
日本料理　髙井家 飲食業 本町
磐梯日光店 飲食物産 本町
麺工房　寛 そば・うどん店 本町
ローソン日光東照宮前店 コンビニエンスストア 本町
阿原燃料㈱ 花石給油所 ガソリンスタンド 花石町
カットハウスナカムラ 理容業 花石町
㈲ふだらく本舗 和菓子他 花石町
あかりの宿ヴィラ・リバージュ 宿泊業 久次良町
小野無線電機商会 電機製品販売及び修理 久次良町
ガストホフあみ ペンション 久次良町
日光くじら食堂 飲食業 久次良町
プティ・ホテル　セ・ボン 宿泊業 久次良町
フラワースタジオ花便り 生花店 久次良町
森のうた 宿泊業 久次良町
㈲今井商店 燃料販売 清滝
㈱宇佐美エナジー日光給油所 ガソリンスタンド 清滝
円空庵びっくり 飲食業 清滝
㈱岡本電機商会 電気器具販売 清滝
総合印刷　親和会 印刷業 清滝
中国料理　香楽 飲食店 清滝
東照石材店 石材店 清滝
登喜和旅館 宿泊業 清滝
長島ふとん店 寝具製造販売 清滝
㈲中田商店 総合食品卸小売業 清滝
れんが ya 飲食 清滝
サラダ館 オトカワ 総合衣料･資生堂化粧品･シャディギフト 細尾町
ヘアーサロンヤスノ 理容業 細尾町
レストランリトルベアーズ　一休 飲食・菓子製造 細尾町
かぶらぎ観光バス バス事業 丹勢
歌ケ浜山田屋 日光彫と開運表札 中宮祠
ENEOS 奥日光S.S. ㈲若松石油 ガソリンスタンド 中宮祠
奥日光ゲストハウス JUN（合同） 簡易宿所 中宮祠
かつら 手打ちそば 中宮祠
㈲小島屋商店 酒販小売 中宮祠
三本松茶屋 飲食物産 中宮祠
㈲紫明堂 貸ボート、貸モーター 中宮祠
鮨くろさき 鮨店 中宮祠
中禅寺金谷ホテル ホテル 中宮祠
中禅寺観光センター 飲食業 中宮祠
中禅寺ペンション 宿泊業 中宮祠
日光アストリアホテル 宿泊 中宮祠
日光山水 宿泊業 中宮祠
プチホテル　マスヤ 宿泊業 中宮祠
㈲ホテル湖上苑 旅館 中宮祠
民宿　おかじん 旅館 中宮祠
民宿　みはらし 宿泊業 中宮祠
龍頭之茶屋 飲食業・小売業 中宮祠
レークセンターひたちや 飲食・土産販売 中宮祠
奥日光高原ホテル ホテル・旅館業 湯元
奥日光小西ホテル 旅館 湯元
奥日光パークロッジ深山 宿泊 湯元
休暇村日光湯元 リゾートホテル事業 湯元
紫雲荘 旅館 湯元
ホテル花の季 旅館 湯元

旬菜蔵　せんや 飲食業 藤原
旬菜処いずみ そば店 藤原
大黒庵 飲食業 藤原
㈲ドライブイン渓谷 飲食店（本格手打ちそば） 藤原
花の宿松や・竹久夢二美術館 旅館業 藤原
ホテル鬼怒川御苑 旅館・ホテル 藤原
ホテル日光・鬼怒川インみやさき（ゆば御膳みやざき） 飲食・宿泊業 藤原
野岩鉄道㈱ 鉄道グッズ 藤原
山越木工房 木工業 藤原
若竹の庄 旅館業 藤原
㈱阿部商店 漬物、惣菜 鬼怒川温泉大原
いとう呉服店 呉服・洋服・学校用品 鬼怒川温泉大原
稲庭うどん　くうかい 飲食店 鬼怒川温泉大原
㈲大勝商店　セブンイレブン鬼怒川立岩店 コンビニエンスストア 鬼怒川温泉大原
御菓子処　青柳 和菓子 鬼怒川温泉大原
おそうじ本舗 ハウスクリーニング 鬼怒川温泉大原
おみやげ処すみ屋 観光土産販売 鬼怒川温泉大原
㈱かねます商事鬼怒川店（旧大橋油店） ガソリンスタンド 鬼怒川温泉大原
甘味茶屋　鈴川 甘味、食事 鬼怒川温泉大原
鬼怒川温泉　山楽 旅館 鬼怒川温泉大原
鬼怒川グランドホテル 夢の季 旅館業 鬼怒川温泉大原
㈲鬼怒川スーパー 食料品販売 鬼怒川温泉大原
㈲鬼怒川センター お土産・物産店・飲食店 鬼怒川温泉大原
鬼怒川パークホテルズ ホテル 鬼怒川温泉大原
きぬ川不動瀧 旅館 鬼怒川温泉大原

キヌガワペンション　バンブー 飲食業・宿泊業 鬼怒川温泉大原
きぬ川ホテル三日月 旅館業 鬼怒川温泉大原
木村美容室 美容業 鬼怒川温泉大原
ギャラリーカフェ　PaintoE（パントエ） カフェ 鬼怒川温泉大原
桐屋 婦人服販売 鬼怒川温泉大原
珈琲茶屋　珈香和 カフェ 鬼怒川温泉大原
佐藤園茶舗 茶販売 鬼怒川温泉大原
鈴木商店 日用雑貨 鬼怒川温泉大原
スナック・ノンノ ランチ･カラオケ･スナック 鬼怒川温泉大原
静寂とまごころの宿七重八重 温泉旅館業 鬼怒川温泉大原
そば夢処　きた村 飲食店 鬼怒川温泉大原
大吉庵 飲食店 鬼怒川温泉大原
㈲高橋モータース 自動車販売・修理 鬼怒川温泉大原
旅の宿丸京 旅館業 鬼怒川温泉大原
栂の季 ホテル・旅館 鬼怒川温泉大原
手打そば やまじょう 手打そば 鬼怒川温泉大原
東武ワールドスクウェア 入園・飲食・物販 鬼怒川温泉大原
トラットリア・カミーノ イタリア料理 鬼怒川温泉大原
仁王尊プラザ 日帰り温泉・釣り堀 鬼怒川温泉大原
二八そば そば店 鬼怒川温泉大原
㈲登屋本店 酒類・薬品・食品・化粧品販売 鬼怒川温泉大原
バーバーつつじ 理容 鬼怒川温泉大原
㈱はちや 菓子製造販売 鬼怒川温泉大原
ひかり理容室 理容業 鬼怒川温泉大原
フタバ快生堂薬局 薬局 鬼怒川温泉大原
フラワーショップ花もと 生花店 鬼怒川温泉大原
BENTO  CAFÉ  KODAMA 駅弁・サンドイッチ・ドリンク 鬼怒川温泉大原
ホテルきぬ ホテル、旅館 鬼怒川温泉大原
ホテルサンシャイン鬼怒川 ホテル・旅館 鬼怒川温泉大原
ホテルハーヴェスト鬼怒川 宿泊業 鬼怒川温泉大原
㈲ホリデー 酒類　雑貨他 鬼怒川温泉大原
水辺のカフェテラス カフェテラス 鬼怒川温泉大原
㈲都酒店 酒小売 鬼怒川温泉大原
八木沢クリーニング クリーニング 鬼怒川温泉大原
屋台屋たかなみ ランチ・居酒屋 鬼怒川温泉大原
㈲雪印牛乳栃木大原販売所 牛乳販売 鬼怒川温泉大原
万屋商店 酒類・食料品 鬼怒川温泉大原
ラーメン居酒屋  八海山 飲食業 鬼怒川温泉大原
ローソン鬼怒川温泉さくら通り店 コンビニエンスストア 鬼怒川温泉大原
鬼怒川カントリークラブ ゴルフ場 高徳
㈲高徳自動車整備工場 自動車修理 高徳
中田石材店 墓石・石材加工 高徳
㈲ 半田自動車販売 自動車販売・修理 高徳
heartist・平石ふとん店 美容・寝具一般・ふとん打直し 高徳
福田畳店 畳製造 高徳
㈲マルイ 食料品 高徳
EDO WONDERLAND 日光江戸村 テーマパーク 柄倉
㈲亀屋菓子本舗 菓子製造・販売 柄倉
コスモ鬼怒川バイパスＳＳ ガソリンスタンド 柄倉
studio  OHANA フラ＆ヨガスタジオ 柄倉
きぬの宿　志季大瀞 旅館 小佐越
グランデイソーラ ゴーカート場 小佐越
とりっくあーとぴあ日光 テーマパーク 小佐越
日光・鬼怒川３D宇宙・恐竜館 テーマパーク 小佐越
日光花いちもんめ 観光植物園 小佐越
あさや 旅館業 鬼怒川温泉滝
一心舘 旅館・日帰り入浴・食事 鬼怒川温泉滝
おおあみ物産店 まんじゅう製造・土産品販売 鬼怒川温泉滝
お食事処一富士 食堂 鬼怒川温泉滝
鬼怒川温泉ホテル 旅館業 鬼怒川温泉滝
鬼怒川温泉ホテル  ニューおおるり 宿泊業 鬼怒川温泉滝
鬼怒川ガス㈱ ガス器具･住宅設備機器の販売 鬼怒川温泉滝
鬼怒川観光ホテル 旅館，ホテル 鬼怒川温泉滝
きぬ川国際ホテル 旅館 鬼怒川温泉滝
㈱鬼怒川タクシー タクシー 鬼怒川温泉滝
鬼怒川プラザホテル 旅館業 鬼怒川温泉滝
㈲鬼怒川プロパン販売所 燃料販売 鬼怒川温泉滝
渓流の宿 緑水 旅館 鬼怒川温泉滝
そらまめ　赤羽酒店 酒類、コーヒー軽食 鬼怒川温泉滝
福田整骨院 マッサージ・健康食品・水晶類 鬼怒川温泉滝
ほてる白河　湯の蔵 旅館 鬼怒川温泉滝
民宿　辰巳荘 宿泊業 鬼怒川温泉滝
よろずやサイクル 二輪車販売 鬼怒川温泉滝
㈲荒引水道 住宅衛生設備一式 川治温泉川治
祝い宿　寿庵 旅館 川治温泉川治
㈲川治観光タクシー タクシー事業 川治温泉川治
生海商店 食料品・日用品販売 川治温泉川治
和風らあめん　いかり 飲食店 川治温泉川治
朝日屋 飲食店 川治温泉高原
大黒屋製菓店 まんじゅう製造販売 川治温泉高原
登隆館 旅館 川治温泉高原

足尾エリア

店 名 業 種 町名 店 名 業 種 町名

藤原エリア

店 名 業 種 町名 店 名 業 種 町名

日光トレジャーハンティング川治 宝さがし 川治温泉
ENEOS川治SS ガソリンスタンド 藤原
㈲男鹿観光バス 観光・冠婚葬祭送迎 藤原
斉藤電気金物店 電気工事・金物販売 藤原
きぬがわ高原カントリークラブ ゴルフ場 五十里字東山
ナラ入沢渓流釣りキャンプ場 キャンプ・釣り・食事 上三依
会津西街道　ぎゃらりーかふぇ扇屋 飲食業 中三依
三依渓流つり場 つり・塩焼・そば・山菜料理 中三依

会津屋豆腐店 豆腐製造・販売・飲食 湯西川
彩り湯かしき花と華 旅館 湯西川
おやど湯の季 旅館業 湯西川
金井旅館 サービス業（旅館） 湯西川
上屋敷　平の高房 旅館業 湯西川
志おや 飲食サービス業 湯西川
なかや食堂 飲食業 湯西川
はたご松屋 旅館 湯西川
福田理容所 理容店 湯西川
ふる里本舗 平家最中 湯西川
浮路梨多 飲食 湯西川
平家の里湯西川協同組合 観光施設 湯西川
平家ゆば ゆば製造販売 湯西川
本家伴久 旅館業 湯西川
森の湯　ハミングバード 旅館 湯西川
焼肉　山道 飲食 湯西川
山島屋 飲食業・宿泊 湯西川
ゆったり屋  もみほぐしん 整体院 湯西川

㈲湯西川館 旅館 湯西川
㈲湯沢屋酒店 酒類販売 湯西川
湯西川白雲の宿山城屋 旅館 湯西川
㈲山越油店 ガソリンスタンド 日向
四季の湯・栗山観光ドライブイン ドライブイン・温泉 黒部
大野屋 宿泊業 野門
八丁の湯 旅館・ログハウス 川俣

金沢屋 食料品 下間藤
お食事処　ないとう 飲食業 足尾町
かめむら別館 旅館業 銀山平
国民宿舎　かじか荘 旅館業 足尾町
中国料理　栄山 飲食店 足尾町
正三窯 陶器製造業 原
きたむら 食料品（小売） 掛水
涌井商店（足尾双愛病院売店） 小売業 砂畑
㈲皇海麺藤谷商店 めん類製造業 中才
桑原商店 小売業 松原
綜合衣料おぎわら 総合衣料 松原
フラワーショップみうら 生花小売 松原
プリントショップ　RAMBLE 製造小売業 松原
㈲星野電器商会 家庭電化製品販売 松原
ますや肉店 食肉小売業 松原
高橋精肉店 食肉小売業 赤沢
やおせい商店 食品販売 赤沢
㈲ワイショップくらさわ コンビニ 赤沢

栗山エリア

日光市共通商品券
（見本） 6枚

中小店専用商品券
（見本） 7枚

令和5年1月31日（火）

共通券6枚 中小店専用券7枚

日光仮面

共通券6枚 中小店専用券7

13,000円
お買い物が
できます

１組（10,000円）
ご購入いただくと

大型店中小店

中小店専用商品券
（見本） 7枚

共通券共通券

11113333
ご購入いただくと

▲すべての加盟店で使
用できます。

▲大型店では使用でき
ません。

大 型 店（中小店専用券は使用できません。）

アイメガネ今市センショープラザ店 芹沼
イオンリテール㈱イオン今市店 豊田
イオン今市店ショッピングセンター専門店街 豊田
ウエルシア日光今市大沢店 木和田島
ウエルシア薬局日光今市店 芹沼
ウエルシア薬局日光インター店 東和町
㈱オートアールズ今市バイパス店 豊田
㈱カインズ　カインズホーム今市店 豊田
カフェレストラン　ロケーション（日光ランドマーク） 今市
㈱かましん日光森友店 森友
㈱かましん日光ランドマーク店 今市
㈱カワチ薬品 今市店 瀬尾
㈱カワチ薬品 大沢店 木和田島
㈱カワチ薬品 日光店 七里
クスリのアオキ 大沢店 木和田島
クスリのアオキ 日光森友店 森友

