
割引券利用可能店舗一覧（令和４年４月１日現在）※新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

No. 店舗名 住所 電話番号 営業時間 割引内容

1 宮カフェ１階　＠miya（アットミヤ） 宇都宮市江野町２－１１ 028-666-8938
１０：００～１９：００
（ランチ：ラストオーダー１７：００、ドリンク・カフェ：ラストオーダー１８：００）
【定休日】不定休

買い物した方にコーヒーまたはプチジェラートサービス

2 きらく伝馬町店 宇都宮市伝馬町４－２ 028-634-6588
１１：００～１５：００（ラストオーダー１４：１５）
１７：００～２１：００（ラストオーダー２０：００）
【定休日】火曜（第5火曜または祝祭日等と重なる場合は変更の場合あり）

食事をした方にコーヒーまたはシャーベットサービス

3 そば処　みます 宇都宮市清住２－６－７ 028-622-4733
月～水曜、金～日曜、祝 １１：００～１５：００、１７：００～２０：３０
【定休日】木曜

食事をした方にドリンク１杯サービス

4 餃子会館 宇都宮市越戸４－４－３６ 028-663-0947
１１：００～１４：００、１７：００～２０：００
【定休日】月曜、日曜午後

店内で食事をする方に焼き餃子１人前２５０円（通常３２０円）

5 来らっせ本店
宇都宮市馬場通り２－３－１２
MEGAドン・キホーテ
ラパーク地下１階

028-614-5388
平日：１１：００～２０：３０（ラストオーダー２０：００）
土日祝：１１：００～２１：００（ラストオーダー２０：３０）
【定休日】年中無休

餃子を注文した方にドリンク１杯サービス

6 カフェ　ドゥ　オリーブ 宇都宮市中央本町１－１２ 028-634-3422
１１：３０～１８：００（ランチは１５：００まで）
【定休日】月曜、日曜

ランチ注文の方にランチデザートプレゼント

7 まごころらーめん　まこと 宇都宮市今泉町２５４３－５５ 028-689-3935
１１：３０～１４：００、１７：００～２２：００（ラストオーダー２１：００）
【定休日】火曜

食事をする方に，麺大盛り，煮玉子，キムチのトッピング
いずれかサービス

8 レストラン　風見鶏 宇都宮市中央１－６－９ 028-633-4015
１１：３０～１４：３０（ラストオーダー１４：００）
１７：３０～気の向くまま
【定休日】日曜、祝

ディナー利用者にワイン１杯サービス

9 pig berry 宇都宮市幕田町１０６３ 090-5330-7572
金曜、土曜、日曜、祝１０：００〜１７：００（５月は１８：００まで）
【定休日】　月曜、火曜、水曜、木曜

生いちごシェイク　１杯サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

10 ゼロディフェクト
宇都宮市中央１－５－１１
セントラルビル２階

028-666-0220
１２：００～２３：００、日曜１０：００～１８：００
【定休日】不定休

１０回チケット購入でプロテインチケットプレゼント

11 焼きそば☆ばそき家（鶴田店） 宇都宮市鶴田町１５１１－７ 028-647-5400
１１：００～１９：００
【定休日】月曜

焼きそば（中）サイズ以上注文１個に付き５０円分のお好きなトッピング無料

12 焼きそば☆ばそき家（岡本店） 宇都宮市下岡本町４５３９−１ 028-671-1400
１１：００～１９：００
【定休日】月曜

焼きそば（中）サイズ以上注文１個に付き５０円分のお好きなトッピング無料

13 パティスリー　たんぷるたん 宇都宮市江曽島３－２５８４－２７ 028-658-4825
１１：００～１９：００、日曜１１：００～１８：００（ランチは１１：３０～１４：３０）
【定休日】月曜、火曜、季節休暇あり

１，０００円以上お買い上げで焼菓子プレゼント

14 宇都宮カンツリークラブ 宇都宮市上戸祭町３１００ 028-624-7221 【定休日】　平日の毎月第１月曜 ゴルフプレーをした方に昼食時ワンドリンクサービス

15 からあげ　しん家 宇都宮市上野町３２５１－４ 028-663-2911
１７：００～２３：００（テイクアウトは２２：００）
【定休日】日曜（祝前日の場合を除く）

