4-7
TEL0282-82-0318

❖特典内容/電話予約により新規様限定コースを除く40分以
上のコースの方にプラス5分延長
那須塩原市島方455 ザ・ビッグエクストラ那須塩原店1F
TEL0287-65-4090

❖特典内容/初診時に歯ブラシプレゼント
下都賀郡壬生町中央町16-29
TEL0282-82-6464
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梁島歯科医院

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

クリーニング

フジドライ

フジドライ コープ栃木店
❖特典内容/3ポイントプレゼント
栃木市今泉町1-5-11

TEL0282-28-0751

佐野市
うさちゃんクリーニング
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
イオンタウン佐野店 佐野市浅沼町742 TEL0283-85-8301
イオンモール佐野新都市店 佐野市高萩町1324-1 TEL0283-21-2115
ヨークベニマル佐野田島町店 佐野市田島町字東48-1 TEL0283-85-7888

98

その他

TEL028-632-2968
TEL028-639-0870
TEL028-689-1010
TEL028-647-3019
TEL028-674-1180
TEL028-671-1170
TEL028-662-0178
TEL028-643-5788
TEL028-663-3308
TEL028-660-5656
TEL028-621-8051

クリーニング

❖特典内容/3ポイントプレゼント
宇都宮市役所店 宇都宮市旭1-1-5
オータニ平松店 宇都宮市平松本町109-1
コープ越戸店 宇都宮市越戸町78
コープ鶴田店 宇都宮市鶴田町861
サンユー上河内店 宇都宮市中里町221-1
サンユー奈坪店 宇都宮市中岡本町2919-40
サンユー岩曽店 宇都宮市岩曽町1363-4
サンユー戸祭台店 宇都宮市戸祭町3020
サンユー御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ヶ原町62-34
たいらや今泉新町店 宇都宮市今泉町2998-1
たいらや宝木店 宇都宮市宝木町1-25-1

うさちゃんクリーニング
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
ベイシア大平店
栃木市大平町下皆川849-1
TEL0282-43-0199
ヨークベニマル栃木平柳店 栃木市平柳町2-26-21
TEL0282-21-8551

真 健康・美容

TEL028-678-9295

栃木市

自動車 情報・通信 写

雀宮店

TEL0284-73-5397
TEL0284-63-2929
TEL0284-71-7929
TEL0284-64-8929
TEL0284-64-9291

理容・美容室

クリーニング専科

クリーニング専科
❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
足利朝倉店 足利市朝倉町3-3-11
足利大前店 足利市大前町960-1
足利福居店 足利市福居町38-1
足利本城店 足利市本城1-1451-1
足利山川店 足利市山川町97-12

住まい

クリーニング みゆき
❖特典内容/クリーニング代2,000円以上で100円の金券プレ
ゼント
★ゴールドサービス/クリーニング代2,000円以上で150円の
金券プレゼント
宇都宮市五代2-29-12
TEL028-653-8848

株式会社 ほしのドライ
❖特典内容/クリーニング料金10％引、特殊品は除く、ほかの
サービスとの併用は不可
ヤマグチスーパー北郷店 足利市江川町3-7-3 TEL0284-41-2662
ヨークベニマル足利店 足利市朝倉町2-21-16 TEL0284-71-1735
ヨークベニマル大月店 足利市大月町3-2 TEL0284-43-4023

融

TEL028-634-6051

足利市

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

クリーニング マエダ

小花クリーニング

学

クリーニング さくら
❖特典内容/利用代金630円以上でスタンプ1つ、3,150円以上
で2つ押印（1日2つまで）
、スタンプ20個で次回500円券と
して利用可
★ゴールドサービス/スタンプ20個で600円券として利用可
宇都宮市陽東2-5-9
TEL028-660-2218

有限会社

❖特典内容/利用代金630円以上でスタンプ1つ、3,150円以上
で2つ押印（1日2つまで）
、スタンプ20個で次回500円券と
して利用可
★ゴールドサービス/スタンプ20個で600円券として利用可
石井店 宇都宮市石井町2800-57 たいらや石井店内
TEL028-689-6827
岡本店 宇都宮市下岡本町1999-5 たいらや岡本店内
TEL028-673-6850
本店
宇都宮市東宿郷6-8-21
TEL028-633-4866

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

うさちゃんクリーニング
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
宇都宮店
宇都宮市塙田4-5-4
TEL028-650-5541
江曽島店
宇都宮市双葉1-5-6
TEL028-645-2297
たいらや西川田店 宇都宮市西川田本町4-1-1 TEL028-658-0338
トップマート泉が丘店 宇都宮市泉が丘1-17-16 TEL028-660-4600
トップマート西川田店 宇都宮市西川田町1047 TEL028-645-9191
トップマート簗瀬店 宇都宮市簗瀬1752−1 TEL028-639-1019
トライアルむつみ店 宇都宮市睦町5−5
TEL028-635-2600
ニュー富士見店 宇都宮市横山1-16-33 TEL028-621-3743
花園店
宇都宮市花園町2-2
TEL028-633-8506
ベイシア陽東店 宇都宮市陽東3-27-20 TEL028-664-1161
宇都宮市御幸本町4732-24 TEL028-666-4671
御幸本町店
ヨークベニマル石井店 宇都宮市石井3351-1
TEL028-656-8375
ヨークベニマル西川田店 宇都宮市西川田町920-2 TEL028-658-5268
ヨークベニマル細谷店 宇都宮市細谷町375-2 TEL028-625-6911
ヨークベニマル御幸ヶ原店 宇都宮市御幸ヶ原50-1 TEL028-660-9912
ヨークベニマル若松原店 宇都宮市若松原1-13-15 TEL028-659-6788

❖特典内容/8のつく日は8％引
宇都宮市茂原1-1192

※アイウエオ順

たいらや若草店 宇都宮市若草4-21-3
TEL028-624-9920
パワーマート新町店 宇都宮市新町2-6
TEL028-639-3283
ビッグサンユー駒生店 宇都宮市駒生町1288-1 TEL028-627-7874