ケーズデンキ日光店 芹沼
㈱コジマ×ビックカメラ日光店 今市
コメリハード＆グリーン今市大沢店 木和田島
コメリハード＆グリーン日光七里店 七里
コメリハード＆グリーン藤原店 柄倉
㈱さがみや大沢店 木和田島
サンユー大沢店 木和田島
㈱しまむら　アベイル今市店 芹沼
㈱しまむら　今市店 芹沼
㈱しまむら　シャンブル今市店 芹沼
㈱しまむら　バースデイ今市店 瀬川
シュープラザ今市店 芹沼
㈱たいらや今市店 今市
ツルハドラッグ日光板橋店 板橋
ツルハドラッグ日光大沢店 大沢町
ツルハドラッグ日光鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

店 名 町名 店 名 町名 店 名 町名

ツルハドラッグ日光安良沢店 久次良町
ディスカウントドラッグコスモス森友店 森友
ドラッグセイムス今市モール店 芹沼
100円ショップ　テンオー（日光ランドマーク） 今市
フードオアシスオータニ大沢店 木和田島
フードマーケットオータニ今市店 芹沼
㈱ベイシア今市モール店 芹沼
ベイシア電器今市店 芹沼
ベイシアマート今市店 今市
ホームセンターカンセキ今市店 今市
ヤオハン七里店 七里
ヤオハンスーパー今市店 瀬川
リオン・ドール日光店 日光
リオン・ドール鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

せっかくのプレミアム付き商品券です！！ 皆さんのコロナ疲れを癒すとともに、
コロナ禍を乗り越えようとがんばっている地域のお店をぜひ応援してください！！

木和田島
日光森友店 森友

ツルハドラッグ日光大沢店 大沢町
ツルハドラッグ日光鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

せっかくのプレミアム付き商品券です！！ 皆さんのコロナ疲れを癒すとともに、
コロナ禍を乗り越えようとがんばっている地域のお店をぜひ応援してください！！

商品券で日光を満喫!!
とくとく商品券の加盟店には
90件以上の宿泊施設が登録
されています。地元の素敵な

お宿でゆったりとした時間を過ごして
みませんか？

宿

有効期限

発行総額発行総額

2億6千万円

感染防止対策を徹底したお店
での飲食を楽しんだり、料理
をテイクアウトしてご自宅で

のんびり味わったりと、ライフスタイ
ルにあわせてお楽しみください。

食
日光市には、たくさんの魅力
スポットや名産品・ご当地グ
ルメなど盛りだくさん。普段

は気付かない魅力がまだまだ隠されて
います。

楽

使い方
いろいろ

7枚7枚

円 使えるお店は

のぼり旗が目印!

発行団体：日光商工会議所・足尾町商工会 ご利用になれる店
（次ページ以降に掲載）

プレミアム付30％

日光仮面

①事業活動に伴う経費支払い　②印紙・ハガキ・切手類　③公共料金の支払い
④たばこの購入　⑤日光市指定ゴミ袋　⑥プリペイドカード等の金券類
⑦医療・介護・保険調剤などの自己負担分　⑧その他加盟店が指定するもの

当商品券は以下のものにはご利用になれませんので、ご注意ください。

① 当商品券は、日光とくとく商品券加盟店でのみご利用いただけます。
② 当商品券は、現金とはお引換えできません。また購入後の返品・交換はできません。
③ 当商品券をご利用の際、釣り銭はお出しできません。
④ 商品券に発行者印の無いもの、有効期限を過ぎたものは無効です。
⑤ 著しく破損された商品券はご利用できません。
⑥ 商品券の盗難、紛失または滅失等に対して、発行者はその責を負いません。

発行団体：日光商工会議所・足尾町商工会 ご利用になれる店
（次ページ以降に掲載）

⑤ 著しく破損された商品券はご利用できません。
⑥ 商品券の盗難、紛失または滅失等に対して、発行者はその責を負いません。

≪お問い合わせ先≫
今市事務所 ☎30‐1171　日光事務所 ☎50‐1171　鬼怒川事務所 ☎70‐1171　足尾町商工会 ☎93‐2267

ご利用に
あたっての
注意事項

購入限度額
発行組数
有効期限 令和４年８月１日（月）～令和５年１月３１日（火）まで

20,000組
お一人２組２万円まで。（18歳以上の方に限る）



カズミ電気設備商会 電気工事・家電販売 板橋
晃山の里 手打ちそば・うどん 板橋
juicy box お弁当、惣菜、焼菓子 板橋
セブンイレブン日光板橋店 コンビニエンスストア 板橋
滝田製畳店 畳製造 板橋
新村シート店 椅子・ソファの張り替え 板橋
かどや酒店 酒・お菓子・ジュースなど 手岡
安国屋 食堂 手岡
高村商店 酒類・食料品・燃料 岩崎
おしゃれショップかとう 総合衣料小売 文挾町
落合直売所 直売所（野菜･花卉･果物等） 文挾町
㈲佐々木設計企画 建築設計・リフォーム 文挾町
㈲三宝鮨 鮨店 小倉
㈱樋山昌一商店　本店 漬物・味噌製造販売 小倉
㈲アルボー タイヤ、ホイール、カー用品 小代
いなにわうどん稲庭屋 飲食店（レストラン） 小代
Café&Bar Baum カフェ・バー 小代
㈲小代行川庵そば組合 飲食店 小代
ジュエリーワークス巴ノ紋 貴金属製造・販売・教室 小代
㈲フラワークリーニング クリーニング 小代
㈱丸本イトウ ＬＰガス・灯油・酒・たばこ 小代
三たてそば長畑庵 手打ちそば 長畑
相川理容館 理容業 今市
赤羽写真館 写真業 今市
朝日屋 ラーメン店 今市
阿原燃料㈱七本桜店 ガソリンスタンド 今市
石岡電器産業㈲ 家電販売 今市
癒しのサロン　オアシス リラクゼーションサロン 今市
岩上酒店 酒販売業 今市
㈲魚登久 うなぎ料理 今市
auショップ今市 情報通信業 今市
㈲大出パン店 製パン小売 今市
おおぎやラーメン　日光店 ラーメン 今市
大西電器㈱ 家電製品 今市
大野屋洋品店 洋品小売業 今市
オールビジョン　今市コンタクト メガネ・コンタクトレンズ販売 今市
㈲オザキ メガネ・補聴器・時計・宝石 今市
御食事処　かつら 飲食店 今市
菓子処　本沢屋 菓子製造販売 今市
春日タイヤ商会 タイヤ修理・販売 今市
㈱カタヤマ 燃料・住宅機器小売業 今市
㈲カットシン 理・美容 今市
割烹寿司みとや 寿司・鰻・季節料理 今市
㈲加藤自動車整備工場 自動車修理・整備業 今市
金谷ホテルベーカリー  道の駅日光店 パン・菓子製造販売 今市
㈲金長 飲食業（オムライス他） 今市
㈱かねます商事（旧大橋油店） ガソリンスタンド 今市
カフェ＆ダイニングバー珈茶話 飲食業 今市
きくち洋服店 紳士服・制服・作業服 今市
きすげの郷  蕎粋庵（ニコニコ本陣内） そば店 今市
季節料理　和光 飲食 今市
㈱北の大地  日光店（ニコニコ本陣内） 生鮮食料品の販売 今市
㈲北山金物店 建築・家庭金物 今市
行政書士事務所  一燈 相続・遺言の相談と手続き 今市
くすりのホシ 医薬品・化粧品 今市
久保田屋製菓店 菓子製造販売 今市
幸楽 飲食業 今市
㈱五光 ニコニコ本陣商業棟 今市
㈱佐藤呉服店 衣類小売業 今市
佐藤武道具 武道具小売 今市
㈲三栄無線商会 家電販売 今市
㈲三興社印刷所 印刷業 今市
㈱三興社彫刻店 印章業 今市
中国料理　山泉楼 中国料理 今市
㈱芝崎 米・燃料 今市
㈲柴田荒物店 雑貨・事務用品小売業 今市
食酒空間　コスモス レストラン 今市
寝装わたや 寝具製造販売 今市
セブンイレブン今市中央店（ニコニコ本陣内） コンビニエンスストア 今市
セブンイレブン日光七本桜店 コンビニエンスストア 今市
綜合衣料ふくりん 衣料品小売 今市
創作酒場  日光  三六九 居酒屋 今市
染と織ひしや 呉服・小物 今市
大黒屋スポーツ スポーツ用品販売・体育施設工事 今市
㈲高田商店 燃料販売 今市
㈲髙野酒店　坂本屋本店 酒類販売 今市
㈲宝田酒店 酒類小売 今市
㈲田野辺商店 燃料販売 今市

◆ プレミアム付日光とくとく商品券 加盟店一覧 ◆
㈲茶そばの店薮定 飲食店 今市
つくし お好み焼･もんじゃ焼･鉄板焼 今市
テーラーシマダヤ 衣料品小売 今市
手づくり工房あむあむ 手づくり工房販売 今市
てぬぐい風呂敷「唐草」 和雑貨販売 今市
ドコモショップ日光店 情報通信業 今市
鳥秀商店 精肉・惣菜 今市
㈲鳥屋商店 茶・酒類・食料品小売 今市
とんかつ一彦 飲食業 今市
( 公社 ) 日光市シルバー人材センター 高齢者による各種作業請負 今市
日光みそのたまり漬  上澤梅太郎商店 たまり漬・味噌・醤油  製造小売 今市
㈱日昇堂 菓子製造 今市
二宮堂 和菓子製造販売 今市
㈲野口食品商会  こんにゃくののぐち屋 こんにゃく・ところ天・豆寒天製造販売 今市
㈲野中給油所 ガソリンスタンド 今市
㈲芳賀商店 燃料 今市
長谷川薬局 薬品・化粧品 今市
八海山　今市店 飲食店 今市
バックのフジ バック・インテリア小売 今市
㈱早川住宅設備 管工事 今市
㈱ひかり写真機店 写真・スタジオ撮影 今市
㈱ビッグワン TSUTAYA今市店 小売業 今市
㈱日野為商店 栃木県産味噌、醤油、たまり漬の素 今市
㈱樋山昌一商店　今市店 漬物・味噌製造販売 今市
FUJIYA sweets café Nikko 今市宿店 飲食店 今市
ホテル村上 ビジネスホテル 今市
ぽんぽこ亭 飲食業 今市
ますだ鍼灸院 鍼灸マッサージ業 今市
㈲松葉屋 豆腐・ゆば製造 今市
松本酒店 酒類小売業 今市
まつもと食堂 飲食店　そばうどん店 今市
まるご商店 飲食店 今市
㈱丸重　丸重バイパスＳＳ 燃料販売 今市
まんぷく亭 ラーメン・洋食 今市
みさき食堂 飲食店 今市
ミスタータイヤマン今市店 自動車用タイヤ・ホイル 今市
ムサシヤ レディースファッション 今市
焼鳥　とりよし 飲食業 今市
㈱ヤマグチ　ニュー今市給油所 ガソリンスタンド 今市
山城屋商店 金物販売 今市
吉見屋本店 時計・メガネ・宝石 今市
ラーメンパークふじや 飲食業 今市
和菓子の店　シオン 和菓子 今市
和光メガネ　今市本店 メガネ及び補聴器の小売販売 今市
ワタナベ食堂 飲食業 今市
㈱渡辺和哉商店 食料品 今市
㈱渡邊佐平商店 日本酒・焼酎製造 今市
渡辺精肉店 精肉・惣菜 今市
㈲飯野商店 燃料小売 平ケ崎
㈲カメダ室内装飾 インテリア 平ケ崎
㈱けっこう漬本舗  今市インター店 漬物・ゆば・手打ちそば 平ケ崎
㈱けっこう漬本舗　本店 漬物・ゆば・手打ちそば 平ケ崎
㈲小林建設 建設業・トリミング（犬専門） 平ケ崎
㈱東武クリーン（東武ツーリスト） お掃除サービス、旅行業 平ケ崎
㈲とんかつあづま 飲食業 平ケ崎
中村米穀店 米穀、灯油、そば粉、地粉小売 平ケ崎
平ヶ崎接骨院 インソール・サポーター・コルセット等 平ケ崎
ブライダルパレスあさの 法事・宴会・パーティー 平ケ崎
松岡畳店 畳製造 平ケ崎
㈲ユアサ 今市本店 乳製品販売 平ケ崎
レストラン　パロット ステーキ＆手造りハンバーグ 平ケ崎
ローレル 理容業 平ケ崎
㈲浅野屋商店 鮮魚・仕出し・食品一般 瀬川
安西たたみ店 畳製造販売 瀬川
㈲エネックスつるや 燃料販売 瀬川
㈱オオイデ 銃砲火薬・総合燃料・打上花火 瀬川
片山酒造㈱ 清酒製造業 瀬川
河内屋商店 食料品 瀬川
皇漢堂薬局 漢方薬 瀬川
だいやの森  旬菜館 (日光ブランド情報発信センター) 直売所 瀬川
田月堂 和洋菓子 瀬川
㈲手塚商事　手塚印刷 印刷 瀬川
㈲旭モータース 自動車整備・販売 瀬尾
セブンイレブン日光瀬尾店 コンビニエンスストア 瀬尾
㈱手塚商事 ガソリンスタンド 瀬尾
日光　八木澤ファーム 農業 瀬尾
飲み喰い処　楽天 居酒屋 瀬尾
パン工房　輝麦 パン 瀬尾
Useful ほしの（同） リフォーム・訪問理容 瀬尾
菓子処みかど 菓子製造販売 中央町

