
●ＡＯＫＩ 栃木店
●㈲青木酒店
●旭 つがや
●朝摘み野菜の洋食厨房 路遊亭
●アトム電器 栃木駅前店
●油伝味噌㈱
●阿部呉服店
●粟野興産㈱ ＥＮＥＯＳ尻内
●ｅａｔ ｍｅ ｓａｎｄｗｉｃｈ
●五十畑荒物店
●㈱伊沢ガラス
●居酒屋 一八
●居酒屋 へんちくりん
●㈱イシハラ
●㈲石川スポーツ
●居食処 よってけ家
●石田スポーツ
●㈲イズミ印房
●伊勢屋餅菓子店
●㈲板橋光一商事
●１ ｃａｆｅ
●いっちょう 栃木店
●出流そば 福寿屋
●出井洋品店
●いまいずみ食堂
●入野米穀店
●岩本屋
●岩下の新生姜ミュージアム
●インド料理 ラリグラス
●ウエルシア薬局 栃木駅前店
●ウエルシア 栃木日の出町店
●ウエルシア 栃木片柳店
●魚豊
●魚宇
●ＶＯＲＴＥＸ
●㈲ウシク薬局
●うなぎの釜屋
●梅山米穀店
●㈲江田洋品店
●Mホームサポート ペットメモリアルサービス
●えんてんか 栃木店
●おおわだ酒店
●大分唐揚げ とりあん 栃木店
●㈱大谷洋品店
●太平山 あづま家
●太平山 日乃出家
●太平山 もみじ庵
●太平山 山田家
●太平山 亀家
●太平山 松乃家
●太平山 いづみ家
●太平山 福松家
●御菓子司 金桝屋
●㈲御菓子司 松屋
●㈲御菓子司 松屋 樋ノ口店
●沖縄宮古島料理 桃太郎
●㈲おくらや
●㈲お食事つかさ
●おしゃれの店 ベニヤ
●御食事処 栄
●お食事処 さいとう
●お茶の小井沼

●おちあい整骨院
●小野口石油㈱ 城内店
●小野口石油㈱ 本店
●おりょうり 魚栄
●Ｃａｒ Ｔｒｕｓｔ 毛塚
●海鮮どんさん亭 栃木店
●快眠館大二
●海鮮問屋 くじら亭
●香り処 穂の香
●かくだや
●かくだやの餃子直売店
●㈱カシワヤ 倭町店
●菓子舗 古里家
●雅秀殿 栃木店
●かっぱ寿司 栃木店
●香取屋／中華居酒屋Ｋａｔｏｒｉｙａ
●㈲金子油店 木野地ＳＳ
●かねふくストア
●かねの家
●カフェレストラン すいごう
●㈲カメラのタカダ
●カメラのタカダ 駅前店
●川島ふとん店
●元祖からあげ本舗 まんまる
●元祖手打そば いづるや
●きくや 栃木店
●キグナス石油 栃木東ＳＳ
●岸クリーニング店
●㈲岸オイル 栃木インターＳＳ
●㈲岸建窓
●北井文具店
●喫茶バク
●久内釜めし店
●桐乃家
●食心房 ひょっとこ
●蔵の菓 栃木本店
●くろみや
●㈲毛糸の店もりと
●毛塚紙店 小売部
●㈲癸生川商店
●Ｇｅｎｋｉ ＣＡＦＥ 辰元
●小江戸そば 好古壱番館
●㈲石沢自動車修理工場
●小佐野クリーニング
●小林縫製ピーチテック
●ごはんできたよ
●㈲小松屋家具センター
●コメダ珈琲店 栃木箱森店
●コメリハードアンドグリーン 栃木大森店
●コメリハードアンドグリーン 城内店
●ゴルフパートナー 栃木バイパス箱森店
●ごんげん山針灸整骨院
●サイクルショップ うおそめ
●㈱坂本好花園 花キューピット
●桜井洋品店
●さくらい化粧品店
●酒のやまや 新栃木店
●ザ・ちゃりんこや
●サトーカメラ㈱ 栃木バイパス店
●㈲佐藤写真館
●㈲猿山種苗店
●サロンド カフェ いかくら