からあげテイクアウト時に１０％増量

16 NAGON  STYLE 宇都宮市簗瀬町１９３５−２ 028-651-3003
月曜、日曜、祝 ９：００～１８：００、水曜、金曜１０：００～２０：００、木曜１０：００～１９：００、土曜９：００～１９：００
【定休日】火曜、第３月曜

サロンで４,０００円以上ご利用の方限定　リペアスパ（２,２００円）サービス

17 箱善　協 宇都宮市宿郷３−２２−１ 岡本ビル１ーA 028-612-2325
１１：００〜２２：００（ランチのテイクアウト等は平日のみ）
【定休日】不定休

店内利用時コーヒー１杯サービス　または　テイクアウト時お茶１本サービス
（※期間内に１名につき１回のみ）

18 ＺＩＧ Meat Dining 宇都宮市中央２－１－２ 028-678-4429
１１：００～１４：００（ラストオーダー１３：３０）、１８：００～２４：００（ラストオーダー２３：００）
【定休日】月曜（祝日の場合も休み）

ディナー利用時にお食事された方にドリンク１杯無料サービス

19 小龍包Garden大地 宇都宮市陽東８－９－４１ 028-612-1515
１１：３０～１５：００（ラストオーダー１４：３０）、１８：００～２２：００（ラストオーダー２１：３０）
【定休日】月曜（祝日の場合は翌日休み）

会計時１０％割引

20 極楽湯　宇都宮店 宇都宮市御幸本町４８８０ 028-663-2641
８：００～深夜３：００（ 終受付２：２０）
【定休日】不定休

タオルセット付入浴料７６０円で利用可（通常平日９３０円、土日祝９５０円）

21 男脱毛メンズアール 宇都宮市下川俣町７９−１ 028-678-4233
平日１１：００〜２２：００、土曜、日曜、祝１１：００〜２１：００
【定休日】火曜

ひげ脱毛５パーツ初回１回（男性限定）またはヘッドマッサージ１５分無料
（※期間内に１名につき１回のみ）

22 豚嘻嘻（とんきっき）本店 宇都宮市馬場通り４－２－３ 028-627-2772
平日１１：３０～１４：００、１６：００～２０：００
土曜、日曜、祝１１：００～１４：３０、１６：００～２０：００
【定休日】無休

食事をした方にソフトドリンク１杯サービス

23 宇都宮市文化会館食堂
宇都宮市明保野町７－６６
宇都宮市文化会館内

028-635-6856
１０：００〜施設の利用形態に合わせて１５：００〜１９：００の範囲内
【定休日】不定休

食事をした方にソフトドリンク１杯サービス

24 レストラン　エムロード
宇都宮市竹林町９１１－１
済生会宇都宮病院内１階

028-626-5706
平日：１０：００～１８：００（ラストオーダー１７：３０）
土曜：１０：００～１７：００（ラストオーダー１６：３０）
【定休日】第２土曜、日曜、祝

食事をした方にソフトドリンク１杯サービス

25 麺々市場 宇都宮市住吉町１３－１０ 028-632-8090
１１：３０～１４：００（テイクアウトは１７：００まで）
【定休日】日曜

１，０００円以上お買い上げで５％割引



No. 店舗名 住所 電話番号 営業時間 割引内容

26 ベルチラシェ大谷内　麺屋りんく 宇都宮市大谷町１２６３−２ 028-652-3500
１０：００〜１９：００（ラストオーダー１８：３０）
【定休日】３月～１０月　第２火曜、１１月～２月　毎週火曜（祝日の場合は翌日休）

お食事ご注文の方限定　黒ウーロン茶１杯サービス
（※期間内何回でも利用可能）

27 スカイパーク宇都宮 宇都宮市古賀志町１８００ 028-652-6503
９：００～１７：００
【定休日】水曜、木曜（祝日除く）

体験コース割引

28 馬鹿’ｓハウス－BAKAZUHOUSE－
宇都宮市曲師町５－４
中村園ビル３階

028-601-8839
１８：００～２４：００（ラストオーダー２３：３０）
【定休日】月曜

お食事をされた方に馬刺盛り合わせサービス

29 自家製麺・餃子　こむさし
宇都宮市宿郷５－２－１
成和ビル１階

028-633-6347
１１：００～１５：００（ラストオーダー１４：３０）、１７：３０～２０：３０（ラストオーダー２０：００）
【定休日】月曜

お食事をされた方限定　煮玉子１個サービス

30 麺道　花の杜 宇都宮市峰１－１３－１７ 028-678-6712
平日１１：００～１５：００（ラストオーダー１４：３０）、１７：３０～２６：００（ラストオーダー２５：３０）
土曜、日曜、祝：１１：００～２６：００（ラストオーダー２５：３０）
【定休日】不定休