かみじょうカメラ 写真・撮影 中央町
㈲キクチ靴店 靴・バック小売業 中央町
㈲黒川燃料店 燃料販売 中央町
小嶋米穀店 米穀商 中央町
しもさか茶舗 日本茶販売 中央町
㈱高山商店 燃料等販売 中央町
日本料理  石和 牛串焼き・キンメ鯛 中央町
㈲花一 生花店 中央町
ファミリーマート日光中央町店 コンビニエンスストア 中央町
㈱ルンビニー楽社 楽器・楽譜販売 中央町
㈲渡辺正一郎商店 酒類販売 中央町
㈲魚伸 鮮魚販売 並木町
㈲国府田産業 建材・ストーブ販売 並木町
スクールＩＥ今市校 学習塾 並木町
㈲マスヤ 定食・宴会・仕出・法事 並木町
吉原塗装店 建築塗装業 並木町
㈲アダチデンキ 家電販売 今市本町
㈱大しま 飲食店 今市本町
セブンイレブン今市本町店 コンビニエンスストア 今市本町
つちや そば・うどん 今市本町
手打ラーメン蔵八 ラーメン 今市本町
とんかつ　やじろべい 飲食業 今市本町
日光時計店 時計・メガネ・貴金属小売 今市本町
バン・マリー 洋食（ランチ）・ケーキ 今市本町
㈲ひさや DyDo飲料、グリコ乳製品販売 今市本町
㈲フジヤ 文具・雑貨・介護用品 今市本町
メガネのルックス メガネ、時計 今市本町
焼肉　大昌園 焼肉店 今市本町
大和屋　今市店 食料品小売業 今市本町
レストラン寿楽 レストラン　ステーキ 今市本町
レディースブティックナカモト 婦人服販売 今市本町
琥侍 ラーメン 吉沢
創作居酒屋  蓮 居酒屋（9月店舗移転予定） 吉沢
山川いちご園 いちごの販売 吉沢
㈱金谷ホテルベーカリー（今市工場売店） パン・クッキー製造・卸 土沢
㈱グルメミートワールド 食肉販売 土沢
近藤印刷㈲ 印刷業 土沢
セブンイレブン日光土沢北店 コンビニエンスストア 土沢
セブン・イレブン日光土沢店 コンビニエンスストア 土沢
畳屋  職人気質 畳屋 土沢
choccoco　～山久～ 和洋菓子製造販売 土沢
とちぎコープ日光センター 生活用品全般 土沢
農家の店ヤマシチ 小売業 土沢
ノエビア化粧品　日光南 化粧品販売 土沢
福田酒店 酒類小売業 土沢
㈲フクダ自動車板金商会 自動車整備・修理 土沢
村上米穀店　蛸屋　大沢駅前店 小売業 土沢
㈲モトボックスむらまつ 二輪車販売 土沢
龍京苑 中国料理 土沢
ホテルファミテック ホテル 室瀬
㈱近代環境整備社 不用品回収・浄化槽管理清掃 大室
㈱秋桜 布団の熱消毒乾燥と抗菌コート 大室
㈲ショップ　コスモ石油大室SS ガソリンスタンド 大室
草允　わらび野 そば・甘味処 大室
はなちゃん福祉タクシー 福祉タクシー 大室
そば処  水無湧水庵 手打そば 水無
市毛自動車整備工場 車検、一般整備、部品、オイルなど 森友
お食事処  昔ばなし 飲食店 森友
オステリア  バッカナーレ イタリアンレストラン 森友
㈱けっこう漬本舗　森友バイパス店 漬物・ゆば・手打ちそば 森友
コマバ電器 家電販売業 森友
古民家酒房　菜音 飲食業 森友
㈱成文社 印刷業 森友
㈱ダイエー 観光土産品製造卸 森友
㈱日光食品 ゆば製造業 森友
沼野理容室 理容業 森友
メナードフェイシャルサロン  ルミエール フェイシャルサロン 森友
森友農産物直売所スマイル館 直売所 森友
菓子舗わだ 和菓子製造販売 荊沢
さかぐら 飲食店 荊沢
チャぐら ラーメン 荊沢
美容室QUEST 美容業 荊沢
㈲福栄自動車 自動車販売整備業 荊沢
㈲オートサービス安西 自動車販売整備業 大沢町
割烹ふるさと 飲食業 大沢町
㈲寿司割烹　美沢 飲食 大沢町
タカセキカク  ホッケーショップ ホッケー用品販売 大沢町
高瀬輪店 二輪車販売・修理 大沢町
手打そばみつぎ 手打そば 大沢町
㈲町田屋商店 ガソリンスタンド 大沢町
山野井精肉店 精肉店 大沢町

小堀硝子 ガラス・サッシ工事店 山口
土田クリーニング クリーニング 山口
手打ちそば玄五郎 手打ちそば 猪倉
日光ゆば製造㈱ ゆば製造販売 猪倉
渡辺菓子店 菓子製造販売 猪倉
癒しの気功空の精 気功整体 木和田島
入船寿し 飲食店 木和田島
インテリア  アトリエ  ゆう インテリア商品（内装業） 木和田島
御食事処　おがわ 飲食店 木和田島
㈲神林商店 ガソリンスタンド 木和田島
㈲協栄技研 ゴミ収集・建物清掃 木和田島
くいしん房  菜もん 洋食・レストラン 木和田島
五光不動産㈱ 不動産業 木和田島
セブンイレブン  今市木和田島店 コンビニエンスストア 木和田島
創作惣菜うたはる 弁当・惣菜・飲食 木和田島
ドッグサロンチコ 犬美容（トリミングサロン） 木和田島
Nikko Brewing カフェ・ビール販売 木和田島
㈲日本料理ひらの 日本料理店 木和田島
パナトピアカミヤマ（カミヤマデンキ） 家電製品販売業 木和田島
ふた里 飲食 木和田島
べんとう屋  ごち 持ち帰り弁当 木和田島
山越酒店（木和田島） 酒屋 木和田島
㈲ユアサ 大沢店 乳製品販売 木和田島
阿久津呉服店 洋品・呉服・学生服 塩野室町
小野糀店 味噌・甘酒・糀 塩野室町
古山下商店 食料品店 塩野室町
杉ノ郷カントリークラブ ゴルフ場 塩野室町
福鮨 寿司店 塩野室町
いしかわ家電 電気器具販売 川室
㈱十一屋祭典 葬祭業 川室
㈲タネオカ技巧 新車・中古車販売、車検鈑金修理 川室
福田印刷 印刷業 轟
今市自動車教習所 自動車教習所 芹沼
カレーハウスCoCo壱番屋 今市センショープラザ店 飲食業 芹沼
スポーツショップ　いとう スポーツショップ 芹沼
そば処 一歩庵 飲食店 芹沼
nicocha 庵 お好み焼き・もんじゃ焼き 芹沼
㈲まつたか ゆば製造販売・飲食 芹沼
丸彦製菓㈱ 米菓製造業 芹沼
角丸味噌醸造店 日光田舎みそ製造販売・種類小売 大桑町
㈲金子ストアー 酒類販売業 倉ケ崎
㈱男体自動車 自動車販売・修理 倉ケ崎
ホリイ新聞店 新聞販売 倉ヶ崎
㈲君島モータース 自動車修理販売業 倉ケ崎新田
㈲ダスキン今市 清掃･衛生用品のレンタルと販売 倉ケ崎新田
㈱日光自動車学校 教習所 倉ケ崎新田
㈲湯沢タイヤ商会 タイヤ、ホイール販売修理 倉ケ崎新田
㈲内田屋寝装店 寝装品、インテリア品 豊田
紳士服コナカ今市店 紳士服・婦人服販売 豊田
セブンイレブン　今市豊田店 コンビニエンスストア 豊田
㈱ヤマグチ　豊田今市給油所 ガソリンスタンド 豊田
太喜建設㈱ 建設業 栗原
㈱樋山昌一商店　鬼怒川店 漬物・味噌製造販売 栗原

星野商事㈱ 小売 東小来川
麻屋亀田本店 飲食・小売 上鉢石町
金谷ホテルベーカリー神橋店 パン販売 上鉢石町
雲 IZU 日光店 和スイーツ 上鉢石町
澤本 うなぎ 上鉢石町
ステーキハウス　みはし ステーキハウス 上鉢石町
TENTO chocolate 日光店 菓子製造販売 上鉢石町
和み茶屋 飲食業・懐石料理 上鉢石町
日光金谷ホテル ホテル 上鉢石町
日光たると舎 タルト・ソフトクリーム 上鉢石町
NIKKO・NASUのラスク屋さん 菓子販売 上鉢石町
日光　星の宿 旅館・レストラン 上鉢石町
日光湯波巻　全 創作和食 上鉢石町
㈾吉田屋酒店 酒類販売 上鉢石町
㈲荒川時計店 時計､メガネ、宝石､補聴器 中鉢石町
うたかた ミセス服・和雑貨販売 中鉢石町
江戸っ子 そば・うどん 中鉢石町
キタヤマ模型 模型小売 中鉢石町
㈱鬼平の羊羹本舗 菓子製造販売 中鉢石町
島田時計店 めがね、宝石、時計、補聴器 中鉢石町
日光  宮前だんご 飲食業 中鉢石町
三ツ山羊羹本舗 菓子製造・販売 中鉢石町
𠮷田屋羊羹本舗 菓子製造業 中鉢石町
恵比寿家 飲食店 下鉢石町
お食事処　栞 和食・居酒屋 下鉢石町
落合商店 漬物製造販売 下鉢石町

元祖ゆば寿司　寿司秀 飲食業 下鉢石町
御膳湯波　海老屋長造 日光ゆば製造販売 下鉢石町
さん・フィールド ゆば料理 下鉢石町
シャレルタカナシ 婦人服、婦人洋品 下鉢石町
ジルエット 飲食店 下鉢石町
綜合衣料 ㈲鈴木呉服店 衣料品、学生衣料、寝装･寝具販売 下鉢石町
そば処 弦庵 そば店 下鉢石町
日光湯波ふじや 湯波製造販売 下鉢石町
㈱浜亀 仕出し、生鮮食料品 下鉢石町
パリー美容室 美容業 下鉢石町
㈲山中商店 精肉・惣菜 下鉢石町
㈲与多呂 飲食業 下鉢石町
湯沢屋 菓子製造小売 下鉢石町
味の店 二幸 飲食業（食堂） 御幸
菓匠 おしやま 和菓子製造業 御幸町
cafe karin cafe 御幸町
㈲米屋商店 燃料小売・雑貨販売 御幸町
さかえ化粧品店 化粧品販売 御幸町
食堂すゞき 飲食店 御幸町
千両茶屋 かき氷・焼き芋 御幸町
㈲たぐち花店 生花、葬祭一般 御幸町
近嵐商事㈲ 燃料販売 御幸町
㈱つづれ屋 呉服販売業 御幸町
日光けんちん汁　古はし けんちん汁・定食 御幸町
NIKKO  YOTARO 飲食業 御幸町
日光ラスクCAFE 菓子製造販売・飲食店 御幸町
㈱ホリイ新聞店 新聞販売 御幸町
㈲みゆき依田書店 文具･書籍販売 御幸町
Mobile Cafe NIKKO 珈琲CoCom カフェ 御幸町
焼きそば専門店  焼麺  晃のや 焼きそば専門店 御幸町
大貫花店 生花小売業 石屋町
cafe&gallery 仁右衛門 カフェ、陶磁器･和小物の販売 石屋町
三英自動車㈱ タクシー・貸切バス 石屋町
㈲高橋金物店 鉄骨･セメント･家庭金物 石屋町
たじまや ホワイト急便石屋町店 クリーニング業 石屋町
つけもの樋山  日光店 漬物販売 石屋町
日光ぷりん亭 ぷりん･焼菓子･ソフトクリーム 石屋町
㈲日光彫てづか工芸 日光彫･木工品製造販売 石屋町
のみくい処  あき 飲食店 石屋町
フォトスタジオ久良多 写真業 石屋町
ゆば亭ますだや 飲食店 石屋町
レストラン日光えんや 飲食業 石屋町
揚げゆばまんじゅう本舗 菓子製造業 松原町
旭屋本店 飲食物産業 松原町
五十嵐漆器店 日光彫製造販売 松原町
ウッドモック 木製品 松原町
内海古美術店 骨董 松原町
㈱ウルシバラエネルギー 石油製品販売 松原町
カフェ 明治の館 カフェ 松原町
かまや～カフェ・デュ・レヴァベール～ カフェ・レストラン 松原町
㈲神山印刷所 印刷業 松原町
餃子のうめちゃん 飲食業 松原町
きよ美容室 美容室 松原町
CoFFee BReaK 樹仁亜 飲食業 松原町
さち美容室 美容室 松原町
㈲中央交通 タクシー業 松原町
てんとう虫 飲食業 松原町
㈱永井園 茶・海苔 松原町
㈲中津印刷所 印刷 松原町
日光カステラ本舗　駅前店 物産店 松原町
日光ステーションホテルⅡ番館 ホテル 松原町
日光パークロッジ駅前 宿泊業 松原町
パームス オリジナルグッズ販売・製造 松原町
㈲日野屋酒店 酒類販売業 松原町
㈲ほていや旅館 旅館 松原町
ホテルファミテック日光駅前 ホテル 松原町
土産処とうこう・食事処あずま 小売業・飲食業 松原町
㈲村上豊八商店 日光彫製造・販売 松原町
やまもと 日用品 松原町
湯波こまち 飲食 松原町
米吉商店　晃寿司 寿司、和食 松原町
㈲篠原電機店 家電販売 稲荷町
㈲高緑商店 燃料販売 稲荷町
㈲長島洋品店 洋品小売業 稲荷町
中村屋酒店 酒類販売業 稲荷町
㈲早見商店 燃料 稲荷町
ふらわーしょっぷ  まんせい 生花小売 稲荷町
みるきーはうす 飲食店 稲荷町
レストランまこ 飲食 (洋食） 稲荷町
KSエネルギー㈲ ガソリンスタンド 東和町
PUB&CAFÉヨロズヤ 飲食・広告・Web・印刷 東和町