宇都宮市

❖特典内容/2,000円以上10％引
宇都宮市中央5-17-4

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

鹿沼市

大田原市

買 う

フジドライ ヨークベニマル鹿沼店
❖特典内容/3ポイントプレゼント
鹿沼市茂呂2209-782

TEL0289-65-6229

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

クリーニング専科

日光市

❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
大田原本町店 大田原市本町1-2746-1 TEL0287-23-9298
大田原美原店 大田原市美原1-3523-16 TEL0287-22-0929

うさちゃんクリーニング
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
イオン今市店
日光市豊田79-1 TEL0288-25-3775
かましん日光森友店 日光市森友740-1 TEL0288-25-3690
さくらや店
日光市安川町6-39 TEL0288-54-0651

フジドライ

学
ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/3ポイントプレゼント
オータニ大沢店 日光市木和田島1567-43 TEL0288-26-6562
サンユー大沢店 日光市木和田島1564-173 TEL0288-26-6055
たいらや今市店 日光市今市1228-1
TEL0288-22-2636

融
住まい
理容・美容室

クリーニング専科

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
小山駅南店
小山市駅南町1-26-3 TEL0285-31-4788
小山東城南店
小山市東城南4-27-7 TEL0285-28-9293
小山東間々田店 小山市東間々田3-2-15 ヴィクトリア3
TEL0285-45-5221
花垣店
小山市花垣町2-1-10 TEL0285-37-8110

真岡市

真 健康・美容

うさちゃんクリーニング
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
真岡市久下田西1-153 TEL0285-74-0530
エコス二宮店
ザ・ビッグエクストラ真岡店 真岡市台町2668
TEL0285-85-1231
真岡市下高間木2-2-4 TEL0285-84-5432
とりせん真岡店

クリーニング

クリーニング専科
TEL0285-81-3929
TEL0285-81-1929

その他

ドライクリーニング和服洗 おがわ
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矢板市
うさちゃんクリーニング ベイシア矢板店

クリーニング専科

うさちゃんクリーニング
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
イオンモール小山店 小山市中久喜1467-1 イオンモール小山
TEL0285-39-7533
イト―ヨーカド―小山店 小山市駅東通り2-3-15 TEL0285-21-3552
小山城東店
小山市城東7-18-8 カウフハウス101
TEL0285-25-6299
小山店
小山市駅南町2-27-4 TEL0285-31-5477
小山東店
小山市横倉新田315-5 TEL0285-27-4418
小山ゆうえんち店 小山市喜沢1475-182 TEL0285-25-8828
マルエツ小山店 小山市西城南6-5-1
TEL0285-27-7828
ヨークベニマル雨ヶ谷店 小山市雨ヶ谷町61
TEL0285-37-7877

❖特典内容/全品5％引
真岡市台町12-5

クリーニングのおおもり ヨークベニマル大田原店
❖特典内容/学生服・子供服を出した方にポイントカードに1
ポイントサービス
大田原市美原1-3168-1
TEL0287-23-5355

❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
矢板市末広町25-1
TEL0287-47-4777

小山市

❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
真岡熊倉店 真岡市熊倉1-1-1
真岡台町店 真岡市台町2855-5

うさちゃんクリーニング ベイシア大田原店
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
大田原市住吉町1-14-12
TEL0287-23-8521

TEL0285-83-2583

❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
矢板末広店
矢板市末広町15-4
TEL0287-44-0929
ヨークタウン矢板店 矢板市富田字原田163 TEL0287-44-0555

那須塩原市
愛情クリーニング リボン
❖特典内容/1,000円以上利用の方総額から100円引、他の割
引と併用可
★ゴールドサービス/1,000円以上利用の方総額から150円
引、他の割引と併用可
那須塩原市黒磯幸町2-1 ヨークベニマル黒磯店内 TEL0287-64-3118

うさちゃんクリーニング
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
ザ・ビッグエクストラ那須塩原店
那須塩原市島方455
TEL0287-69-6215
トライアル那須塩原店
那須塩原市豊浦字豊浦12-1 TEL0287-74-3865
那須塩原店 那須塩原市西三島1-137-4 TEL0287-47-6022
西那須野店 那須塩原市下永田1-2-16 TEL0287-46-6355
ベイシア那須塩原店
那須塩原市緑2-1155-11 TEL0287-48-6966
ヨークベニマル西那須野店
那須塩原市太夫塚6-232-6 TEL0287-37-3313

エンジェル・クリーニング
❖特典内容/1,000円以上利用の方総額から100円引、他の割
引と併用可
★ゴールドサービス/1,000円以上利用の方総額から150円
引、他の割引と併用可
那須塩原市豊住町78-93 とりせん黒磯店内 TEL0287-62-2224

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

上三川店

益子町
うさちゃんクリーニング かましん益子店
❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
芳賀郡益子町益子2024
TEL0285-85-8521

市貝町
うさちゃんクリーニング

芳賀店

壬生町
フジドライ コープおもちゃのまち店
❖特典内容/3ポイントプレゼント
下都賀郡壬生町至宝3-12-31

うさちゃんクリーニング

TEL0282-82-7171

野木町
クリーニング専科

野木店

高田店

❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
那須烏山市大金190
TEL0287-88-2134

❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
エコス小金井店 下野市駅東2-7
TEL0285-44-8045
自治医大店
下野市祇園3-1-2
TEL0285-44-4442

下野店

クリーニングのおおもり
❖特典内容/学生服・子供服を出した方にポイントカードに1
ポイントサービス
黒田原店
那須郡那須町寺子丙3
TEL0287-72-5253
黒田原山井店 那須郡那須町寺子丙28
TEL0287-72-0470

TEL0285-40-7916

フジドライ

クリーニング

❖特典内容/3ポイントプレゼント
オータニ自治医大店 下野市柴833-110 TEL0285-40-7477
ヨークタウン石橋店 下野市下古山3362-1 TEL0285-52-1341

カード裏面に、
お名前・誕生年月を必ず記入し
てください。記入されていないカードは使用
できません。

真 健康・美容

クリーニング専科

高根沢店

那須町

うさちゃんクリーニング

❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
下野市柴830-6

うさちゃんクリーニング

❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
塩谷郡高根沢町宝積寺2390-128
TEL028-678-3515