●㈱Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｒｉｚ
●サンプラザ 本館
●サンプラザボウル
●㈱サン･トラベル
●サンドラッグ平柳店
●㈲地神商店 クツ・カバンの店ぢがみ
●品田薬局
●清水理容室
●車検のコバック 栃木店
●しゃぶしゃぶ＆ステーキ まるこぽーろ
●食事処 きよかわ
●㈲昭和自動車工業
●じょりんぼ
●すぎのや本陣 栃木店
●寿司割烹 紫宸殿 花月
●すし割烹 呉竹
●スズフク
●須田商事㈱ グリーンプラザ栃木ＳＳ
●須田商事㈱ 栃木バイパスＳＳ
●炭臓
●３‒ｒｏｏｍ(ミムロファニチャー)
●成都酒家
●せきぐち化粧品店
●ぜにや洋品店
●セブン‐イレブン 栃木大森町店
●セブン‐イレブン 栃木蔵の街店
●セブン‐イレブン 栃木城内町2丁目店
●セブン‐イレブン 栃木箱森店
●セブン‐イレブン 栃木駅前通り店
●セブン‐イレブン 栃木泉川町店
●セブン‐イレブン 栃木惣社町店
●セブン-イレブン 栃木平井町店
●セブン-イレブン 栃木インター店
●セブン‐イレブン 栃木運動公園前店
●セブン‐イレブン 栃木川原田町店
●セブン‐イレブン 栃木神田町店
●セブン‐イレブン 栃木泉町西店
●セブン‐イレブン 栃木市泉町店
●セブン‐イレブン 栃木平柳店
●セブン‐イレブン 栃木大宮町店
●セブン‐イレブン 栃木大塚町店
●千成多幸亭
●そば･和食 ちづか
●そば処 さとや
●Ｄｉｎｉｎｇ ｃａｆｅ ｓａｌａｄｅ
●㈲ダイセイ
●たかむら洋品店
●高田カバン店
●滝沢ハム㈱ レッケルバルト 栃木本店
●タグマダイヤモンド㈱
●タテノヤ洋品店
●㈲舘野物産
●田中畳店
●タリーズコーヒー 栃木城内店
●中国料理 光琳
●中華遊楽酒房 こまどり樓
●長生館脊椎矯正療院
●㈱ツカダ 栃木店
●都賀カンツリー倶楽部
●手打蕎麦 蕎庵秀明
●手打ちそば処 新喜庵
●手打そば 太郎庵 ふく田

●手打そば いしやま
●電ねっと ナガシマ
●ＴＯＵＫＯＵＳＹＡ
●東洋アグリフーズ㈱
●とちぎ補聴器センター
●栃木市アンテナショップ まちの駅コエド市場
●栃木自動車教習所
●栃木グランドホテル レストラン カーディナル
●㈱栃木県南自動車学校
●Ｔｏｃｈｉｅｎ
●とちぎリフォーム㈱
●栃木自然食センター オアシス
●㈱栃木電機 アトム川原田店
●栃木ガス㈱
●㈲ドヌール カタヤマ化粧品店
●㈲鳥おか
●とんかつ 楽樹
●㈲中田米穀店
●仲乃家
●中沢製麺 麺の直売所
●㈲ナガサワ
●永山電機㈱
●なにわ寿し
●㈲ニイムラ米店
●肉のふきあげ
●日産プリンス栃木販売㈱ 栃木店
●人形の春月
●ＢＡＲＢＥＲ ＯＧＡＷＡ
●箱島時計店
●はしだ洋品店
●パティスリー ソワール
●パナウイスタ 薗部店
●羽生呉服店
●早川酒店
●ばんどう太郎 栃木店
●パンドラ
●ひがの治療院
●ピザッツ 蔵の街大通り店
●ビストロ蔵友
●ピッツェリア･クッチーナ･フラテッロ
●㈲委文建設
●ビューティショップ くろかわ
●美容室 フィービー
●㈱ヒラオカ
●廣田製菓店
●ファッションアレイ おおさわ
●ファミリーマート ベツイ 栃木倭町店
●ファミリーマート ベツイ 栃木今泉店
●ファミリーマート ベツイ 栃木大宮店
●ファミリーマート ベツイ 栃木大塚店
●ファミリーマート ベツイ 栃木東店
●ファミリーマート 栃木文化堂店
●ファミリーマート 栃木尻内町店
●ファミリーマート 栃木大皆川町店
●㈲福田商店
●福松
●ふくち化粧品店
●福富写真舘
●冨士屋 本店
●ふせや
●㈱フットワーク
●㈱武平作 本店