仙波商店・モンテ日光 パン製造小売・喫茶 相生町
大和交通㈱ タクシー事業 相生町
日光交通 旅客運送業 相生町
日光ステーションホテルクラシック ホテル 相生町
沼田屋寿司店 飲食・寿司店 相生町
梅屋敷旅館 旅館 荻垣面
ホテル高照 旅館 荻垣面
沖印刷 印刷業 日光
サッポロラーメンあかしや 飲食業 所野
阿原燃料㈱　所野給油所 ガソリンスタンド 所野
大江戸温泉物語　日光霧降 ホテル 所野
菓子工房Garcon 菓子製造販売 所野
グラススタジオ　ポンテ ガラス工芸・体験・販売 所野
ザ・ページェント 旅館業 所野
Share Resort あにまる御殿 宿泊業（ペットペンション） 所野
西洋ホテル壱番館 宿泊業 所野
そば処　霧降庵 飲食業 所野
そば処　竹澤家 飲食業（手打ちそば） 所野
㈲高橋平版社 印刷業 所野
生そば　やまがたや 飲食業 所野
にこにこカイロプラクティック院  花石店 カイロプラクティック療術業 所野
日光パークロッジ 宿泊業 所野
日光ピレリー 自動車用品 所野
日光彫栞堂 日光彫製造販売 所野
ニュー霧降キャンプ場 キャンプ場･レストラン 所野
ペンション　トロールの森 ペンション 所野
ホテル　カジュアルユーロ ホテル 所野
ホテルユーロシティ ホテル 所野
ポンドテェイル 宿泊業（ペンション） 所野
山のレストラン レストラン 所野
る・みしぇる カフェ・レストラン 所野
㈱わかばやし 日用雑貨卸、厨房用具卸 所野
OnePlay-it（ワンプレイト） 陶芸体験、アウトドア体験ツアー 所野
サイクルショップかみやま 自転車販売･修理 宝殿
そば処　むつみ庵 手打ちそば屋 宝殿
㈲日光モータース 自動車整備 宝殿
㈱阿原正昭商店 セルフ日光七里SS ガソリンスタンド 七里
㈲晃麓わさび園 漬物（わさび漬）卸・小売 野口
㈲日光ホンダ 自動車販売、修理 野口
㈲ニッセン栃木 清掃業 野口
御土産 御食事 きしの 観光土産販売・飲食業 山内
カフェレストラン　ふじもと フランス懐石 山内
グリル＆ステーキ  妙月坊 レストラン 山内
さんない食堂 飲食店 山内
精進料理　堯心亭 料理店 山内
鈴家 飲食業 山内
西洋料理　明治の館 レストラン 山内
日光東観荘 旅館業 山内
ホテル清晃苑 旅館業 山内
本宮カフェ 飲食店（カフェ） 山内
㈱ホライズンリゾートパートナーズ 結婚式プロデュース 山内
お食事処　山楽 飲食業 安川町
小槌の宿　鶴亀大吉 旅館業 安川町
日光カステラ本舗　西参道店 飲食物産 安川町
日光煌座 劇団マネジメント、劇場運営 安川町
日光千姫物語 旅館業 安川町
日光ゆば遊膳 飲食業 安川町
林屋 飲食業 安川町
冨士屋観光センター 飲食業・みやげ品販売 安川町
ホテルいろは 旅館業 安川町
ホテル春茂登 旅館 安川町
本家やまびこ 飲食・物産 安川町
㈲吉原精肉店 食肉販売 安川町
ランカトルグカフェ カフェ 安川町
㈲綿半 菓子製造販売 安川町
アネックスタートルほとり庵 宿泊業 匠町
㈱稲葉商店 燃料販売 匠町
かんまんの茶屋 めん類・そば団子 匠町
タートル・イン・日光 宿泊業 匠町
日光そば処　たくみ庵 そば店 匠町
日光西町ギャラリー魅智舎 貸ギャラリー（レンタルスペース） 匠町
皆川建築 リフォーム 匠町
阿原燃料㈱ 石油製品販売業 本町
㈱石田屋 菓子製造・販売 本町
いちごの里カフェ　日光店 飲食業 本町
㈲割烹二葉 料理・仕出し 本町
カテッジイン・レストラン レストラン 本町
金谷ホテルベーカリー 侍屋敷店 パン・クッキー販売 本町
日光カステラ本舗　本店 物産店 本町
日光グリーンホテル懐かし家風和里 旅館 本町
日光田母沢御用邸記念公園 売店 御用邸内売店 本町

（令和４年６月２３日現在）
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カズミ電気設備商会 電気工事・家電販売 板橋
晃山の里 手打ちそば・うどん 板橋
juicy box お弁当、惣菜、焼菓子 板橋
セブンイレブン日光板橋店 コンビニエンスストア 板橋
滝田製畳店 畳製造 板橋
新村シート店 椅子・ソファの張り替え 板橋
かどや酒店 酒・お菓子・ジュースなど 手岡
安国屋 食堂 手岡
高村商店 酒類・食料品・燃料 岩崎
おしゃれショップかとう 総合衣料小売 文挾町
落合直売所 直売所（野菜･花卉･果物等） 文挾町
㈲佐々木設計企画 建築設計・リフォーム 文挾町
㈲三宝鮨 鮨店 小倉
㈱樋山昌一商店　本店 漬物・味噌製造販売 小倉
㈲アルボー タイヤ、ホイール、カー用品 小代
いなにわうどん稲庭屋 飲食店（レストラン） 小代
Café&Bar Baum カフェ・バー 小代
㈲小代行川庵そば組合 飲食店 小代
ジュエリーワークス巴ノ紋 貴金属製造・販売・教室 小代
㈲フラワークリーニング クリーニング 小代
㈱丸本イトウ ＬＰガス・灯油・酒・たばこ 小代
三たてそば長畑庵 手打ちそば 長畑
相川理容館 理容業 今市
赤羽写真館 写真業 今市
朝日屋 ラーメン店 今市
阿原燃料㈱七本桜店 ガソリンスタンド 今市
石岡電器産業㈲ 家電販売 今市
癒しのサロン　オアシス リラクゼーションサロン 今市
岩上酒店 酒販売業 今市
㈲魚登久 うなぎ料理 今市
auショップ今市 情報通信業 今市
㈲大出パン店 製パン小売 今市
おおぎやラーメン　日光店 ラーメン 今市
大西電器㈱ 家電製品 今市
大野屋洋品店 洋品小売業 今市
オールビジョン　今市コンタクト メガネ・コンタクトレンズ販売 今市
㈲オザキ メガネ・補聴器・時計・宝石 今市
御食事処　かつら 飲食店 今市
菓子処　本沢屋 菓子製造販売 今市
春日タイヤ商会 タイヤ修理・販売 今市
㈱カタヤマ 燃料・住宅機器小売業 今市
㈲カットシン 理・美容 今市
割烹寿司みとや 寿司・鰻・季節料理 今市
㈲加藤自動車整備工場 自動車修理・整備業 今市
金谷ホテルベーカリー  道の駅日光店 パン・菓子製造販売 今市
㈲金長 飲食業（オムライス他） 今市
㈱かねます商事（旧大橋油店） ガソリンスタンド 今市
カフェ＆ダイニングバー珈茶話 飲食業 今市
きくち洋服店 紳士服・制服・作業服 今市
きすげの郷  蕎粋庵（ニコニコ本陣内） そば店 今市
季節料理　和光 飲食 今市
㈱北の大地  日光店（ニコニコ本陣内） 生鮮食料品の販売 今市
㈲北山金物店 建築・家庭金物 今市
行政書士事務所  一燈 相続・遺言の相談と手続き 今市
くすりのホシ 医薬品・化粧品 今市
久保田屋製菓店 菓子製造販売 今市
幸楽 飲食業 今市
㈱五光 ニコニコ本陣商業棟 今市
㈱佐藤呉服店 衣類小売業 今市
佐藤武道具 武道具小売 今市
㈲三栄無線商会 家電販売 今市
㈲三興社印刷所 印刷業 今市
㈱三興社彫刻店 印章業 今市
中国料理　山泉楼 中国料理 今市
㈱芝崎 米・燃料 今市
㈲柴田荒物店 雑貨・事務用品小売業 今市
食酒空間　コスモス レストラン 今市
寝装わたや 寝具製造販売 今市
セブンイレブン今市中央店（ニコニコ本陣内） コンビニエンスストア 今市
セブンイレブン日光七本桜店 コンビニエンスストア 今市
綜合衣料ふくりん 衣料品小売 今市
創作酒場  日光  三六九 居酒屋 今市
染と織ひしや 呉服・小物 今市
大黒屋スポーツ スポーツ用品販売・体育施設工事 今市
㈲高田商店 燃料販売 今市
㈲髙野酒店　坂本屋本店 酒類販売 今市
㈲宝田酒店 酒類小売 今市
㈲田野辺商店 燃料販売 今市

◆ プレミアム付日光とくとく商品券 加盟店一覧 ◆
㈲茶そばの店薮定 飲食店 今市
つくし お好み焼･もんじゃ焼･鉄板焼 今市
テーラーシマダヤ 衣料品小売 今市
手づくり工房あむあむ 手づくり工房販売 今市
てぬぐい風呂敷「唐草」 和雑貨販売 今市
ドコモショップ日光店 情報通信業 今市
鳥秀商店 精肉・惣菜 今市
㈲鳥屋商店 茶・酒類・食料品小売 今市
とんかつ一彦 飲食業 今市
( 公社 ) 日光市シルバー人材センター 高齢者による各種作業請負 今市
日光みそのたまり漬  上澤梅太郎商店 たまり漬・味噌・醤油  製造小売 今市
㈱日昇堂 菓子製造 今市
二宮堂 和菓子製造販売 今市
㈲野口食品商会  こんにゃくののぐち屋 こんにゃく・ところ天・豆寒天製造販売 今市
㈲野中給油所 ガソリンスタンド 今市
㈲芳賀商店 燃料 今市
長谷川薬局 薬品・化粧品 今市
八海山　今市店 飲食店 今市
バックのフジ バック・インテリア小売 今市
㈱早川住宅設備 管工事 今市
㈱ひかり写真機店 写真・スタジオ撮影 今市
㈱ビッグワン TSUTAYA今市店 小売業 今市
㈱日野為商店 栃木県産味噌、醤油、たまり漬の素 今市
㈱樋山昌一商店　今市店 漬物・味噌製造販売 今市
FUJIYA sweets café Nikko 今市宿店 飲食店 今市
ホテル村上 ビジネスホテル 今市
ぽんぽこ亭 飲食業 今市
ますだ鍼灸院 鍼灸マッサージ業 今市
㈲松葉屋 豆腐・ゆば製造 今市
松本酒店 酒類小売業 今市
まつもと食堂 飲食店　そばうどん店 今市
まるご商店 飲食店 今市
㈱丸重　丸重バイパスＳＳ 燃料販売 今市
まんぷく亭 ラーメン・洋食 今市
みさき食堂 飲食店 今市
ミスタータイヤマン今市店 自動車用タイヤ・ホイル 今市
ムサシヤ レディースファッション 今市
焼鳥　とりよし 飲食業 今市
㈱ヤマグチ　ニュー今市給油所 ガソリンスタンド 今市
山城屋商店 金物販売 今市
吉見屋本店 時計・メガネ・宝石 今市
ラーメンパークふじや 飲食業 今市
和菓子の店　シオン 和菓子 今市
和光メガネ　今市本店 メガネ及び補聴器の小売販売 今市
ワタナベ食堂 飲食業 今市
㈱渡辺和哉商店 食料品 今市
㈱渡邊佐平商店 日本酒・焼酎製造 今市
渡辺精肉店 精肉・惣菜 今市
㈲飯野商店 燃料小売 平ケ崎
㈲カメダ室内装飾 インテリア 平ケ崎
㈱けっこう漬本舗  今市インター店 漬物・ゆば・手打ちそば 平ケ崎
㈱けっこう漬本舗　本店 漬物・ゆば・手打ちそば 平ケ崎
㈲小林建設 建設業・トリミング（犬専門） 平ケ崎
㈱東武クリーン（東武ツーリスト） お掃除サービス、旅行業 平ケ崎
㈲とんかつあづま 飲食業 平ケ崎
中村米穀店 米穀、灯油、そば粉、地粉小売 平ケ崎
平ヶ崎接骨院 インソール・サポーター・コルセット等 平ケ崎
ブライダルパレスあさの 法事・宴会・パーティー 平ケ崎
松岡畳店 畳製造 平ケ崎
㈲ユアサ 今市本店 乳製品販売 平ケ崎
レストラン　パロット ステーキ＆手造りハンバーグ 平ケ崎
ローレル 理容業 平ケ崎
㈲浅野屋商店 鮮魚・仕出し・食品一般 瀬川
安西たたみ店 畳製造販売 瀬川
㈲エネックスつるや 燃料販売 瀬川
㈱オオイデ 銃砲火薬・総合燃料・打上花火 瀬川
片山酒造㈱ 清酒製造業 瀬川
河内屋商店 食料品 瀬川
皇漢堂薬局 漢方薬 瀬川
だいやの森  旬菜館 (日光ブランド情報発信センター) 直売所 瀬川
田月堂 和洋菓子 瀬川
㈲手塚商事　手塚印刷 印刷 瀬川
㈲旭モータース 自動車整備・販売 瀬尾
セブンイレブン日光瀬尾店 コンビニエンスストア 瀬尾
㈱手塚商事 ガソリンスタンド 瀬尾
日光　八木澤ファーム 農業 瀬尾
飲み喰い処　楽天 居酒屋 瀬尾
パン工房　輝麦 パン 瀬尾
Useful ほしの（同） リフォーム・訪問理容 瀬尾
菓子処みかど 菓子製造販売 中央町