自動車 情報・通信 写

下野市

高根沢町

理容・美容室

うさちゃんクリーニング

TEL0280-57-9939

住まい

❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
下都賀郡野木町丸林630-4

那須烏山市

融

❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
ザ・ビッグエクストラさくら店
さくら市櫻野1551 TEL028-682-7208
ベイシアさくら氏家店 さくら市氏家725 TEL028-682-5805
ヨークベニマル氏家店 さくら市氏家2892-1 TEL028-678-4300

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
芳賀郡市貝町赤羽355-5
TEL0285-68-5002

学

さくら市

うさちゃんクリーニング

❖特典内容/クリーニング料金20％引（Yシャツ特殊品除く）
河内郡上三川町上三川字上野田4671-1 TEL0285-58-8882

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

クリーニングのおおもり
❖特典内容/学生服・子供服を出した方にポイントカードに1
ポイントサービス
オータニ黒磯店 那須塩原市豊住町78-1 TEL0287-63-4242
オータニ三島店 那須塩原市東三島5-89-1 TEL0287-36-2953
センター店
那須塩原市東栄2-4-8
TEL0287-62-0333
ダイユー中央店 那須塩原市材木町1-3
TEL0287-63-6439
ダイユー若松店 那須塩原市豊浦93
TEL0287-63-7656

上三川町

買 う

クリーニング専科
❖特典内容/毎月8のつく日に8％引
幸町店
那須塩原市西幸町2-18
TEL0287-36-1551
東那須野店 那須塩原市大原間143-7 サンライズマンション1F
TEL0287-65-3322
東三島店
那須塩原市東三島4-54-12 TEL0287-38-1780

市町別インデックス

大島クリーニング
❖特典内容/1,000円以上利用の方総額から100円引、他の割
引と併用可
★ゴールドサービス/1,000円以上利用の方総額から150円
引、他の割引と併用可
那須塩原市黒磯幸町6-2
TEL0287-62-0096

その他
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2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

その他

その他

買 う

市町別店舗リスト（名称・特典内容・ゴールドサービス・所在地・TEL）

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

宇都宮市
株式会社

両毛丸善株式会社

竹田石材店

❖特典内容/妊婦さんや中学生までのお子様のいる家族で契約
の方に店頭価格より3〜5％引
★ゴールドサービス/妊婦さんや中学生までのお子様のいる家
族で契約の方にお子様の人数分図書カード又はおもちゃ券
を進呈
宇都宮市岩本町385-6
TEL0120-24-8757

学

株式会社

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

松井ピ・テ・オ・印刷

❖特典内容/印刷の余紙を利用してパソコンの用紙や折紙とし
て利用できるＡ4用紙を無料配布
宇都宮市陽東5-9-21
TEL028-662-2511

融

行政書士

前澤事務所

住まい

❖特典内容/相談のみの場合を除き初日相談料サービス又は請
求金額の10％引
★ゴールドサービス/請求金額の15％引
宇都宮市鶴田1-22-22
TEL028-648-1223

理容・美容室

有限会社 ピーエフケイ・コーポレーション
❖特典内容/商談成立で粗品進呈
宇都宮市城南2-3-17

TEL028-655-0566

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/ガソリン・軽油20ℓ以上の給油で2円/ℓ引、他の
割引券との併用不可
宇都宮今泉SS
宇都宮市元今泉6-3-1 TEL028-662-0635
宇都宮下平出SS 宇都宮市下平出町77-1 TEL028-664-1435
宇都宮平松SS
宇都宮市城東2-27-12 TEL028-634-2513

真 健康・美容

足利市

両毛丸善株式会社

❖特典内容/ドライブスルー洗車・プリペードカード20％引
セルフランド下栗 宇都宮市下栗1-11-6 TEL028-651-2110

足利健康ランド

クリーニング

❖特典内容/来館のお子様にソフトドリンク1杯プレゼント
足利市朝倉町243-7
TEL0284-73-0105

石井ピアノ

その他

❖特典内容/ピアノの調律1回につきワックスとクロス又はピ
アノ用乾燥剤1コ進呈
足利市葉鹿町134-1
TEL0284-62-4424
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❖特典内容/ガソリン・軽油20ℓ以上の給油で2円/ℓ引、他の
割引券との併用不可
足利6丁目SS 足利市通6-3229-4
TEL0284-21-3452
足利朝倉SS
足利市朝倉町3-7-7
TEL0284-72-6315
足利旭町SS
足利市旭町847-8
TEL0284-43-0308
足利助戸SS
足利市助戸仲町485-5 TEL0284-40-1221
足利南SS
足利市借宿町1-2
TEL0284-71-2550
ウィング問屋SS 足利市問屋町353-10
TEL0284-72-4343
御厨SS
足利市福居町2206-1
TEL0284-72-0605

林

❖特典内容/スタンプ2倍押し（スタンプ30個で500円クオ
カード進呈）
セラ陽東SS
宇都宮市陽東2-2-1
TEL028-661-3647
パセ今宮SS
宇都宮市江曽島町135-1 TEL028-645-6868
パセ中央公園SS 宇都宮市幸町30-1
TEL028-635-3876

株式会社

※アイウエオ順

栃木市
岸オイル （コスモ石油）
栃木インターSS
❖特典内容/現金支払いの方に全油種1円／ℓ引、全洗車15％
引、他の割引との併用不可
栃木市野中町503-1
TEL0282-23-0916

美光堂
❖特典内容/切手・印紙以外ハンコ全商品20％引
栃木市岩舟町静1161-8
TEL0282-55-2258

みかも不動尊
❖特典内容/ご祈祷・お祓い等を受ける方にはお札・お守りのな
ど進呈、お子様連れの場合はお子さまの人数分1人に1個の
飴又は金平糖など進呈
栃木市藤岡町大田和747
TEL0282-62-1277