●㈱武平作 駅前店
●芙蓉レンタル㈱ ＳＴＩＨＬショップ
●フラワーショップ たかおか
●㈲フローリスト アイ ヤオハンＮＥＷ西店
●㈲フローリスト アイ ヤオハンアイム店
●㈲フローリスト アイ 本店
●ぶんか食堂
●ヘアーサロン 石川
●ヘアサロン トムズガーデン
●ヘアサロン ナカツ
●㈱別井商店
●ペットランド・ワールド
●ポーラ・エポック 北
●ポシェットたかはし ㈲髙橋電機
●Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 両毛 栃木インター店
●マインド アイム店
●マキノ
●まごころの味 ゆたか
●ましやまストアー
●マツモトキヨシ 栃木蔵の街店
●丸萬 蔵の街とちぎのきもの専門店
●丸森 蔵の街の呉服屋Ⓡ
●ミキモト化粧品 美寿々営業所
●湊町エピスリー
●三桝屋本店
●六雁
●茂木機工
●もめん弥 インター店
●モリト 理容室
●㈲モリタヤ商事
●㈲盛屋商店
●八百熊
●やきとり 鳥久
●焼肉や漫遊亭 栃木片柳店
●谷中田商店
●大和ピザ
●山本總本店
●ユニクロ 栃木店
●洋服の青山 栃木店
●よこづかクリーニング
●芳寿司
●よろ幸釣具店
●リーブル 城内店
●利久
●㈲梨昌苑
●レストラン ポアッソン
●レストラン リヴァージュ
●レストラン ランデヴー
●和光メガネ 栃木店
●和食処きっすい
●渡辺石油㈱
●和風れすとらん 路傍
●和風料理・手打ちそば そのべ

共通券・専用券の使えるお店 栃木商工会議所☎0282-23-3131栃　木　地　区 お問い合わせ

●アクト ヘアーディレクト
●あべミルク
●荒川燃料設備
●いずみや
●１０４ ｓｃｈｏｏｌ＆ｌｉｆｅ
●今井畳店
●衣料のレモン
●いろり庵 洗心
●ウィスタふじくら 大平店
●ウエルシア薬局 大平店
●㈲エンハンスカドヤ
●㈱オートアールズ 大平モール店

●オフィスアマガイ
●おやこカフェOluolu
●かしわずし
●㈱川田電気商会
●㈲木村生花店
●㈱キョーホーオート
●光玉
●コメリ大平店
●㈲酒菜処 やすらぎ
●サンドラッグ大平町店
●清水屋(西水代)
●食彩処 さえぐさ

●すぎのや本陣 大平店
●須田商事㈱
●精華堂パティー
●セブン‐イレブン 栃木大平蔵井店
●セブン‐イレブン 大平中央小前店
●セブン‐イレブン 大平西水代店
●セブン‐イレブン 大平西野田店
●セブン‐イレブン 栃木大平下高島店
●そば割烹 嵯峨野
●大寿司
●㈱滝田ガラス、サッシ
●たたみ工房あおき

●たむら食堂
●中華 成美
●てしごとや笑心吉
●トサキヤ（Tosakiya）
●㈲富永石油店
●とみ～のぱんやさん
●永島畳店
●二幸
●㈲パーソナルホームズ
●㈲萩原電機商会
●華華
●ビューティサロンふせぎ

●フラワーショップ花だより
●ヘアーサロンどばし
●㈲マルトモ食品
●麵屋 鶴と亀
●㈲モロ写真商会
●やきとりけんちゃん
●洋食厨房 パプリカ
●リッチ大泉
●ログレストラン泰平楽
●和光メガネ Ｓｅｅｗｅｌｌ 大平店