店内でお食事された方に替え玉または半熟玉子トッピング無料

31 博多ラーメン　万々 宇都宮市川田町７７３－３ 028-666-6840
１１：３０～１４：３０、１８：００～００：３０
【定休日】火曜

店内でお食事ご注文の方限定　餃子無料サービス
（※期間内に１名につき１回のみ）

32 羽黒山荘田楽茶屋 宇都宮市今里町１４４４ 028-674-3330
１０：００～１８：００、冬季１０：００～１６：００
【定休日】水曜

店内でお食事された方にみそおでん一皿サービス

33 GINZA YATAI BAR 宇都宮市馬場通り３−１ー１７　B1階 028-614-2100
月～金１８：００～２４：００（ラストオーダー２３：３０）
土曜、祝、祝前日１８：００～翌１：００（ラストオーダー翌００：３０）
【定休日】日曜

店内で飲食された方限定　アイス１つサービス

34 小閣楼（宇都宮店） 宇都宮市宝木町１１４０ 028-665-0910
１１：００～１５：００、１６：３０～２２：００（ラストオーダー２１：００）
【定休日】水曜

店内で１,０００円以上ご注文の方にホットまたはアイスコーヒーサービス

35 小閣楼（東簗瀬店） 宇都宮市東簗瀬１−４ー１ 028-666-7995
１１：３０～１５：３０、１７：００～２２：３０（ラストオーダー２１：３０）
【定休日】水曜

店内で１,０００円以上ご注文の方にホットまたはアイスコーヒーサービス

36 ファディー　宇都宮中今泉店 宇都宮市中今泉５−２２ー３ 028-678-6038
６：００～２２：００
【スタッフ対応時間】平日、土曜、日曜１０：００～１９：００、金曜、祝日は無人営業のため対応不可

会員・会員登録された方、無料体験された方にノベルティプレゼント

37 麺龍　炎の杜 宇都宮市御幸ケ原町１３６−４２ 028-680-7402
１１：００～１５：００、１５：００～２４：００（ラストオーダー２３：３０）
【定休日】無休

ラーメンご注文の方に替え玉または煮卵子サービス

38 富士見ヶ丘鍼灸接骨院 宇都宮市富士見が丘３−２５−１３ 028-611-3161
月、火、木、金　９：００～１２：００、１５：００〜１９：００、水９：００〜１２：００、土：９：００〜１２：３０
【定休日】日曜、祝、年末年始

初回の施術時に温水マッサージベッド１５分間無料サービス

39 SMOKEMAN
宇都宮市馬場通り３−１−２１
馬上ビル２階

028-612-8372
ランチ　１１：３０～１５：００（ラストオーダー１４：００）
ディナー　日～木曜１７：００～２２：００（ラストオーダー２１：００）、金曜、土曜、祝前日１７：００～２３：００（ラストオーダー２２：００）
【定休日】火曜、隔週の月曜

料理１品ご注文の方にソフトドリンク１杯サービス

40 一粒庵いしい 宇都宮市中央２−８−１０ 028-634-4190
１１：００～１８：００
【定休日】日曜、祝

店舗でお買い上げの栗商品を３０％増量サービス

41 わざあり整骨院 宇都宮市桜３−１−３ 028-666-7234
９：００～１２：００、１５：００～２０：００（木曜、土曜１８：３０まで）
【定休日】日曜、祝

自費メニュー初回２０％オフ（保険メニュー除く）

42 マロ男爵 宇都宮市東宿郷４−６−５ 館野コーポ１０３ 028-637-1718
火～日曜、祝、祝前日１１：３０～１４：３０（ラストオーダー１４：３０）、１８：００～翌１：００（ラストオーダー００：３０）
【定休日】月曜