かみじょうカメラ 写真・撮影 中央町
㈲キクチ靴店 靴・バック小売業 中央町
㈲黒川燃料店 燃料販売 中央町
小嶋米穀店 米穀商 中央町
しもさか茶舗 日本茶販売 中央町
㈱高山商店 燃料等販売 中央町
日本料理  石和 牛串焼き・キンメ鯛 中央町
㈲花一 生花店 中央町
ファミリーマート日光中央町店 コンビニエンスストア 中央町
㈱ルンビニー楽社 楽器・楽譜販売 中央町
㈲渡辺正一郎商店 酒類販売 中央町
㈲魚伸 鮮魚販売 並木町
㈲国府田産業 建材・ストーブ販売 並木町
スクールＩＥ今市校 学習塾 並木町
㈲マスヤ 定食・宴会・仕出・法事 並木町
吉原塗装店 建築塗装業 並木町
㈲アダチデンキ 家電販売 今市本町
㈱大しま 飲食店 今市本町
セブンイレブン今市本町店 コンビニエンスストア 今市本町
つちや そば・うどん 今市本町
手打ラーメン蔵八 ラーメン 今市本町
とんかつ　やじろべい 飲食業 今市本町
日光時計店 時計・メガネ・貴金属小売 今市本町
バン・マリー 洋食（ランチ）・ケーキ 今市本町
㈲ひさや DyDo飲料、グリコ乳製品販売 今市本町
㈲フジヤ 文具・雑貨・介護用品 今市本町
メガネのルックス メガネ、時計 今市本町
焼肉　大昌園 焼肉店 今市本町
大和屋　今市店 食料品小売業 今市本町
レストラン寿楽 レストラン　ステーキ 今市本町
レディースブティックナカモト 婦人服販売 今市本町
琥侍 ラーメン 吉沢
創作居酒屋  蓮 居酒屋（9月店舗移転予定） 吉沢
山川いちご園 いちごの販売 吉沢
㈱金谷ホテルベーカリー（今市工場売店） パン・クッキー製造・卸 土沢
㈱グルメミートワールド 食肉販売 土沢
近藤印刷㈲ 印刷業 土沢
セブンイレブン日光土沢北店 コンビニエンスストア 土沢
セブン・イレブン日光土沢店 コンビニエンスストア 土沢
畳屋  職人気質 畳屋 土沢
choccoco　～山久～ 和洋菓子製造販売 土沢
とちぎコープ日光センター 生活用品全般 土沢
農家の店ヤマシチ 小売業 土沢
ノエビア化粧品　日光南 化粧品販売 土沢
福田酒店 酒類小売業 土沢
㈲フクダ自動車板金商会 自動車整備・修理 土沢
村上米穀店　蛸屋　大沢駅前店 小売業 土沢
㈲モトボックスむらまつ 二輪車販売 土沢
龍京苑 中国料理 土沢
ホテルファミテック ホテル 室瀬
㈱近代環境整備社 不用品回収・浄化槽管理清掃 大室
㈱秋桜 布団の熱消毒乾燥と抗菌コート 大室
㈲ショップ　コスモ石油大室SS ガソリンスタンド 大室
草允　わらび野 そば・甘味処 大室
はなちゃん福祉タクシー 福祉タクシー 大室
そば処  水無湧水庵 手打そば 水無
市毛自動車整備工場 車検、一般整備、部品、オイルなど 森友
お食事処  昔ばなし 飲食店 森友
オステリア  バッカナーレ イタリアンレストラン 森友
㈱けっこう漬本舗　森友バイパス店 漬物・ゆば・手打ちそば 森友
コマバ電器 家電販売業 森友
古民家酒房　菜音 飲食業 森友
㈱成文社 印刷業 森友
㈱ダイエー 観光土産品製造卸 森友
㈱日光食品 ゆば製造業 森友
沼野理容室 理容業 森友
メナードフェイシャルサロン  ルミエール フェイシャルサロン 森友
森友農産物直売所スマイル館 直売所 森友
菓子舗わだ 和菓子製造販売 荊沢
さかぐら 飲食店 荊沢
チャぐら ラーメン 荊沢
美容室QUEST 美容業 荊沢
㈲福栄自動車 自動車販売整備業 荊沢
㈲オートサービス安西 自動車販売整備業 大沢町
割烹ふるさと 飲食業 大沢町
㈲寿司割烹　美沢 飲食 大沢町
タカセキカク  ホッケーショップ ホッケー用品販売 大沢町
高瀬輪店 二輪車販売・修理 大沢町
手打そばみつぎ 手打そば 大沢町
㈲町田屋商店 ガソリンスタンド 大沢町
山野井精肉店 精肉店 大沢町

小堀硝子 ガラス・サッシ工事店 山口
土田クリーニング クリーニング 山口
手打ちそば玄五郎 手打ちそば 猪倉
日光ゆば製造㈱ ゆば製造販売 猪倉
渡辺菓子店 菓子製造販売 猪倉
癒しの気功空の精 気功整体 木和田島
入船寿し 飲食店 木和田島
インテリア  アトリエ  ゆう インテリア商品（内装業） 木和田島
御食事処　おがわ 飲食店 木和田島
㈲神林商店 ガソリンスタンド 木和田島
㈲協栄技研 ゴミ収集・建物清掃 木和田島
くいしん房  菜もん 洋食・レストラン 木和田島
五光不動産㈱ 不動産業 木和田島
セブンイレブン  今市木和田島店 コンビニエンスストア 木和田島
創作惣菜うたはる 弁当・惣菜・飲食 木和田島
ドッグサロンチコ 犬美容（トリミングサロン） 木和田島
Nikko Brewing カフェ・ビール販売 木和田島
㈲日本料理ひらの 日本料理店 木和田島
パナトピアカミヤマ（カミヤマデンキ） 家電製品販売業 木和田島
ふた里 飲食 木和田島
べんとう屋  ごち 持ち帰り弁当 木和田島
山越酒店（木和田島） 酒屋 木和田島
㈲ユアサ 大沢店 乳製品販売 木和田島
阿久津呉服店 洋品・呉服・学生服 塩野室町
小野糀店 味噌・甘酒・糀 塩野室町
古山下商店 食料品店 塩野室町
杉ノ郷カントリークラブ ゴルフ場 塩野室町
福鮨 寿司店 塩野室町
いしかわ家電 電気器具販売 川室
㈱十一屋祭典 葬祭業 川室
㈲タネオカ技巧 新車・中古車販売、車検鈑金修理 川室
福田印刷 印刷業 轟
今市自動車教習所 自動車教習所 芹沼
カレーハウスCoCo壱番屋 今市センショープラザ店 飲食業 芹沼
スポーツショップ　いとう スポーツショップ 芹沼
そば処 一歩庵 飲食店 芹沼
nicocha 庵 お好み焼き・もんじゃ焼き 芹沼
㈲まつたか ゆば製造販売・飲食 芹沼
丸彦製菓㈱ 米菓製造業 芹沼
角丸味噌醸造店 日光田舎みそ製造販売・種類小売 大桑町
㈲金子ストアー 酒類販売業 倉ケ崎
㈱男体自動車 自動車販売・修理 倉ケ崎
ホリイ新聞店 新聞販売 倉ヶ崎
㈲君島モータース 自動車修理販売業 倉ケ崎新田
㈲ダスキン今市 清掃･衛生用品のレンタルと販売 倉ケ崎新田
㈱日光自動車学校 教習所 倉ケ崎新田
㈲湯沢タイヤ商会 タイヤ、ホイール販売修理 倉ケ崎新田
㈲内田屋寝装店 寝装品、インテリア品 豊田
紳士服コナカ今市店 紳士服・婦人服販売 豊田
セブンイレブン　今市豊田店 コンビニエンスストア 豊田
㈱ヤマグチ　豊田今市給油所 ガソリンスタンド 豊田
太喜建設㈱ 建設業 栗原
㈱樋山昌一商店　鬼怒川店 漬物・味噌製造販売 栗原

星野商事㈱ 小売 東小来川
麻屋亀田本店 飲食・小売 上鉢石町
金谷ホテルベーカリー神橋店 パン販売 上鉢石町
雲 IZU 日光店 和スイーツ 上鉢石町
澤本 うなぎ 上鉢石町
ステーキハウス　みはし ステーキハウス 上鉢石町
TENTO chocolate 日光店 菓子製造販売 上鉢石町
和み茶屋 飲食業・懐石料理 上鉢石町
日光金谷ホテル ホテル 上鉢石町
日光たると舎 タルト・ソフトクリーム 上鉢石町
NIKKO・NASUのラスク屋さん 菓子販売 上鉢石町
日光　星の宿 旅館・レストラン 上鉢石町
日光湯波巻　全 創作和食 上鉢石町
㈾吉田屋酒店 酒類販売 上鉢石町
㈲荒川時計店 時計､メガネ、宝石､補聴器 中鉢石町
うたかた ミセス服・和雑貨販売 中鉢石町
江戸っ子 そば・うどん 中鉢石町
キタヤマ模型 模型小売 中鉢石町
㈱鬼平の羊羹本舗 菓子製造販売 中鉢石町
島田時計店 めがね、宝石、時計、補聴器 中鉢石町
日光  宮前だんご 飲食業 中鉢石町
三ツ山羊羹本舗 菓子製造・販売 中鉢石町
𠮷田屋羊羹本舗 菓子製造業 中鉢石町
恵比寿家 飲食店 下鉢石町
お食事処　栞 和食・居酒屋 下鉢石町
落合商店 漬物製造販売 下鉢石町

元祖ゆば寿司　寿司秀 飲食業 下鉢石町
御膳湯波　海老屋長造 日光ゆば製造販売 下鉢石町
さん・フィールド ゆば料理 下鉢石町
シャレルタカナシ 婦人服、婦人洋品 下鉢石町
ジルエット 飲食店 下鉢石町
綜合衣料 ㈲鈴木呉服店 衣料品、学生衣料、寝装･寝具販売 下鉢石町
そば処 弦庵 そば店 下鉢石町
日光湯波ふじや 湯波製造販売 下鉢石町
㈱浜亀 仕出し、生鮮食料品 下鉢石町
パリー美容室 美容業 下鉢石町
㈲山中商店 精肉・惣菜 下鉢石町
㈲与多呂 飲食業 下鉢石町
湯沢屋 菓子製造小売 下鉢石町
味の店 二幸 飲食業（食堂） 御幸
菓匠 おしやま 和菓子製造業 御幸町
cafe karin cafe 御幸町
㈲米屋商店 燃料小売・雑貨販売 御幸町
さかえ化粧品店 化粧品販売 御幸町
食堂すゞき 飲食店 御幸町
千両茶屋 かき氷・焼き芋 御幸町
㈲たぐち花店 生花、葬祭一般 御幸町
近嵐商事㈲ 燃料販売 御幸町
㈱つづれ屋 呉服販売業 御幸町
日光けんちん汁　古はし けんちん汁・定食 御幸町
NIKKO  YOTARO 飲食業 御幸町
日光ラスクCAFE 菓子製造販売・飲食店 御幸町
㈱ホリイ新聞店 新聞販売 御幸町
㈲みゆき依田書店 文具･書籍販売 御幸町
Mobile Cafe NIKKO 珈琲CoCom カフェ 御幸町
焼きそば専門店  焼麺  晃のや 焼きそば専門店 御幸町
大貫花店 生花小売業 石屋町
cafe&gallery 仁右衛門 カフェ、陶磁器･和小物の販売 石屋町
三英自動車㈱ タクシー・貸切バス 石屋町
㈲高橋金物店 鉄骨･セメント･家庭金物 石屋町
たじまや ホワイト急便石屋町店 クリーニング業 石屋町
つけもの樋山  日光店 漬物販売 石屋町
日光ぷりん亭 ぷりん･焼菓子･ソフトクリーム 石屋町
㈲日光彫てづか工芸 日光彫･木工品製造販売 石屋町
のみくい処  あき 飲食店 石屋町
フォトスタジオ久良多 写真業 石屋町
ゆば亭ますだや 飲食店 石屋町
レストラン日光えんや 飲食業 石屋町
揚げゆばまんじゅう本舗 菓子製造業 松原町
旭屋本店 飲食物産業 松原町
五十嵐漆器店 日光彫製造販売 松原町
ウッドモック 木製品 松原町
内海古美術店 骨董 松原町
㈱ウルシバラエネルギー 石油製品販売 松原町
カフェ 明治の館 カフェ 松原町
かまや～カフェ・デュ・レヴァベール～ カフェ・レストラン 松原町
㈲神山印刷所 印刷業 松原町
餃子のうめちゃん 飲食業 松原町
きよ美容室 美容室 松原町
CoFFee BReaK 樹仁亜 飲食業 松原町
さち美容室 美容室 松原町
㈲中央交通 タクシー業 松原町
てんとう虫 飲食業 松原町
㈱永井園 茶・海苔 松原町
㈲中津印刷所 印刷 松原町
日光カステラ本舗　駅前店 物産店 松原町
日光ステーションホテルⅡ番館 ホテル 松原町
日光パークロッジ駅前 宿泊業 松原町
パームス オリジナルグッズ販売・製造 松原町
㈲日野屋酒店 酒類販売業 松原町
㈲ほていや旅館 旅館 松原町
ホテルファミテック日光駅前 ホテル 松原町
土産処とうこう・食事処あずま 小売業・飲食業 松原町
㈲村上豊八商店 日光彫製造・販売 松原町
やまもと 日用品 松原町
湯波こまち 飲食 松原町
米吉商店　晃寿司 寿司、和食 松原町
㈲篠原電機店 家電販売 稲荷町
㈲高緑商店 燃料販売 稲荷町
㈲長島洋品店 洋品小売業 稲荷町
中村屋酒店 酒類販売業 稲荷町
㈲早見商店 燃料 稲荷町
ふらわーしょっぷ  まんせい 生花小売 稲荷町
みるきーはうす 飲食店 稲荷町
レストランまこ 飲食 (洋食） 稲荷町
KSエネルギー㈲ ガソリンスタンド 東和町
PUB&CAFÉヨロズヤ 飲食・広告・Web・印刷 東和町