両毛丸善株式会社
❖特典内容/ガソリン・軽油20ℓ以上の給油で2円/ℓ引、他の
割引券との併用不可
岩舟SS
栃木市岩舟町静戸498-1 TEL0282-54-1066
栃木市大平町西野田543-1 TEL0282-45-1057
大平町SS
❖特典内容/ドライブスルー洗車・プリペードカード20％引
セルフ平柳
栃木市平柳町3-21-26 TEL0282-29-1577
セルフランド薗部 栃木市薗部町2-5-16
TEL0282-20-8110

佐野市
合同会社 さくらクリーンサービス
❖特典内容/不用品処分5％引、販売5％引、買取5％アップ
佐野市並木町1649-2
TEL0283-26-7119

墓地情報センター 栃木佐野営業所
❖特典内容/期間セール割引後、
更に5％引
佐野市伊勢山町1905-1
TEL0283-24-4244

両毛丸善株式会社
❖特典内容/ガソリン・軽油20ℓ以上の給油で2円/ℓ引、他の
割引券との併用不可
TEL0283-22-8430
佐野大橋町SS 佐野市大橋町3235-37
佐野大原SS
佐野市植下町2787-1
TEL0283-22-6799

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

TEL0283-23-8271
TEL0283-20-1380
TEL0283-24-4676
TEL0283-62-8333

両毛丸善株式会社 下野グリーンタウンSS
❖特典内容/ガソリン・軽油20ℓ以上の給油で2円/ℓ引、他の
割引券との併用不可
下野市緑2-23-1
TEL0285-40-1271

鹿沼市
林

鹿沼インターSS

❖特典内容/スタンプ2倍押し（スタンプ30個で500円クオ
カード進呈）
鹿沼市上石川字北原1119-7
TEL0289-76-2778

株式会社 ヨシダコーポレーション 宇都宮営業所
❖特典内容/COCOAR2
無料（3マーカーまで）
鹿沼市深津774-6

動画コンテンツサービス1ヶ月間
TEL0289-72-1013

川又造園

株式会社

県南環境

❖特典内容/造園工事50万円以上の方にミカゲ石製小動物置
物、墓石工事80万円以上に石の置物かふくろうの木彫進呈
下都賀郡壬生町大師町25-5
TEL0282-82-6700

❖特典内容/毎日1会員様レンタル上限枚数まで旧作アニメ
DVD70円レンタル
小山市東城南4-18-6
TEL0285-28-7178

❖特典内容/造園工事50万円以上の方にミカゲ石製小動物置
物進呈
下都賀郡壬生町壬生丁143
TEL0282-82-2135

日向野石材店
❖特典内容/新規及び改修墓地工事3％キャッシュバック
下都賀郡壬生町本丸1-1-10
TEL0282-83-0437

イオンペット 小山店
❖特典内容/トリミングコース利用で預り1時間又はパウケア
無料
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山1F TEL0285-20-3412

野木町
墓地情報センター 栃木小山・野木営業所
❖特典内容/期間セール割引後、更に5％引
下都賀郡野木町野木1975-6
TEL0280-57-4040

看板の夢樂堂

クリーニング

下野市

山川造園

真 健康・美容

塩原あかつきの湯
❖特典内容/入館料：大人100円引・小人50円引、
3歳以下無料、
他の割引券との併用は不可
那須塩原市関谷1689-1
TEL0287-35-2711

有限会社

❖特典内容/造園工事50万円以上の方にミカゲ石製小動物置
物進呈
下都賀郡壬生町藤井1466-1
TEL0282-82-1820

自動車 情報・通信 写

那須塩原市

元木デザイン工芸

❖特典内容/成約時に総額の3％引又はオリジナル名刺100枚
プレゼント
★ゴールドサービス/家族全員分の集合写真からインクジェッ
トプリンターによる拡大写真をプレゼント、オリジナル名刺
100枚もプレゼント
下都賀郡壬生町壬生丁113-37
TEL0282-82-4152

理容・美容室

墓地情報センター 栃木矢板本部
❖特典内容/期間セール割引後、更に5％引
矢板市中416-40
TEL0287-43-4244

橋本造園

住まい

有限会社

❖特典内容/造園工事50万円以上の方にミカゲ石製小動物置
物進呈
下都賀郡壬生町至宝3-8-20
TEL0282-82-2264

有限会社

矢板市

篠原造園土木

融

両毛丸善株式会社
❖特典内容/ガソリン・軽油20ℓ以上の給油で2円/ℓ引、他の
割引券との併用不可
小山50号SS 小山市駅南町2-28-2
TEL0285-27-4457
小山犬塚SS 小山市犬塚998-310
TEL0285-27-6298
小山城南SS 小山市東城南5-26-6
TEL0285-28-2876
小山城北SS 小山市稲葉郷字向原27-6 TEL0285-30-2131

有限会社

❖特典内容/造園工事50万円以上の方にミカゲ石製小動物置
物進呈
下都賀郡壬生町羽生田1739-1
TEL0282-82-5071

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

田崎造園株式会社

ＴＳＵＴＡＹＡ 小山城南店

その他

❖特典内容/見積金額より20％引
下野市柴657-1

株式会社

❖特典内容/造園工事50万円以上の方にミカゲ石製小動物置
物進呈
下都賀郡壬生町中泉1315-1
TEL0282-86-3805

学

小山市

壬生町

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

株式会社

買 う

佐野市浅沼町5-1
佐野市富岡町338-1
佐野市堀米町22-1
佐野市吉水町1150-3

市町別インデックス

佐野工業団地SS
佐野富岡SS
佐野堀米SS
佐野吉水町SS

TEL0285-44-1769

102

2016年2月19日現在

★ゴールドサービス：子ども3人以上の多子家庭対象の、
よりグレードの高い割引・特典

市町別インデックス

那須町

買 う

透視カウンセリング アムール
❖特典内容/各種コース10分延長無料
★ゴールドサービス/各種コース15分延長無料
那須郡那須町高久丙2564-5
TEL0287-77-3037

食べる 見る・遊ぶ 泊まる

茨城県
ＤｏｇＨｏｕｓｅ Ｆｒｕ
ｉ
ｔ
ｓ
❖特典内容/1,000円以上の商品1点につき50円引、他の割引
サービスと併用不可
★ゴールドサービス/犬用おやつor当店指定首輪プレゼント
茨城県古河市本町2-12-27 金和ビル1F TEL0280-32-0608