店内でお食事された方にソフトドリンク１杯サービス

43 春木屋工房 宇都宮市御幸ヶ原町１７−１３ 028-663-8698
９：００～１７：００
【定休日】月曜、火曜

店舗で５００円以上お買い上げの方にお好きな和菓子プレゼント

44 武平作　宇都宮若草店 宇都宮市若草５−１５−５ 028-616-1220
１０：００～１８：００
【定休日】土曜、日曜、祝

お店にご来店の方に、おせんべい１枚サービス

45 Man Tap Hair 宇都宮市陽東４−９−１７ 028-348-2711
１０：００～２２：００
【定休日】火曜

通常メニュー料金から１５％オフ（他新規クーポン併用不可）

46 ガーデングリル　お肉とワイン門出
宇都宮市川向町１−２３
宇都宮パセオ１階
宇都宮フードホール内

028-627-8550
１０：００～２２：００（ラストオーダー２１：００）
【定休日】無休

お食事ご注文の方にソフトドリンク１杯サービス

47 Sweet Ducky 宇都宮市陽東６−２−１ ベルモール２階 028-678-5227 １０：００～２１：００ お好きなフルーツジュース１杯プレゼント（※期間内に１名につき１回のみ）

48 セルウェル宇都宮 宇都宮市下栗１−１０−２ 028-678-2505
１０：００～１８：００
【定休日】日曜、祝、夏季、年末年始

①体内年齢チェック・姿勢矯正　②冷え改善温熱ドーム
（※①②共に無料、予約必須、１名につき１回のみ、所要時間１時間）

49 ステーキいづつや　本店 宇都宮市上桑島町１３９３ 028-656-5580
平日１１：００～１４：００、１７：３０～２２：００（ラストオーダー２１：００）
土日祝１１：００～１５：００、１７：００～２２：００（ラストオーダー２１：００）
【定休日】火曜（祝日の場合は営業）

お食事ご注文の方にアイスクリーム１つサービス

50 ステーキいづつや　長岡店 宇都宮市長岡町４３１−１ 028-678-8888
平日１１：００～１４：００、１７：３０～２２：００（ラストオーダー２１：００）
土日祝１１：００～１５：００、１７：００～２２：００（ラストオーダー２１：００）
【定休日】水曜（祝日の場合は営業）

お食事ご注文の方にアイスクリーム１つサービス



No. 店舗名 住所 電話番号 営業時間 割引内容

51 SHINBIピラティスラボ 宇都宮市不動前３−３−４０ 028-612-3990
平日９：３０～２０：００、土曜９：３０〜１６：００、日曜８：３０～１６：００
【定休日】金曜

入会時に機能性くつ下とプロテインバー１本サービス

52 Lesson Studio LAPIS
宇都宮市野沢町４０−１
スーパーオータニ野沢店２階

028-666-4268
９：３０～２１：３０
【定休日】不定休、月末 終日曜

スタジオでレッスン受講の方に回数券１,０００円引き

53 宇都宮矯正歯科
宇都宮市馬場通り２−３−６
真清館ビル１階

028-601-7882
月～木曜　１３：００～２０：００
土曜、日曜　９：００～１２：００、１４：００～１８：００
【定休日】金曜、祝

ホワイトニング施術１,０００円割引
（※予約必須、期間内に１名につき１回のみ）

54 らーめん一葉 宇都宮市二荒町１−２ 028-666-5206
１１：００～１８：００
【定休日】月曜

らーめん一杯につき味玉サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

55 元町家 宇都宮市池上町４−６ 028-639-0001
１１：００～１５：００、１７：３０～２０：００
【定休日】水曜

お食事された方に海苔トッピングサービス（※期間内に１名につき１回のみ）

56 おれの脱毛DAN 宇都宮店 宇都宮市二荒町４−８ ベネフィットビル４階 028-612-2272
月～金曜１０：００～２１：００、土曜、日曜、祝１１：００～２０：００
【定休日】不定休

施術時、小部位一ヶ所サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

57 さくらや宇都宮店 宇都宮市東今泉２−３−５ 070-1579-0320
土曜、日曜、祝１２：００～１５：００
【定休日】月曜～金曜

会計時１５％割引（※期間内に１名につき１回のみ）

58 ドンドンダウンオンウェンズディ宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町１４０４−１５ 028-649-1611
１０：００～２０：００
【定休日】年中無休