共通券・専用券の使えるお店 大平町商工会 ☎0282-43-7121大　平　地　区 お問い合わせ

2021 栃木市プレミアム付き商品券「と ち 介 商 品 券 」取 扱 店 ※五十音順
令和3年9月30日(木)現在

共通券・専用券の使えるお店 西 方 商 工 会☎0282-92-2108西　方　地　区 お問い合わせ

共通券・専用券の使えるお店 岩舟町商工会 ☎0282-55-4307岩　舟　地　区 お問い合わせ

共通券・専用券の使えるお店 都賀町商工会 ☎0282-27-4488都　賀　地　区 お問い合わせ

●朝妻石油㈱
●居酒屋 やまかわ
●おおはしとこや
●小田垣商店
●からあげ鳥亀 都賀本店
●カラオケ居酒屋 一休
●郡司クリーニング

●コメリハードアンドグリーン 都賀店
●旬鮮めん処 不二屋
●セブン‐イレブン 栃木都賀北店
●セブン‐イレブン 都賀大柿店
●セブン‐イレブン 栃木都賀合戦場店
●セブン‐イレブン 栃木都賀インター南店
●芹沢商店

●ソウトメオート
●早乙女靴店
●そば割烹 川蝉
●ツルミ食堂
●栃木県指定伝統工芸品「都賀の座敷箒」荒木時三商店
●㈲中島恒夫商店
●二宮商店

●花之江の郷
●花じかん
●㈲日向野自動車
●藤糸うどん店「桔梗」
●ヘアーサロン すとう
●ヘアスタジオ スクアーロ
●ＰＯＬＡ ステラノール

●㈲ミウラ
●㈲三澤善成商事
●みどりや
●めしぱく食堂
●山本庵
●リフレッシュ整体トワＢｏｄｙ

●アトム電器 栃木西方店 ㈲ヤマナカ
●㈱飯沼 工場直売店
●稲安食道
●㈲大里油店
●㈲大嶋商店
●㈲佐藤金物店
●佐藤商事㈲金崎ＳＳ

●セブン‐イレブン 西方バイパス店
●千樹園生花店
●全日食チェーン ヤオリン
●早乙女靴店
●そば処 大倉
●ダイニング 花いろ
●大益ドライブイン

●手打ちそばお食事処 藍
●時計・メガネ・贈答品 セキグチ
●西方音楽館
●西方町はり灸柔道整復院一期
●パナトピア モリシタ
●針谷畳工業
●ヘアーズ ウィル

●松屋製菓本店
●㈲松波
●道の駅にしかた
●㈲ムギクラ
●もめん弥 壱番館
●㈲山中薬局
●㈱ユサワ自動車

●レストラン カシワーレ
●若林電気商会
●和食処 和味

●青竹手打ちらーめん弐現
●㈲アケザワ商店
●朝田屋食堂
●浅野クリーニング店
●安藤設備工業㈱
●㈲井岡自動車整備工場
●出光岩舟ＳＳ 永島商店
●ＥＮＥＯＳ岩舟ＳＳ 和泉日石
●㈲川清商店
●㈲川田タイヤ商会
●樹乃村
●木村デンキ
●共栄ラーメン

●倉島自動車整備工場
●鯉沼自動車整備工場
●㈲小荷田商店
●㈲小林鈑金塗装
●コメリハードアンドグリーン 岩舟店
●㈱相良酒造
●サラダ館 岩舟店
●㈲静和自動車整備工場
●シマダ時計店
●就労継続支援Ｂ型事業所 晴ればれ
●㈱菅井商店
●関根印刷
●セブン‐イレブン 岩舟曲ヶ島店

●セブン‐イレブン 栃木岩舟静店
●セブン‐イレブン 岩舟50号バイパス店
●セブン‐イレブン 栃木岩舟町店
●セブン‐イレブン 岩舟和泉店
●セブン‐イレブン 岩舟静和店
●そば処 円仁庵
●タウンロック
●竹寿し
●㈱天狗屋養蜂店 岩舟みつばち広場店
●栃木たすけ隊
●とんかつ神楽
●とんき
●中新井輪業

●パティスリー エド オータヤ
●パティスリー ボヌール
●㈱花商
●㈾ひまわり
●美癒院
●美容室 ティアラ
●ファーマーズキッチン佑
●フラワーハウス斐華
●ヘアーサロンすずらん
●㈱ベルホール小林
●ホームメイド茂呂
●堀江自動車鈑金塗装
●マサキヤ ファミリーショップ