学

群馬県

ぶ 育児・家事 交通・旅行 金

県民結婚相談ぐんま
❖特典内容/お見合い、パーティー等50％引
群馬県太田市牛沢町6-6
TEL0276-38-8605

太田高林SS
太田東部SS
太田東本町SS
太田藤阿久SS
大間々SS
桐生相生SS
桐生新宿SS
桐生広沢SS
鞍掛工業団地SS
境町SS
セルフ安堀SS
セルフ内ヶ島SS
館林青柳SS
館林インターSS
館林瀬戸谷SS
館林成島SS
館林野辺SS
館林松原SS
西片貝SS
新田SS
前橋東大室SS
前橋三俣SS
前橋元総社SS
前橋六供町SS
宮本町SS
藪塚大原SS

群馬県太田市高林南町858 TEL0276-38-6252
群馬県太田市植木野町692-1 TEL0276-37-0343
群馬県太田市東本町50-35 TEL0276-40-2066
群馬県太田市藤阿久374-14 TEL0276-32-1950
群馬県みどり市大間々町大間々941 TEL0277-72-1715
群馬県桐生市相生町2-908 TEL0277-52-2281
群馬県桐生市新宿2-1-20 TEL0277-44-8965
群馬県桐生市広沢町3-3857-4 TEL0277-52-1751
群馬県邑楽郡千代田町赤岩3106-4 TEL0276-86-5201
群馬県伊勢崎市境西今井127-1 TEL0270-76-3555
群馬県伊勢崎市安堀町124-1 TEL0270-30-1351
群馬県太田市内ヶ島町780-1 TEL0276-45-4713
群馬県館林市青柳町1905 TEL0276-72-2115
群馬県館林市赤生田300 TEL0276-72-2923
群馬県館林市朝日町2299-1 TEL0276-74-8331
群馬県館林市大谷町1046-22 TEL0276-72-2421
群馬県館林市野辺町947-32 TEL0276-75-0950
群馬県館林市松原2-1-3 TEL0276-73-2279
群馬県前橋市西片貝町1-326-1 TEL027-230-1352
群馬県太田市新田上田中町353 TEL0276-56-3077
群馬県前橋市東大室町110-1 TEL027-230-3040
群馬県前橋市西片貝町4-6-6 TEL027-221-6446
群馬県前橋市元総社町1-2-1 TEL027-253-3125
群馬県前橋市六供町1-16-1 TEL027-224-9025
群馬県桐生市宮本町1-10-14 TEL0277-22-9383
群馬県太田市大原町1109-3 TEL0277-40-4130

両毛丸善株式会社

融
住まい
理容・美容室

自動車 情報・通信 写

❖特典内容/ガソリン・軽油20ℓ以上の給油で2円/ℓ引、他の
割引券との併用不可
伊勢崎下植木SS 群馬県伊勢崎市今泉町1-6-1 TEL0270-24-7814
伊勢崎昭和町SS 群馬県伊勢崎市昭和町1393-1 TEL0270-26-7721
伊勢崎新栄町SS 群馬県伊勢崎市今泉町2-338-1 TEL0270-20-1160
伊勢崎連取SS 群馬県伊勢崎市田中島町1406-9 TEL0270-26-0611
伊勢崎長沼SS 群馬県伊勢崎市長沼町666-3 TEL0270-32-6121
伊勢崎日乃出SS 群馬県伊勢崎日乃出町553 TEL0270-25-5499
伊勢崎堀口町SS 群馬県伊勢崎市堀口町924-1 TEL0270-31-1411
伊勢崎柳原SS 群馬県伊勢崎市柳原町51-2 TEL0270-23-5863
大泉大利根SS 群馬県邑楽郡大泉町富士2-5-20 TEL0276-63-5876
群馬県邑楽郡大泉町仙石4-20-2 TEL0276-63-2351
大泉仙石SS
大泉ニュータウンSS 群馬県邑楽郡大泉町朝日2-1-1 TEL0276-62-6941
群馬県太田市飯田町1343 TEL0276-45-8975
太田飯田SS
太田飯塚町SS 群馬県太田市飯塚町696-1 TEL0276-49-0128
太田新道町SS 群馬県太田市新道町1525-5 TEL0276-31-3181
太田西部SS
群馬県太田市下田島312 TEL0276-31-4161

埼玉県
春日部温泉

湯楽の里

❖特典内容/店舗のイベントカレンダーの対象日に3歳以下の
お子様入館料無料
埼玉県春日部市小渕105-1
TEL048-755-4126

行政書士

森本剛法務事務所

❖特典内容/初回相談無料、遺言相続関係の書類作成料金を
10％引
埼玉県入間市野田1971-4
TEL04-2932-1354

さいたま総合グループ（相続・遺言書作成相談室）
❖特典内容/料金5％引（最高5,000円）
埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-21 三協ビル4F TEL048-816-5361

子育てパスポート事業

真 健康・美容

全 国 展 開 開 始!

クリーニング

その他
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皆さんのお店で、子育て家庭を応援していただけませんか？

「とちぎ笑顔つぎつぎカード」
事業協賛店舗・施設を募集しています！
●登録は無料です！
●協賛の内容はオリジナルで！
子育て家庭に対する優待制度として、「とちぎ笑顔つぎつぎ
カード」を提示したお客様にサービスを提供していただきます。
割引・特典等の優待サービス内容は、協賛店舗・施設が独
自に定めることができます。
また、変更することもできます。

●協賛のメリット
◆協賛店舗・施設の掲示用に、オリジナルステッカーやのぼ
り旗などを無料でお送りします。
◆とちぎ未来クラブのホームページや印刷物などで協賛店舗・
施設の情報を掲載し、子育て家庭の利用促進をはかります。
◆子育て家庭を応援する店舗等としてイメージアップにつな
がります。
◆子育てにやさしい店舗・施設としてPRができます。
◆商工中金から優遇された金利で資金のご融資が受けられます。
◆協賛店舗・施設の広告やパンフレット等に、とちぎ未来ク
ラブのシンボルマークが使えます。詳しくはホームページ
をご覧ください。
ホームページアドレス