仙波商店・モンテ日光 パン製造小売・喫茶 相生町
大和交通㈱ タクシー事業 相生町
日光交通 旅客運送業 相生町
日光ステーションホテルクラシック ホテル 相生町
沼田屋寿司店 飲食・寿司店 相生町
梅屋敷旅館 旅館 荻垣面
ホテル高照 旅館 荻垣面
沖印刷 印刷業 日光
サッポロラーメンあかしや 飲食業 所野
阿原燃料㈱　所野給油所 ガソリンスタンド 所野
大江戸温泉物語　日光霧降 ホテル 所野
菓子工房Garcon 菓子製造販売 所野
グラススタジオ　ポンテ ガラス工芸・体験・販売 所野
ザ・ページェント 旅館業 所野
Share Resort あにまる御殿 宿泊業（ペットペンション） 所野
西洋ホテル壱番館 宿泊業 所野
そば処　霧降庵 飲食業 所野
そば処　竹澤家 飲食業（手打ちそば） 所野
㈲高橋平版社 印刷業 所野
生そば　やまがたや 飲食業 所野
にこにこカイロプラクティック院  花石店 カイロプラクティック療術業 所野
日光パークロッジ 宿泊業 所野
日光ピレリー 自動車用品 所野
日光彫栞堂 日光彫製造販売 所野
ニュー霧降キャンプ場 キャンプ場･レストラン 所野
ペンション　トロールの森 ペンション 所野
ホテル　カジュアルユーロ ホテル 所野
ホテルユーロシティ ホテル 所野
ポンドテェイル 宿泊業（ペンション） 所野
山のレストラン レストラン 所野
る・みしぇる カフェ・レストラン 所野
㈱わかばやし 日用雑貨卸、厨房用具卸 所野
OnePlay-it（ワンプレイト） 陶芸体験、アウトドア体験ツアー 所野
サイクルショップかみやま 自転車販売･修理 宝殿
そば処　むつみ庵 手打ちそば屋 宝殿
㈲日光モータース 自動車整備 宝殿
㈱阿原正昭商店 セルフ日光七里SS ガソリンスタンド 七里
㈲晃麓わさび園 漬物（わさび漬）卸・小売 野口
㈲日光ホンダ 自動車販売、修理 野口
㈲ニッセン栃木 清掃業 野口
御土産 御食事 きしの 観光土産販売・飲食業 山内
カフェレストラン　ふじもと フランス懐石 山内
グリル＆ステーキ  妙月坊 レストラン 山内
さんない食堂 飲食店 山内
精進料理　堯心亭 料理店 山内
鈴家 飲食業 山内
西洋料理　明治の館 レストラン 山内
日光東観荘 旅館業 山内
ホテル清晃苑 旅館業 山内
本宮カフェ 飲食店（カフェ） 山内
㈱ホライズンリゾートパートナーズ 結婚式プロデュース 山内
お食事処　山楽 飲食業 安川町
小槌の宿　鶴亀大吉 旅館業 安川町
日光カステラ本舗　西参道店 飲食物産 安川町
日光煌座 劇団マネジメント、劇場運営 安川町
日光千姫物語 旅館業 安川町
日光ゆば遊膳 飲食業 安川町
林屋 飲食業 安川町
冨士屋観光センター 飲食業・みやげ品販売 安川町
ホテルいろは 旅館業 安川町
ホテル春茂登 旅館 安川町
本家やまびこ 飲食・物産 安川町
㈲吉原精肉店 食肉販売 安川町
ランカトルグカフェ カフェ 安川町
㈲綿半 菓子製造販売 安川町
アネックスタートルほとり庵 宿泊業 匠町
㈱稲葉商店 燃料販売 匠町
かんまんの茶屋 めん類・そば団子 匠町
タートル・イン・日光 宿泊業 匠町
日光そば処　たくみ庵 そば店 匠町
日光西町ギャラリー魅智舎 貸ギャラリー（レンタルスペース） 匠町
皆川建築 リフォーム 匠町
阿原燃料㈱ 石油製品販売業 本町
㈱石田屋 菓子製造・販売 本町
いちごの里カフェ　日光店 飲食業 本町
㈲割烹二葉 料理・仕出し 本町
カテッジイン・レストラン レストラン 本町
金谷ホテルベーカリー 侍屋敷店 パン・クッキー販売 本町
日光カステラ本舗　本店 物産店 本町
日光グリーンホテル懐かし家風和里 旅館 本町
日光田母沢御用邸記念公園 売店 御用邸内売店 本町

（令和４年６月２３日現在）
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カズミ電気設備商会 電気工事・家電販売 板橋
晃山の里 手打ちそば・うどん 板橋
juicy box お弁当、惣菜、焼菓子 板橋
セブンイレブン日光板橋店 コンビニエンスストア 板橋
滝田製畳店 畳製造 板橋
新村シート店 椅子・ソファの張り替え 板橋
かどや酒店 酒・お菓子・ジュースなど 手岡
安国屋 食堂 手岡
高村商店 酒類・食料品・燃料 岩崎
おしゃれショップかとう 総合衣料小売 文挾町
落合直売所 直売所（野菜･花卉･果物等） 文挾町
㈲佐々木設計企画 建築設計・リフォーム 文挾町
㈲三宝鮨 鮨店 小倉
㈱樋山昌一商店　本店 漬物・味噌製造販売 小倉
㈲アルボー タイヤ、ホイール、カー用品 小代
いなにわうどん稲庭屋 飲食店（レストラン） 小代
Café&Bar Baum カフェ・バー 小代
㈲小代行川庵そば組合 飲食店 小代
ジュエリーワークス巴ノ紋 貴金属製造・販売・教室 小代
㈲フラワークリーニング クリーニング 小代
㈱丸本イトウ ＬＰガス・灯油・酒・たばこ 小代
三たてそば長畑庵 手打ちそば 長畑
相川理容館 理容業 今市
赤羽写真館 写真業 今市
朝日屋 ラーメン店 今市
阿原燃料㈱七本桜店 ガソリンスタンド 今市
石岡電器産業㈲ 家電販売 今市
癒しのサロン　オアシス リラクゼーションサロン 今市
岩上酒店 酒販売業 今市
㈲魚登久 うなぎ料理 今市
auショップ今市 情報通信業 今市
㈲大出パン店 製パン小売 今市
おおぎやラーメン　日光店 ラーメン 今市
大西電器㈱ 家電製品 今市
大野屋洋品店 洋品小売業 今市
オールビジョン　今市コンタクト メガネ・コンタクトレンズ販売 今市
㈲オザキ メガネ・補聴器・時計・宝石 今市
御食事処　かつら 飲食店 今市
菓子処　本沢屋 菓子製造販売 今市
春日タイヤ商会 タイヤ修理・販売 今市
㈱カタヤマ 燃料・住宅機器小売業 今市
㈲カットシン 理・美容 今市
割烹寿司みとや 寿司・鰻・季節料理 今市
㈲加藤自動車整備工場 自動車修理・整備業 今市
金谷ホテルベーカリー  道の駅日光店 パン・菓子製造販売 今市
㈲金長 飲食業（オムライス他） 今市
㈱かねます商事（旧大橋油店） ガソリンスタンド 今市
カフェ＆ダイニングバー珈茶話 飲食業 今市
きくち洋服店 紳士服・制服・作業服 今市
きすげの郷  蕎粋庵（ニコニコ本陣内） そば店 今市
季節料理　和光 飲食 今市
㈱北の大地  日光店（ニコニコ本陣内） 生鮮食料品の販売 今市
㈲北山金物店 建築・家庭金物 今市
行政書士事務所  一燈 相続・遺言の相談と手続き 今市
くすりのホシ 医薬品・化粧品 今市
久保田屋製菓店 菓子製造販売 今市
幸楽 飲食業 今市
㈱五光 ニコニコ本陣商業棟 今市
㈱佐藤呉服店 衣類小売業 今市
佐藤武道具 武道具小売 今市
㈲三栄無線商会 家電販売 今市
㈲三興社印刷所 印刷業 今市
㈱三興社彫刻店 印章業 今市
中国料理　山泉楼 中国料理 今市
㈱芝崎 米・燃料 今市
㈲柴田荒物店 雑貨・事務用品小売業 今市
食酒空間　コスモス レストラン 今市
寝装わたや 寝具製造販売 今市
セブンイレブン今市中央店（ニコニコ本陣内） コンビニエンスストア 今市
セブンイレブン日光七本桜店 コンビニエンスストア 今市
綜合衣料ふくりん 衣料品小売 今市
創作酒場  日光  三六九 居酒屋 今市
染と織ひしや 呉服・小物 今市
大黒屋スポーツ スポーツ用品販売・体育施設工事 今市
㈲高田商店 燃料販売 今市
㈲髙野酒店　坂本屋本店 酒類販売 今市
㈲宝田酒店 酒類小売 今市
㈲田野辺商店 燃料販売 今市

◆ プレミアム付日光とくとく商品券 加盟店一覧 ◆
㈲茶そばの店薮定 飲食店 今市
つくし お好み焼･もんじゃ焼･鉄板焼 今市
テーラーシマダヤ 衣料品小売 今市
手づくり工房あむあむ 手づくり工房販売 今市
てぬぐい風呂敷「唐草」 和雑貨販売 今市
ドコモショップ日光店 情報通信業 今市
鳥秀商店 精肉・惣菜 今市
㈲鳥屋商店 茶・酒類・食料品小売 今市
とんかつ一彦 飲食業 今市
( 公社 ) 日光市シルバー人材センター 高齢者による各種作業請負 今市
日光みそのたまり漬  上澤梅太郎商店 たまり漬・味噌・醤油  製造小売 今市
㈱日昇堂 菓子製造 今市
二宮堂 和菓子製造販売 今市
㈲野口食品商会  こんにゃくののぐち屋 こんにゃく・ところ天・豆寒天製造販売 今市
㈲野中給油所 ガソリンスタンド 今市
㈲芳賀商店 燃料 今市
長谷川薬局 薬品・化粧品 今市
八海山　今市店 飲食店 今市
バックのフジ バック・インテリア小売 今市
㈱早川住宅設備 管工事 今市
㈱ひかり写真機店 写真・スタジオ撮影 今市
㈱ビッグワン TSUTAYA今市店 小売業 今市
㈱日野為商店 栃木県産味噌、醤油、たまり漬の素 今市
㈱樋山昌一商店　今市店 漬物・味噌製造販売 今市
FUJIYA sweets café Nikko 今市宿店 飲食店 今市
ホテル村上 ビジネスホテル 今市
ぽんぽこ亭 飲食業 今市
ますだ鍼灸院 鍼灸マッサージ業 今市
㈲松葉屋 豆腐・ゆば製造 今市
松本酒店 酒類小売業 今市
まつもと食堂 飲食店　そばうどん店 今市
まるご商店 飲食店 今市
㈱丸重　丸重バイパスＳＳ 燃料販売 今市
まんぷく亭 ラーメン・洋食 今市
みさき食堂 飲食店 今市
ミスタータイヤマン今市店 自動車用タイヤ・ホイル 今市
ムサシヤ レディースファッション 今市
焼鳥　とりよし 飲食業 今市
㈱ヤマグチ　ニュー今市給油所 ガソリンスタンド 今市
山城屋商店 金物販売 今市
吉見屋本店 時計・メガネ・宝石 今市
ラーメンパークふじや 飲食業 今市
和菓子の店　シオン 和菓子 今市
和光メガネ　今市本店 メガネ及び補聴器の小売販売 今市
ワタナベ食堂 飲食業 今市
㈱渡辺和哉商店 食料品 今市
㈱渡邊佐平商店 日本酒・焼酎製造 今市
渡辺精肉店 精肉・惣菜 今市
㈲飯野商店 燃料小売 平ケ崎
㈲カメダ室内装飾 インテリア 平ケ崎
㈱けっこう漬本舗  今市インター店 漬物・ゆば・手打ちそば 平ケ崎
㈱けっこう漬本舗　本店 漬物・ゆば・手打ちそば 平ケ崎
㈲小林建設 建設業・トリミング（犬専門） 平ケ崎
㈱東武クリーン（東武ツーリスト） お掃除サービス、旅行業 平ケ崎
㈲とんかつあづま 飲食業 平ケ崎
中村米穀店 米穀、灯油、そば粉、地粉小売 平ケ崎
平ヶ崎接骨院 インソール・サポーター・コルセット等 平ケ崎
ブライダルパレスあさの 法事・宴会・パーティー 平ケ崎
松岡畳店 畳製造 平ケ崎
㈲ユアサ 今市本店 乳製品販売 平ケ崎
レストラン　パロット ステーキ＆手造りハンバーグ 平ケ崎
ローレル 理容業 平ケ崎
㈲浅野屋商店 鮮魚・仕出し・食品一般 瀬川
安西たたみ店 畳製造販売 瀬川
㈲エネックスつるや 燃料販売 瀬川
㈱オオイデ 銃砲火薬・総合燃料・打上花火 瀬川
片山酒造㈱ 清酒製造業 瀬川
河内屋商店 食料品 瀬川
皇漢堂薬局 漢方薬 瀬川
だいやの森  旬菜館 (日光ブランド情報発信センター) 直売所 瀬川
田月堂 和洋菓子 瀬川
㈲手塚商事　手塚印刷 印刷 瀬川
㈲旭モータース 自動車整備・販売 瀬尾
セブンイレブン日光瀬尾店 コンビニエンスストア 瀬尾
㈱手塚商事 ガソリンスタンド 瀬尾
日光　八木澤ファーム 農業 瀬尾
飲み喰い処　楽天 居酒屋 瀬尾
パン工房　輝麦 パン 瀬尾
Useful ほしの（同） リフォーム・訪問理容 瀬尾
菓子処みかど 菓子製造販売 中央町