共通券・専用券の使えるお店 藤岡町商工会 ☎0282-62-2006藤　岡　地　区 お問い合わせ

●青竹手打ち佐野ラーメン 麺屋てつ
●赤麻屋
●飯塚酒店
●㈱井岡畳工業
●イシカワ化粧品店
●いし川
●石川文雄商店
●㈲石川電機

●いなば生花店
●ウエルシア 栃木藤岡店
●江戸前すし文
●お食事処つがや
●柿沼モータース
●珈琲音 Ａｔｅｌｉｅｒ
●川魚料理 魚俊
●㈲神崎電機商会

●くずう住宅工房
●コメリハードアンドグリーン 藤岡店
●小屋カフェ Ｇ‒ｃｏｎｃｈｉ
●スーパーヤオキ
●㈱３WIN
●セブン‐イレブン 藤岡町大前店
●セブン‐イレブン 藤岡町藤岡店
●とんかつ いもや

●野澤電気工事
●㈲野澤電器
●百年味噌ラーメン マルキン本舗みかも店
●ファミリーファッションつるや
●㈲ふくち
●福富サンヨーみのる電
●㈲藤浪商店
●船田ガソリンスタンド

●町田生花店
●道の駅みかも
●麺屋いつき
●山中油店 ＥＮＥＯＳ藤岡西ＳＳ
●ワコールショップ イシダ
●和ＣＵＯＲＥ 栃木本店
●㈲渡辺モータース
●和洋レストラン大前

●松井輪業
●マツイデンキ
●マルシェ いわふね
●㈲味噌まんじゅう新井屋 岩舟店
●メナードいわふね
●焼肉 松喜
●山田理容所
●洋食厨房 匠亭
●ライブピアデポ 栃木岩舟店
●理容 山木
●Ｒｅｏlｅ レオール
●レストラン ベルコーレ
●渡辺たたみ店

●アバンセ 都賀店
●イオン 栃木店
●岩舟家具 とっか屋
●オートバックス 栃木店
●カインズ 大平店
●かましん 栃木平柳店
●㈱カワチ薬品 祝町店
●㈱カワチ薬品 都賀インター店

●㈱カワチ薬品 栃木インター店
●㈱カワチ薬品 城内店
●㈱カワチ薬品 箱森店
●㈱カワチ薬品 岩舟店
●㈱カワチ薬品 大平店
●ケーズデンキ 栃木大平店
●コープ 栃木店
●コジマ×ビックカメラ 栃木店

●ＴＳＵＴＡＹＡ 栃木城内店
●東武 栃木市役所店
●㈱とりせん 蔵の街店
●㈱とりせん 栃木店
●㈱とりせん 藤岡店
●㈱とりせん 大平店
●ドン・キホーテ 栃木平柳店
●フードマーケット オータニ 西方店

●フジマート 岩舟店
●ベイシア 大平モール店
●ホームセンター カンセキ 栃木そのべ店
●ホームセンター カンセキ 栃木店
●マナベインテリアハーツ 栃木大平店
●㈱ヤオハン 岩舟店
●㈱ヤオハン ＮＥＷ大平店
●㈱ヤオハン 大森店

●㈱ヤオハン 城内店
●㈱ヤオハン 川原田店
●㈱ヤオハン ＮＥＷ西店
●㈱ヤオハン アイム店
●㈱ヤマダデンキ テックランド栃木店
●ヨークベニマル 栃木平柳店
●ヨークベニマル 栃木祝町店
●ヨークベニマル 大平町店

共通券の使えるお店 市　内　取　扱　店 栃木商工会議所☎0282-23-3131お問い合わせ

有効期間：令和３年１２月１０日（金）～令和４年３月３１日（木）
商品券のご利用について

●商品券は、栃木市プレミアム付き商品券取扱参加店でご利用できます。
●商品券でご購入できない商品等（商品券、ギフトカード、印紙、切手、はがき、たばこ、処方箋を伴う
　医療品等、その他発行者が指定したもの）があります。
●商品券は、現金とのお引換えはできません。また、転売を禁止します。
●商品券をご利用なさる際は、お釣りが出ませんのでご注意ください。
●商品券の盗難、紛失または滅失について、発行者はその責めを負いません。
●商品券を著しく毀損した場合等には、商品券をご利用できなくなることがあります。

商品券ご利用にあたっての注意事項

栃木市マスコット
キャラクター

とち介

のぼり旗を目印にご利用下さい。