事
業
に
協
賛
し
て
い
ま
す

http://www.tochigi-mirai.jp

●協賛申し込みの方法
とちぎ未来クラブホームページから「協賛店舗・
施設申込書」をダウンロードし、所定の事項をご
記入のうえ、郵送、電子メールまたはFAXでお申
し込みください。

●事業のイメージ
イメージ
アップ

割引・特典の
サービス御提供！

●とちぎ子育て応援貯金箱について
子育てにやさしい店舗・施設としてのイメージ
アップにつながる「とちぎ子育て応援貯金箱」を
送付しますので、ご協力いただける範囲でレジな
どの脇に置いてください。
ご協力いただいた募金は、「とちぎ笑顔つぎつ
ぎカード事業（とちぎ子育て家族応援事業）」に
充てられます。

カード提示
栃木県内の子育て家庭

栃木県内の協賛店舗・施設
（各店舗・施設でサービス内容を決定）

申し込み

（18歳未満のお子さんや妊婦のいる家庭）

協賛金
不要

無料

カード配布
協賛店舗・施設PR

オリジナル
掲示物送付

とちぎ未来クラブ
《事務局：
（公財）とちぎ未来づくり財団》

支援

県・市町
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とちぎ子育て応援貯金箱

協力いただいた募金は、
「とち
ぎ笑顔つぎつぎカード事業(と
ちぎ子育て家族応援事業）」に
充てられています。

これまでに募金にご協力いただいた協賛店舗
（株）カワチ薬品、とちぎコープ生活協同組合、
（有）福富住宅、
（有）綜合衣料カワシマ、
（有）宇治川商事、
（有）小花クリーニング、ドコモショップ佐野店、auショップ今市、 ちゃあしゅう屋上三川店、マルキ屋、
（有）センボン、 グランディハウス、（株）日本マクドナルド宇都宮ララスクェア店・大田原三枡屋店、
（株）渡辺和哉商店、 那須フィッシュランド、 ヘアモードスマ西川田店、 欧風菓子グリンデルベルグ、
ヘアーショップたかの、どさん子佐野店、焼肉武心亭、ケーズデンキインターパーク宇都宮、山口時計店、
（有）エステート企画、ロイヤルホームセンター小山店、ヤオハン千渡店、松井ピ・テ・オ・印刷、野中商店、
クツ・カバンの店ぢがみ商店、アメリカンバーベキューテンガロンハット、トヨタカローラ栃木株式会社、
真岡信用組合本店営業部・台町支店・長田支店、（有）アンティル、シャトレーゼ小山城南店・小山店、
（株）吉野家宇都宮競輪場通り店・宇都宮南店・西那須野店・鶴田町店・今泉店・矢板店・宇都宮パセオ店・
121号線鹿沼店・カインズホーム今市店・50号線小山店・50号線佐野店、コジマ光陽台店・ニュー東店、
塩原温泉供給株式会社、相気健康法宇都宮支部、明光義塾足利南教室、
（有）そば割烹木乃香、
（有）登竜、
（有）さくら食品、（株）イオスホーム、うどん亭くず葉、（株）ほしのドライ、SLランドミュージアム、
（株）和光、
（株）かましん益子店、シダックス西那須野クラブ、ホフブロイハウス、レストラントムソーヤ、
リニーズ英会話スクール、味覚亭、日本公文教育研究会・公文式江曽島教室、オートウェーブ宇都宮店、
MEGAドン・キホーテラパーク宇都宮店、（株）NTT東日本-栃木フレッツカフェ、ラーメン屋とくみ、
オプトレーベルイオンモール小山、 ベイシアスーパーモールあかちゃん王国今市モール店、 文化堂、
ヒッポファミリークラブ 雀 宮、（有） 喜 連 川 商 会、 塩 原 温 泉 供 給 株 式 会 社、（株） 松 屋フーズ、
栃木県庁、栃木県職員生活協同組合那須庁舎売店、とちぎ青少年センター、栃木県中小企業団体中央会
とちぎリハビリテーションセンター、社団法人栃木県看護協会、二宮そんとくクラブ、
（財）とちぎ青少年財団、
栃木県職員会館ニューみくら、
（公財）とちぎ未来づくり財団
（平成27年12月末現在、順不同、協賛店舗以外も含まれます）

募金にご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。
貯金箱の募金は、ゆうちょ銀行で手数料のかからない振込票により、とちぎ未来クラブに
ご送金ください。
振込票がお手元にない場合は、とちぎ未来クラブ（０２８−６４３−１００６）
までご連絡ください。

(QRコード）
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子育て等に関する相談窓口
子育てなどで悩んだとき、お気軽にご相談ください。
①健康福祉センター
お子さんの成長・発達や思春期の問題などについて相談をお受けしますので、お気軽にご相談
ください。
県西健康福祉センター TEL:0289-62-6224
県東健康福祉センター TEL:0285-82-2138
県南健康福祉センター TEL:0285-22-0488
県北健康福祉センター TEL:0287-22-2259
安足健康福祉センター TEL:0284-41-5895

②児童家庭支援センター
お子さんとそのご家族の悩みや不安について、児童福祉や心理療法の専門職員が相談に応じ
ます。 ※詳細については直接下記にお問い合わせください。
児童家庭支援センターにこにこ広場
TEL：028-623-4152
児童家庭支援センターちゅうりっぷ
TEL：028-686-2220

③とちぎ子ども救急電話相談
お子さんの急な病気やけがに関する相談に、経験豊富な看護師が応じています。
●TEL：局番なしの＃８０００又は028-600-0099
●受付時間：月曜〜土曜
午後 6 時〜翌朝 8 時
日曜、祝休日 24 時間（午前 8 時〜翌朝 8 時）

④テレフォン児童相談
養育、心身障害、不登校などお子さんに関する相談や、お子さん本人からの相談に専門の電
話相談員が応じています。
●TEL：028-665-7788
●受付時間：毎日 午前 9 時〜午後 8 時