かみじょうカメラ 写真・撮影 中央町
㈲キクチ靴店 靴・バック小売業 中央町
㈲黒川燃料店 燃料販売 中央町
小嶋米穀店 米穀商 中央町
しもさか茶舗 日本茶販売 中央町
㈱高山商店 燃料等販売 中央町
日本料理  石和 牛串焼き・キンメ鯛 中央町
㈲花一 生花店 中央町
ファミリーマート日光中央町店 コンビニエンスストア 中央町
㈱ルンビニー楽社 楽器・楽譜販売 中央町
㈲渡辺正一郎商店 酒類販売 中央町
㈲魚伸 鮮魚販売 並木町
㈲国府田産業 建材・ストーブ販売 並木町
スクールＩＥ今市校 学習塾 並木町
㈲マスヤ 定食・宴会・仕出・法事 並木町
吉原塗装店 建築塗装業 並木町
㈲アダチデンキ 家電販売 今市本町
㈱大しま 飲食店 今市本町
セブンイレブン今市本町店 コンビニエンスストア 今市本町
つちや そば・うどん 今市本町
手打ラーメン蔵八 ラーメン 今市本町
とんかつ　やじろべい 飲食業 今市本町
日光時計店 時計・メガネ・貴金属小売 今市本町
バン・マリー 洋食（ランチ）・ケーキ 今市本町
㈲ひさや DyDo飲料、グリコ乳製品販売 今市本町
㈲フジヤ 文具・雑貨・介護用品 今市本町
メガネのルックス メガネ、時計 今市本町
焼肉　大昌園 焼肉店 今市本町
大和屋　今市店 食料品小売業 今市本町
レストラン寿楽 レストラン　ステーキ 今市本町
レディースブティックナカモト 婦人服販売 今市本町
琥侍 ラーメン 吉沢
創作居酒屋  蓮 居酒屋（9月店舗移転予定） 吉沢
山川いちご園 いちごの販売 吉沢
㈱金谷ホテルベーカリー（今市工場売店） パン・クッキー製造・卸 土沢
㈱グルメミートワールド 食肉販売 土沢
近藤印刷㈲ 印刷業 土沢
セブンイレブン日光土沢北店 コンビニエンスストア 土沢
セブン・イレブン日光土沢店 コンビニエンスストア 土沢
畳屋  職人気質 畳屋 土沢
choccoco　～山久～ 和洋菓子製造販売 土沢
とちぎコープ日光センター 生活用品全般 土沢
農家の店ヤマシチ 小売業 土沢
ノエビア化粧品　日光南 化粧品販売 土沢
福田酒店 酒類小売業 土沢
㈲フクダ自動車板金商会 自動車整備・修理 土沢
村上米穀店　蛸屋　大沢駅前店 小売業 土沢
㈲モトボックスむらまつ 二輪車販売 土沢
龍京苑 中国料理 土沢
ホテルファミテック ホテル 室瀬
㈱近代環境整備社 不用品回収・浄化槽管理清掃 大室
㈱秋桜 布団の熱消毒乾燥と抗菌コート 大室
㈲ショップ　コスモ石油大室SS ガソリンスタンド 大室
草允　わらび野 そば・甘味処 大室
はなちゃん福祉タクシー 福祉タクシー 大室
そば処  水無湧水庵 手打そば 水無
市毛自動車整備工場 車検、一般整備、部品、オイルなど 森友
お食事処  昔ばなし 飲食店 森友
オステリア  バッカナーレ イタリアンレストラン 森友
㈱けっこう漬本舗　森友バイパス店 漬物・ゆば・手打ちそば 森友
コマバ電器 家電販売業 森友
古民家酒房　菜音 飲食業 森友
㈱成文社 印刷業 森友
㈱ダイエー 観光土産品製造卸 森友
㈱日光食品 ゆば製造業 森友
沼野理容室 理容業 森友
メナードフェイシャルサロン  ルミエール フェイシャルサロン 森友
森友農産物直売所スマイル館 直売所 森友
菓子舗わだ 和菓子製造販売 荊沢
さかぐら 飲食店 荊沢
チャぐら ラーメン 荊沢
美容室QUEST 美容業 荊沢
㈲福栄自動車 自動車販売整備業 荊沢
㈲オートサービス安西 自動車販売整備業 大沢町
割烹ふるさと 飲食業 大沢町
㈲寿司割烹　美沢 飲食 大沢町
タカセキカク  ホッケーショップ ホッケー用品販売 大沢町
高瀬輪店 二輪車販売・修理 大沢町
手打そばみつぎ 手打そば 大沢町
㈲町田屋商店 ガソリンスタンド 大沢町
山野井精肉店 精肉店 大沢町

小堀硝子 ガラス・サッシ工事店 山口
土田クリーニング クリーニング 山口
手打ちそば玄五郎 手打ちそば 猪倉
日光ゆば製造㈱ ゆば製造販売 猪倉
渡辺菓子店 菓子製造販売 猪倉
癒しの気功空の精 気功整体 木和田島
入船寿し 飲食店 木和田島
インテリア  アトリエ  ゆう インテリア商品（内装業） 木和田島
御食事処　おがわ 飲食店 木和田島
㈲神林商店 ガソリンスタンド 木和田島
㈲協栄技研 ゴミ収集・建物清掃 木和田島
くいしん房  菜もん 洋食・レストラン 木和田島
五光不動産㈱ 不動産業 木和田島
セブンイレブン  今市木和田島店 コンビニエンスストア 木和田島
創作惣菜うたはる 弁当・惣菜・飲食 木和田島
ドッグサロンチコ 犬美容（トリミングサロン） 木和田島
Nikko Brewing カフェ・ビール販売 木和田島
㈲日本料理ひらの 日本料理店 木和田島
パナトピアカミヤマ（カミヤマデンキ） 家電製品販売業 木和田島
ふた里 飲食 木和田島
べんとう屋  ごち 持ち帰り弁当 木和田島
山越酒店（木和田島） 酒屋 木和田島
㈲ユアサ 大沢店 乳製品販売 木和田島
阿久津呉服店 洋品・呉服・学生服 塩野室町
小野糀店 味噌・甘酒・糀 塩野室町
古山下商店 食料品店 塩野室町
杉ノ郷カントリークラブ ゴルフ場 塩野室町
福鮨 寿司店 塩野室町
いしかわ家電 電気器具販売 川室
㈱十一屋祭典 葬祭業 川室
㈲タネオカ技巧 新車・中古車販売、車検鈑金修理 川室
福田印刷 印刷業 轟
今市自動車教習所 自動車教習所 芹沼
カレーハウスCoCo壱番屋 今市センショープラザ店 飲食業 芹沼
スポーツショップ　いとう スポーツショップ 芹沼
そば処 一歩庵 飲食店 芹沼
nicocha 庵 お好み焼き・もんじゃ焼き 芹沼
㈲まつたか ゆば製造販売・飲食 芹沼
丸彦製菓㈱ 米菓製造業 芹沼
角丸味噌醸造店 日光田舎みそ製造販売・種類小売 大桑町
㈲金子ストアー 酒類販売業 倉ケ崎
㈱男体自動車 自動車販売・修理 倉ケ崎
ホリイ新聞店 新聞販売 倉ヶ崎
㈲君島モータース 自動車修理販売業 倉ケ崎新田
㈲ダスキン今市 清掃･衛生用品のレンタルと販売 倉ケ崎新田
㈱日光自動車学校 教習所 倉ケ崎新田
㈲湯沢タイヤ商会 タイヤ、ホイール販売修理 倉ケ崎新田
㈲内田屋寝装店 寝装品、インテリア品 豊田
紳士服コナカ今市店 紳士服・婦人服販売 豊田
セブンイレブン　今市豊田店 コンビニエンスストア 豊田
㈱ヤマグチ　豊田今市給油所 ガソリンスタンド 豊田
太喜建設㈱ 建設業 栗原
㈱樋山昌一商店　鬼怒川店 漬物・味噌製造販売 栗原

星野商事㈱ 小売 東小来川
麻屋亀田本店 飲食・小売 上鉢石町
金谷ホテルベーカリー神橋店 パン販売 上鉢石町
雲 IZU 日光店 和スイーツ 上鉢石町
澤本 うなぎ 上鉢石町
ステーキハウス　みはし ステーキハウス 上鉢石町
TENTO chocolate 日光店 菓子製造販売 上鉢石町
和み茶屋 飲食業・懐石料理 上鉢石町
日光金谷ホテル ホテル 上鉢石町
日光たると舎 タルト・ソフトクリーム 上鉢石町
NIKKO・NASUのラスク屋さん 菓子販売 上鉢石町
日光　星の宿 旅館・レストラン 上鉢石町
日光湯波巻　全 創作和食 上鉢石町
㈾吉田屋酒店 酒類販売 上鉢石町
㈲荒川時計店 時計､メガネ、宝石､補聴器 中鉢石町
うたかた ミセス服・和雑貨販売 中鉢石町
江戸っ子 そば・うどん 中鉢石町
キタヤマ模型 模型小売 中鉢石町
㈱鬼平の羊羹本舗 菓子製造販売 中鉢石町
島田時計店 めがね、宝石、時計、補聴器 中鉢石町
日光  宮前だんご 飲食業 中鉢石町
三ツ山羊羹本舗 菓子製造・販売 中鉢石町
𠮷田屋羊羹本舗 菓子製造業 中鉢石町
恵比寿家 飲食店 下鉢石町
お食事処　栞 和食・居酒屋 下鉢石町
落合商店 漬物製造販売 下鉢石町

元祖ゆば寿司　寿司秀 飲食業 下鉢石町
御膳湯波　海老屋長造 日光ゆば製造販売 下鉢石町
さん・フィールド ゆば料理 下鉢石町
シャレルタカナシ 婦人服、婦人洋品 下鉢石町
ジルエット 飲食店 下鉢石町
綜合衣料 ㈲鈴木呉服店 衣料品、学生衣料、寝装･寝具販売 下鉢石町
そば処 弦庵 そば店 下鉢石町
日光湯波ふじや 湯波製造販売 下鉢石町
㈱浜亀 仕出し、生鮮食料品 下鉢石町
パリー美容室 美容業 下鉢石町
㈲山中商店 精肉・惣菜 下鉢石町
㈲与多呂 飲食業 下鉢石町
湯沢屋 菓子製造小売 下鉢石町
味の店 二幸 飲食業（食堂） 御幸
菓匠 おしやま 和菓子製造業 御幸町
cafe karin cafe 御幸町
㈲米屋商店 燃料小売・雑貨販売 御幸町
さかえ化粧品店 化粧品販売 御幸町
食堂すゞき 飲食店 御幸町
千両茶屋 かき氷・焼き芋 御幸町
㈲たぐち花店 生花、葬祭一般 御幸町
近嵐商事㈲ 燃料販売 御幸町
㈱つづれ屋 呉服販売業 御幸町
日光けんちん汁　古はし けんちん汁・定食 御幸町
NIKKO  YOTARO 飲食業 御幸町
日光ラスクCAFE 菓子製造販売・飲食店 御幸町
㈱ホリイ新聞店 新聞販売 御幸町
㈲みゆき依田書店 文具･書籍販売 御幸町
Mobile Cafe NIKKO 珈琲CoCom カフェ 御幸町
焼きそば専門店  焼麺  晃のや 焼きそば専門店 御幸町
大貫花店 生花小売業 石屋町
cafe&gallery 仁右衛門 カフェ、陶磁器･和小物の販売 石屋町
三英自動車㈱ タクシー・貸切バス 石屋町
㈲高橋金物店 鉄骨･セメント･家庭金物 石屋町
たじまや ホワイト急便石屋町店 クリーニング業 石屋町
つけもの樋山  日光店 漬物販売 石屋町
日光ぷりん亭 ぷりん･焼菓子･ソフトクリーム 石屋町
㈲日光彫てづか工芸 日光彫･木工品製造販売 石屋町
のみくい処  あき 飲食店 石屋町
フォトスタジオ久良多 写真業 石屋町
ゆば亭ますだや 飲食店 石屋町
レストラン日光えんや 飲食業 石屋町
揚げゆばまんじゅう本舗 菓子製造業 松原町
旭屋本店 飲食物産業 松原町
五十嵐漆器店 日光彫製造販売 松原町
ウッドモック 木製品 松原町
内海古美術店 骨董 松原町
㈱ウルシバラエネルギー 石油製品販売 松原町
カフェ 明治の館 カフェ 松原町
かまや～カフェ・デュ・レヴァベール～ カフェ・レストラン 松原町
㈲神山印刷所 印刷業 松原町
餃子のうめちゃん 飲食業 松原町
きよ美容室 美容室 松原町
CoFFee BReaK 樹仁亜 飲食業 松原町
さち美容室 美容室 松原町
㈲中央交通 タクシー業 松原町
てんとう虫 飲食業 松原町
㈱永井園 茶・海苔 松原町
㈲中津印刷所 印刷 松原町
日光カステラ本舗　駅前店 物産店 松原町
日光ステーションホテルⅡ番館 ホテル 松原町
日光パークロッジ駅前 宿泊業 松原町
パームス オリジナルグッズ販売・製造 松原町
㈲日野屋酒店 酒類販売業 松原町
㈲ほていや旅館 旅館 松原町
ホテルファミテック日光駅前 ホテル 松原町
土産処とうこう・食事処あずま 小売業・飲食業 松原町
㈲村上豊八商店 日光彫製造・販売 松原町
やまもと 日用品 松原町
湯波こまち 飲食 松原町
米吉商店　晃寿司 寿司、和食 松原町
㈲篠原電機店 家電販売 稲荷町
㈲高緑商店 燃料販売 稲荷町
㈲長島洋品店 洋品小売業 稲荷町
中村屋酒店 酒類販売業 稲荷町
㈲早見商店 燃料 稲荷町
ふらわーしょっぷ  まんせい 生花小売 稲荷町
みるきーはうす 飲食店 稲荷町
レストランまこ 飲食 (洋食） 稲荷町
KSエネルギー㈲ ガソリンスタンド 東和町
PUB&CAFÉヨロズヤ 飲食・広告・Web・印刷 東和町

仙波商店・モンテ日光 パン製造小売・喫茶 相生町
大和交通㈱ タクシー事業 相生町
日光交通 旅客運送業 相生町
日光ステーションホテルクラシック ホテル 相生町
沼田屋寿司店 飲食・寿司店 相生町
梅屋敷旅館 旅館 荻垣面
ホテル高照 旅館 荻垣面
沖印刷 印刷業 日光
サッポロラーメンあかしや 飲食業 所野
阿原燃料㈱　所野給油所 ガソリンスタンド 所野
大江戸温泉物語　日光霧降 ホテル 所野
菓子工房Garcon 菓子製造販売 所野
グラススタジオ　ポンテ ガラス工芸・体験・販売 所野
ザ・ページェント 旅館業 所野
Share Resort あにまる御殿 宿泊業（ペットペンション） 所野
西洋ホテル壱番館 宿泊業 所野
そば処　霧降庵 飲食業 所野
そば処　竹澤家 飲食業（手打ちそば） 所野
㈲高橋平版社 印刷業 所野
生そば　やまがたや 飲食業 所野
にこにこカイロプラクティック院  花石店 カイロプラクティック療術業 所野
日光パークロッジ 宿泊業 所野
日光ピレリー 自動車用品 所野
日光彫栞堂 日光彫製造販売 所野
ニュー霧降キャンプ場 キャンプ場･レストラン 所野
ペンション　トロールの森 ペンション 所野
ホテル　カジュアルユーロ ホテル 所野
ホテルユーロシティ ホテル 所野
ポンドテェイル 宿泊業（ペンション） 所野
山のレストラン レストラン 所野
る・みしぇる カフェ・レストラン 所野
㈱わかばやし 日用雑貨卸、厨房用具卸 所野
OnePlay-it（ワンプレイト） 陶芸体験、アウトドア体験ツアー 所野
サイクルショップかみやま 自転車販売･修理 宝殿
そば処　むつみ庵 手打ちそば屋 宝殿
㈲日光モータース 自動車整備 宝殿
㈱阿原正昭商店 セルフ日光七里SS ガソリンスタンド 七里
㈲晃麓わさび園 漬物（わさび漬）卸・小売 野口
㈲日光ホンダ 自動車販売、修理 野口
㈲ニッセン栃木 清掃業 野口
御土産 御食事 きしの 観光土産販売・飲食業 山内
カフェレストラン　ふじもと フランス懐石 山内
グリル＆ステーキ  妙月坊 レストラン 山内
さんない食堂 飲食店 山内
精進料理　堯心亭 料理店 山内
鈴家 飲食業 山内
西洋料理　明治の館 レストラン 山内
日光東観荘 旅館業 山内
ホテル清晃苑 旅館業 山内
本宮カフェ 飲食店（カフェ） 山内
㈱ホライズンリゾートパートナーズ 結婚式プロデュース 山内
お食事処　山楽 飲食業 安川町
小槌の宿　鶴亀大吉 旅館業 安川町
日光カステラ本舗　西参道店 飲食物産 安川町
日光煌座 劇団マネジメント、劇場運営 安川町
日光千姫物語 旅館業 安川町
日光ゆば遊膳 飲食業 安川町
林屋 飲食業 安川町
冨士屋観光センター 飲食業・みやげ品販売 安川町
ホテルいろは 旅館業 安川町
ホテル春茂登 旅館 安川町
本家やまびこ 飲食・物産 安川町
㈲吉原精肉店 食肉販売 安川町
ランカトルグカフェ カフェ 安川町
㈲綿半 菓子製造販売 安川町
アネックスタートルほとり庵 宿泊業 匠町
㈱稲葉商店 燃料販売 匠町
かんまんの茶屋 めん類・そば団子 匠町
タートル・イン・日光 宿泊業 匠町
日光そば処　たくみ庵 そば店 匠町
日光西町ギャラリー魅智舎 貸ギャラリー（レンタルスペース） 匠町
皆川建築 リフォーム 匠町
阿原燃料㈱ 石油製品販売業 本町
㈱石田屋 菓子製造・販売 本町
いちごの里カフェ　日光店 飲食業 本町
㈲割烹二葉 料理・仕出し 本町
カテッジイン・レストラン レストラン 本町
金谷ホテルベーカリー 侍屋敷店 パン・クッキー販売 本町
日光カステラ本舗　本店 物産店 本町
日光グリーンホテル懐かし家風和里 旅館 本町
日光田母沢御用邸記念公園 売店 御用邸内売店 本町