会計時１０％割引

59 京都　古都果　宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町１４０４−１５ 028-611-1944
１０：００～２０：００
【定休日】年中無休

会計時１０％割引

60 イタリアン創作酒房　柳庵 宇都宮市下戸祭２−２−６ 028-621-0081
月～土曜１１：３０～１４：００、１８：００～２３：００
【定休日】日曜

お食事した方限定　ソフトドリンク1杯サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

61 琉球おにぎりSheep 宇都宮市曲師町５−１ 宮本ビル 028-306-1114
１１：３０～２０：００
【定休日】不定休

ソフトドリンク1杯サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

62 麺屋㐂助 宇都宮市陽東８−２０−３１ 070-7477-0055
月～金曜１１：３０～１４：００（ラストオーダー１４：００）、１８：００～２１：００（ラストオーダー２０：４５）
土曜、日曜、祝１１：３０～１４：３０ （ラストーオーダー：１４：１５） 、１８：００～２１：００（ラストオーダー２０：４５）
【定休日】水曜

大盛無料（※期間内に１名につき１回のみ）

63 ヤキニク　イチロー 宇都宮市野高谷町４３２ 028-612-8821
１７：００～２３：００
【定休日】火曜

お食事ご注文の方限定　５００円以下のドリンク１杯サービス
（※期間内に１名につき１回のみ）

64 らーめん屋台　博多イチロー 宇都宮市東簗瀬１丁目５−６ 028-633-5233
１１：３０～１４：３０、１７：３０～２２：００
【定休日】火曜

ラーメンご注文の方限定　味玉1個サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

65 レストラン　アルページュ
宇都宮市下戸祭１丁目１２−７
サンハイツ大渕Ⅱ

028-650-5543
１１：３０～１５：００、１７：００～２１：００
【定休日】火曜、第２月曜

デザート１品追加サービス（ランチ・ディナー共に）

66 ブラッスリー　ラ　トゥール（la Tour）
宇都宮市駅前通り３丁目１−１
後藤ビル１階、２階

028-680-4641
１７：００～２４：００
【定休日】
火曜、第２月曜

乾杯ドリンクサービス

67 Five Dollars
宇都宮市馬場通り３丁目１−２１
馬上ビル１階

028-612-7177
１７：００～２４：００
【定休日】火曜、第２月曜

乾杯ドリンクサービス

68 ビストロキャトルズ
宇都宮市駅前通り１丁目５−２
ホテルサンルート宇都宮１階

028-680-7526
１２：００～１５：００、１７：００～２３：００
【定休日】火曜、第２月曜

乾杯ドリンクサービス（ディナー限定）

69 酒守　勘兵衛
宇都宮市駅前通り１丁目５−２
つちやビルB１階

028-612-8228
１７：００～２４：００
【定休日】毎週火曜、第２月曜

乾杯ドリンクサービス

70 種一本店 宇都宮市二荒町２−６ 028-637-7017
１１：００～２０：００
【定休日】月曜

ソフトドリンク１杯サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

71 花咲種一 宇都宮市二荒町４−８ 028-666-5206
１７：００～２１：００
【定休日】日曜

ソフトドリンク１杯サービス（※期間内に１名につき１回のみ）

72
シェーキーズFKDショッピングモール
宇都宮インターパーク店

宇都宮市インターパーク６−１−１ 028-657-6325
１１：００～２１：００（ラストオーダー２０：３０）
【定休日】不定休

テイクアウト商品お買い上げの方限定　フライドポテトMサイズサービス
（※期間内何回でも利用可能）

73 シェーキーズ福田屋SP宇都宮店 宇都宮市今泉町２３７ 028-623-4440
１１：００～２１：００（ラストオーダー２０：３０）
【定休日】不定休

テイクアウト商品お買い上げの方限定　フライドポテトMサイズサービス
（※期間内何回でも利用可能）

74 パティスリーフラッグス下栗店 宇都宮市下栗町２９３１−４ 028-634-2666
１０：００～１９：００
【定休日】不定休

焼き菓子１個プレゼント（※期間内に１名につき１回のみ）