⑤家庭教育ホットライン
子育て・家庭教育の悩みや不安についての保護者専用
保
の窓口です。
●TEL：028-665-7867
●受付時間：月〜金曜日 午前 8 時 30 分〜午後 9 時 30 分
土曜日
午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分
【上記時間外と日曜日・祝日・年末年始は、留守番電話・FAX（電話番号同じ）で対応します】
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⑥いじめ相談さわやかテレホン
いじめや不登校、その他学校生活などに関する児童・生徒専用
徒
の窓口です。
●TEL：028-665-9999
●受付時間：毎日 24 時間

⑦メール相談（保護者、児童・生徒専用）
●PC 版：http://www.hothotmail.jp
●モバイル版：http://www.hothotmail.jp/m.html

⑧子どもと保護者の教育相談
不登校、いじめ、障害などお子さんに関する来所による相談窓口です。
● TEL：028-665-7210・7211（予約制です。電話で予約してください。）
●相談時間：月曜〜金曜 午前 9 時 30 分〜正午 午後 1 時〜午後 5 時 15 分
●相談窓口：栃木県総合教育センター（宇都宮市瓦谷町 1070）

⑨ひきこもりなどの相談（電話・面接等）
ひきこもりやニート、不登校などの相談をお受けします。
● TEL：028-643-3422
●受付時間：午前 10 時〜午後 7 時（日曜・月曜・祝日を除く）
●相談窓口：栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター

⑩こころのダイヤル
専門の相談員が心の悩みに幅広く応じています。
●TEL：028-673-8341
●受付時間：月曜〜金曜（祝日、12/29〜1/3 を除く）
●専門相談員：月曜〜金曜 午前 9 時〜午後 5 時
●精神科医：第 2･4 水曜 午前 9 時 30 分〜午前 11 時 30 分

⑪こどもほっとライン（児童虐待相談窓口）
児童虐待の通告は義務です。「もしかして、虐待？」そう思ったら、ためらわずにお知らせく
ださい。
●受付時間：月曜〜金曜 ( 祝日を除く ) 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
●相談窓口：各市町児童福祉担当課
中央児童相談所 TEL:028-665-7830
県南児童相談所 TEL:0282-24-6121
県北児童相談所 TEL:0287-36-1058
児童相談所全国共通ダイヤル TEL:189 または 0570-064-000
※お住まいの最寄の児童相談所につながります。
県東健康福祉センターTEL:0285-82-2139
県南健康福祉センターTEL:0285-21-2294
県北健康福祉センターTEL:0287-23-2172
●緊急連絡先：児童虐待緊急ダイヤル TEL:028-665-3677 ※休日、夜間窓口
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⑫家庭児童相談室
お子さんの性格や行動など日常的で身近な問題について、専任の相談員が相談に応じている
ほか、個別訪問なども行っています。
●受付時間：月曜〜金曜（祝日を除く）午前 8 時 30 分〜午後 5 時
※市によって異なる場合がありますので、詳しくは各市担当課にお問い合わせください。
●問い合わせ先：各市児童福祉担当課

⑬ひとり親家庭等に関する相談
ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るため、就業相談や法律相談、資格取得のための講習
会などを行っています。
●TEL：028-665-7801
● FAX：028-665-7802
●メール：tochbosi@sea.ucatv.ne.jp
●受付時間：午前 9 時〜午後 4 時 30 分（月曜日・祝休日を除く）
●相談窓口：母子家庭等就業・自立支援センター

⑭女性のための相談（電話・面接）
子育てや家族のこと、自分らしい生き方などで悩む女性のための相談窓口です。
●TEL：028-665-8720（パルティ：とちぎ男女共同参画センター）
●受付時間：月曜〜日曜 午前 9 時〜午後 4 時
●面接相談：火曜〜日曜 午前 9 時〜午後 4 時（要電話予約）
※祝休日、年末年始を除く。

⑮女性のための配偶者暴力（ＤＶ）相談（電話・面接）
配偶者や交際相手からの暴力に悩む女性のための相談窓口です。
●TEL：028-665-8720（配偶者暴力相談支援センター）
●受付時間：月曜〜金曜 午前 9 時〜午後 8 時
土曜・日曜 午前 9 時〜午後 4 時
●面接相談：火曜〜日曜 午前 9 時〜午後 4 時（要電話予約）
※祝休日、年末年始を除く。

⑯男性のための電話相談
家族のことや人間関係などで悩む男性のための相談窓口です。
男性相談員が相談をお受けします。
●TEL：028-665-8724
●受付時間：月曜・水曜 午後 5 時 30 分〜午後 7 時 30 分
※祝休日、年末年始を除く。
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子育てに関する支援制度
とちぎの子育て情報サイト「笑顔いっぱい」には、子育てに役立つ情報がたくさん掲載されてい
ます。子育てに関する相談や遊びの情報、子育て支援施設のあれこれや子育て支援に関する各種制
度について、わかりやすくご紹介しています。ぜひご覧になって、子育てにお役立てください。

アドレス
PC 版

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kodomo/kosodatesien/

モバイル版

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kodomo/kosodatesien/m/

以下に、子育て支援制度等のいくつかを簡単に紹介します。
制度の詳細確認や利用の相談は、お手数でも、お住まいの市町の窓口までお問い合わせください。

1

小学校就学前児童向け
①地域子育て支援拠点（子育てサロン、子育て支援センター）
子育て家庭が親子ともども気軽に集い、交流したり相談したりすることができる場。県内
には 99 箇所整備されています。（H27.11.1 現在）

②保育所
保護者が仕事等の理由により子どもを保育できない場合に、子どもを保育する施設。様々
なニーズに応えるため、保育時間の延長や休日保育、一時預かりなどを行っている保育所も
あります。

③幼稚園
満 3 歳から小学校就学前までを対象とした学校。1 日 4 時間を標準として保育しています
が、多くの幼稚園では午後 6 時頃まで預かり保育を実施しています。

④認定こども園
未就学児を対象に教育・保育を一体的に行うとともに、地域のすべての子育て家庭を対象
に子育て支援を行います。

⑤地域型保育事業
保護者が仕事等の理由により子どもを保育できない場合に、主に 0〜2 歳児の保育を行い
ます。

2

小学校就学後児童向け
①児童館
小学生から高校生までを対象として、児童に健全な遊びを提供して健全育成を図るための
施設。県内には 46 箇所整備されています。（H27.11.1 現在）
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②放課後児童クラブ
保護者が仕事等で昼間不在となる家庭の児童を対象に学校の空き教室や児童館などを活用
し、遊び場・居場所を提供する事業です。

3

医療助成制度
①こども医療費助成制度
子どもが生まれた日から小学 6 年生までに病気や怪我で医療機関を受診した際の、医療費
の自己負担分を公費助成する制度
ただし、市町によっては、助成内容が異なりますので、詳しくはお住まいの各市町へお問
い合せください。

②妊産婦医療費助成制度
妊産婦が、妊娠届が受理された月の初日から、出産した月の翌月末日までに病気や怪我で
医療機関を受診した際の、医療費の自己負担分を公費助成する制度

③ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子に対し、怪我や病気で医療機関を受診した際の医療費の自己負担を公
費助成する制度

4

その他
○ファミリーサポートセンター
子どもの送迎や預かりなどの援助を受けたい人と行いたい人からなる会員組織。県内には
21 市町にあります。（H27.11.1 現在）
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毎月第３日曜日は、ふれあい育む
「家庭の日」
です
家庭は、
子どもの豊かな心を育む大切な場所です。
家族が共に過ごす時間を作り、家族の絆を深め、家庭の大切さを見つめなおすきっ
かけづくりとして、
毎月第３日曜日を“ふれあい育む
「家庭の日」
”と定めています。

「家庭の日」ってどんな日？
昭和 30 年、鹿児島県のある町で、「家庭」の大切さを見直すことと農業従事者の
農休日を設けようとする動きをきっかけとして「家庭の日」が誕生しました。
本県では、昭和 41 年に栃木県青少年問題協議会が毎月第３日曜日を「家庭の日」
と定め、昭和 43 年には「栃木県青少年育成県民会議」で、「家庭の日」の普及につ
いて県民総ぐるみで推進することと決議されました。
平成 18 年には、
「栃木県青少年健全育成条例」に毎月第３日曜日を「家庭の日」
と規定し、
「家庭の日」の全県的な普及定着に向けた取組を実施しています。

「家庭の日」にはどう過ごす？

家族みんなで
話をしよう

家族みんなで
役割分担を作ろう

家族みんなで
ごはんを食べよう
ご
はんを食べよう
う
栃木県元気ニコニコ室長

家族みんなで
出かけよう

家族みんなで
本を読んで感想を
話し合おう

家族のふれあいを大切にして過ごしてみてはいかがでしょうか。
ふれ
れあい
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とちぎの子ども育成憲章
栃木県では、子どもを育む大人の責任と自覚を促し、一人ひとりが実行
していくための基本理念や行動指針として「とちぎの子ども育成憲章」
を制定し、その普及 ･ 啓発に努めています。

一人ひとりを尊重し
命を大切にする

かかわりを深め
思いやりの心をはぐくむ

大人は、子どもたち一人ひとりが自己

大人は、子どもたちが「誰もが支えら

肯定感を持ち、
「自分は大切な存在であ
ること」
、
「自分の命も他人の命も大切

れて生きていること」、
「一人では生きら
れないこと」に気づき、互いの喜びや

であること」に気づけるよう、子どもた

悲しみ、痛みをともに分かち合えるよう、

ちと向き合いましょう。

思いやりの心を育みましょう。

学び 喜び 励ましあい
社会の一員としての
自覚を育てる
大人は、子どもたちとともに様々な
経験・体験を通して、学んだり、喜び合っ
たり、励まし合ったりしながら、子ども
たちを社会の一員として自覚を持った人
に育てましょう。

豊かな自然 伝統 文化を
引き継ぐ
子どもたちは、先人が守り育ててきた
郷土の自然・伝統・文化などから、生きる
知恵を学び、人間性豊かに育っていきま
す。大人は、郷土“とちぎ”の豊かな自然、
素晴らしい故郷の伝統・文化を子どもた
ちに引き継ぎましょう。

手本となるよう行動する
子どもたちは、絶えず大人の姿を見
ながら成長しています。大 人は、家 庭
や学校、職場、地域などにおいて、子
どもたちの手本となる責任ある行動や
態度を示しましょう。

○「子どもは社会の宝」です。
「とちぎの
子ども育成憲章」は、県民が力を合わ
せてとちぎの子どもを健全に育ててい
くために、大人が具体的に取り組む姿
勢を分かりやすく示しています。
○子どもたちの成長のために、大人の責
任と役割を自覚した行動が、今求めら
れています。

栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課
〒 320-8501 栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 TEL：028-623-3075
E-mail:seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp
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こ

いくせい けんしょう

とちぎの子ども育成憲 章
あ す

にな

こ

ゆめ

きぼう

も

明日を担う子どもたちが 夢と希望を持ち
こころゆた

せいちょう

けんみん

ねが

心 豊かでたくましく成長することは 県民すべての願いです
こ そだ

せっきょくてき

わたしたちは 子育てに積極的にかかわり
こ

そだ

けつい

こ

けんしょう

せいてい

子どもたちをみんなで育てていく決意を込め ここに憲章を制定します

わたしたちは
こ
ひとり
そんちょう
いのち たいせつ
一．子どもたち一人ひとりを尊重し 命を大切にします
こ

ふか

一．子どもたちとのかかわりを深
め こころ
おも
思いやりの心をはぐくみます
こ

まな

よろこ

はげ

一．子どもたちとともに
学
び 喜び 励
ましあい
しゃかい
いちいん
じ か く
そだ
社会の一員としての自覚を育てます
ひとり

こ

て ほ ん

こうどう

一．一人ひとりが子どもたちの手 本となるよう行動します
ゆた

し ぜ ん

でんとう

ぶ ん か

まも

一．とちぎの豊かな自然 伝統
文化を守り
こ
ひ
つ
子どもたちに引き継ぎます
平成 22 年 2 月 9 日
栃 木 県
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