（令和４年６月２３日現在）
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日本料理　髙井家 飲食業 本町
磐梯日光店 飲食物産 本町
麺工房　寛 そば・うどん店 本町
ローソン日光東照宮前店 コンビニエンスストア 本町
阿原燃料㈱ 花石給油所 ガソリンスタンド 花石町
カットハウスナカムラ 理容業 花石町
㈲ふだらく本舗 和菓子他 花石町
あかりの宿ヴィラ・リバージュ 宿泊業 久次良町
小野無線電機商会 電機製品販売及び修理 久次良町
ガストホフあみ ペンション 久次良町
日光くじら食堂 飲食業 久次良町
プティ・ホテル　セ・ボン 宿泊業 久次良町
フラワースタジオ花便り 生花店 久次良町
森のうた 宿泊業 久次良町
㈲今井商店 燃料販売 清滝
㈱宇佐美エナジー日光給油所 ガソリンスタンド 清滝
円空庵びっくり 飲食業 清滝
㈱岡本電機商会 電気器具販売 清滝
総合印刷　親和会 印刷業 清滝
中国料理　香楽 飲食店 清滝
東照石材店 石材店 清滝
登喜和旅館 宿泊業 清滝
長島ふとん店 寝具製造販売 清滝
㈲中田商店 総合食品卸小売業 清滝
れんが ya 飲食 清滝
サラダ館 オトカワ 総合衣料･資生堂化粧品･シャディギフト 細尾町
ヘアーサロンヤスノ 理容業 細尾町
レストランリトルベアーズ　一休 飲食・菓子製造 細尾町
かぶらぎ観光バス バス事業 丹勢
歌ケ浜山田屋 日光彫と開運表札 中宮祠
ENEOS 奥日光S.S. ㈲若松石油 ガソリンスタンド 中宮祠
奥日光ゲストハウス JUN（合同） 簡易宿所 中宮祠
かつら 手打ちそば 中宮祠
㈲小島屋商店 酒販小売 中宮祠
三本松茶屋 飲食物産 中宮祠
㈲紫明堂 貸ボート、貸モーター 中宮祠
鮨くろさき 鮨店 中宮祠
中禅寺金谷ホテル ホテル 中宮祠
中禅寺観光センター 飲食業 中宮祠
中禅寺ペンション 宿泊業 中宮祠
日光アストリアホテル 宿泊 中宮祠
日光山水 宿泊業 中宮祠
プチホテル　マスヤ 宿泊業 中宮祠
㈲ホテル湖上苑 旅館 中宮祠
民宿　おかじん 旅館 中宮祠
民宿　みはらし 宿泊業 中宮祠
龍頭之茶屋 飲食業・小売業 中宮祠
レークセンターひたちや 飲食・土産販売 中宮祠
奥日光高原ホテル ホテル・旅館業 湯元
奥日光小西ホテル 旅館 湯元
奥日光パークロッジ深山 宿泊 湯元
休暇村日光湯元 リゾートホテル事業 湯元
紫雲荘 旅館 湯元
ホテル花の季 旅館 湯元

旬菜蔵　せんや 飲食業 藤原
旬菜処いずみ そば店 藤原
大黒庵 飲食業 藤原
㈲ドライブイン渓谷 飲食店（本格手打ちそば） 藤原
花の宿松や・竹久夢二美術館 旅館業 藤原
ホテル鬼怒川御苑 旅館・ホテル 藤原
ホテル日光・鬼怒川インみやさき（ゆば御膳みやざき） 飲食・宿泊業 藤原
野岩鉄道㈱ 鉄道グッズ 藤原
山越木工房 木工業 藤原
若竹の庄 旅館業 藤原
㈱阿部商店 漬物、惣菜 鬼怒川温泉大原
いとう呉服店 呉服・洋服・学校用品 鬼怒川温泉大原
稲庭うどん　くうかい 飲食店 鬼怒川温泉大原
㈲大勝商店　セブンイレブン鬼怒川立岩店 コンビニエンスストア 鬼怒川温泉大原
御菓子処　青柳 和菓子 鬼怒川温泉大原
おそうじ本舗 ハウスクリーニング 鬼怒川温泉大原
おみやげ処すみ屋 観光土産販売 鬼怒川温泉大原
㈱かねます商事鬼怒川店（旧大橋油店） ガソリンスタンド 鬼怒川温泉大原
甘味茶屋　鈴川 甘味、食事 鬼怒川温泉大原
鬼怒川温泉　山楽 旅館 鬼怒川温泉大原
鬼怒川グランドホテル 夢の季 旅館業 鬼怒川温泉大原
㈲鬼怒川スーパー 食料品販売 鬼怒川温泉大原
㈲鬼怒川センター お土産・物産店・飲食店 鬼怒川温泉大原
鬼怒川パークホテルズ ホテル 鬼怒川温泉大原
きぬ川不動瀧 旅館 鬼怒川温泉大原

キヌガワペンション　バンブー 飲食業・宿泊業 鬼怒川温泉大原
きぬ川ホテル三日月 旅館業 鬼怒川温泉大原
木村美容室 美容業 鬼怒川温泉大原
ギャラリーカフェ　PaintoE（パントエ） カフェ 鬼怒川温泉大原
桐屋 婦人服販売 鬼怒川温泉大原
珈琲茶屋　珈香和 カフェ 鬼怒川温泉大原
佐藤園茶舗 茶販売 鬼怒川温泉大原
鈴木商店 日用雑貨 鬼怒川温泉大原
スナック・ノンノ ランチ･カラオケ･スナック 鬼怒川温泉大原
静寂とまごころの宿七重八重 温泉旅館業 鬼怒川温泉大原
そば夢処　きた村 飲食店 鬼怒川温泉大原
大吉庵 飲食店 鬼怒川温泉大原
㈲高橋モータース 自動車販売・修理 鬼怒川温泉大原
旅の宿丸京 旅館業 鬼怒川温泉大原
栂の季 ホテル・旅館 鬼怒川温泉大原
手打そば やまじょう 手打そば 鬼怒川温泉大原
東武ワールドスクウェア 入園・飲食・物販 鬼怒川温泉大原
トラットリア・カミーノ イタリア料理 鬼怒川温泉大原
仁王尊プラザ 日帰り温泉・釣り堀 鬼怒川温泉大原
二八そば そば店 鬼怒川温泉大原
㈲登屋本店 酒類・薬品・食品・化粧品販売 鬼怒川温泉大原
バーバーつつじ 理容 鬼怒川温泉大原
㈱はちや 菓子製造販売 鬼怒川温泉大原
ひかり理容室 理容業 鬼怒川温泉大原
フタバ快生堂薬局 薬局 鬼怒川温泉大原
フラワーショップ花もと 生花店 鬼怒川温泉大原
BENTO  CAFÉ  KODAMA 駅弁・サンドイッチ・ドリンク 鬼怒川温泉大原
ホテルきぬ ホテル、旅館 鬼怒川温泉大原
ホテルサンシャイン鬼怒川 ホテル・旅館 鬼怒川温泉大原
ホテルハーヴェスト鬼怒川 宿泊業 鬼怒川温泉大原
㈲ホリデー 酒類　雑貨他 鬼怒川温泉大原
水辺のカフェテラス カフェテラス 鬼怒川温泉大原
㈲都酒店 酒小売 鬼怒川温泉大原
八木沢クリーニング クリーニング 鬼怒川温泉大原
屋台屋たかなみ ランチ・居酒屋 鬼怒川温泉大原
㈲雪印牛乳栃木大原販売所 牛乳販売 鬼怒川温泉大原
万屋商店 酒類・食料品 鬼怒川温泉大原
ラーメン居酒屋  八海山 飲食業 鬼怒川温泉大原
ローソン鬼怒川温泉さくら通り店 コンビニエンスストア 鬼怒川温泉大原
鬼怒川カントリークラブ ゴルフ場 高徳
㈲高徳自動車整備工場 自動車修理 高徳
中田石材店 墓石・石材加工 高徳
㈲ 半田自動車販売 自動車販売・修理 高徳
heartist・平石ふとん店 美容・寝具一般・ふとん打直し 高徳
福田畳店 畳製造 高徳
㈲マルイ 食料品 高徳
EDO WONDERLAND 日光江戸村 テーマパーク 柄倉
㈲亀屋菓子本舗 菓子製造・販売 柄倉
コスモ鬼怒川バイパスＳＳ ガソリンスタンド 柄倉
studio  OHANA フラ＆ヨガスタジオ 柄倉
きぬの宿　志季大瀞 旅館 小佐越
グランデイソーラ ゴーカート場 小佐越
とりっくあーとぴあ日光 テーマパーク 小佐越
日光・鬼怒川３D宇宙・恐竜館 テーマパーク 小佐越
日光花いちもんめ 観光植物園 小佐越
あさや 旅館業 鬼怒川温泉滝
一心舘 旅館・日帰り入浴・食事 鬼怒川温泉滝
おおあみ物産店 まんじゅう製造・土産品販売 鬼怒川温泉滝
お食事処一富士 食堂 鬼怒川温泉滝
鬼怒川温泉ホテル 旅館業 鬼怒川温泉滝
鬼怒川温泉ホテル  ニューおおるり 宿泊業 鬼怒川温泉滝
鬼怒川ガス㈱ ガス器具･住宅設備機器の販売 鬼怒川温泉滝
鬼怒川観光ホテル 旅館，ホテル 鬼怒川温泉滝
きぬ川国際ホテル 旅館 鬼怒川温泉滝
㈱鬼怒川タクシー タクシー 鬼怒川温泉滝
鬼怒川プラザホテル 旅館業 鬼怒川温泉滝
㈲鬼怒川プロパン販売所 燃料販売 鬼怒川温泉滝
渓流の宿 緑水 旅館 鬼怒川温泉滝
そらまめ　赤羽酒店 酒類、コーヒー軽食 鬼怒川温泉滝
福田整骨院 マッサージ・健康食品・水晶類 鬼怒川温泉滝
ほてる白河　湯の蔵 旅館 鬼怒川温泉滝
民宿　辰巳荘 宿泊業 鬼怒川温泉滝
よろずやサイクル 二輪車販売 鬼怒川温泉滝
㈲荒引水道 住宅衛生設備一式 川治温泉川治
祝い宿　寿庵 旅館 川治温泉川治
㈲川治観光タクシー タクシー事業 川治温泉川治
生海商店 食料品・日用品販売 川治温泉川治
和風らあめん　いかり 飲食店 川治温泉川治
朝日屋 飲食店 川治温泉高原
大黒屋製菓店 まんじゅう製造販売 川治温泉高原
登隆館 旅館 川治温泉高原

足尾エリア

店 名 業 種 町名 店 名 業 種 町名

藤原エリア

店 名 業 種 町名 店 名 業 種 町名

日光トレジャーハンティング川治 宝さがし 川治温泉
ENEOS川治SS ガソリンスタンド 藤原
㈲男鹿観光バス 観光・冠婚葬祭送迎 藤原
斉藤電気金物店 電気工事・金物販売 藤原
きぬがわ高原カントリークラブ ゴルフ場 五十里字東山
ナラ入沢渓流釣りキャンプ場 キャンプ・釣り・食事 上三依
会津西街道　ぎゃらりーかふぇ扇屋 飲食業 中三依
三依渓流つり場 つり・塩焼・そば・山菜料理 中三依

会津屋豆腐店 豆腐製造・販売・飲食 湯西川
彩り湯かしき花と華 旅館 湯西川
おやど湯の季 旅館業 湯西川
金井旅館 サービス業（旅館） 湯西川
上屋敷　平の高房 旅館業 湯西川
志おや 飲食サービス業 湯西川
なかや食堂 飲食業 湯西川
はたご松屋 旅館 湯西川
福田理容所 理容店 湯西川
ふる里本舗 平家最中 湯西川
浮路梨多 飲食 湯西川
平家の里湯西川協同組合 観光施設 湯西川
平家ゆば ゆば製造販売 湯西川
本家伴久 旅館業 湯西川
森の湯　ハミングバード 旅館 湯西川
焼肉　山道 飲食 湯西川
山島屋 飲食業・宿泊 湯西川
ゆったり屋  もみほぐしん 整体院 湯西川

㈲湯西川館 旅館 湯西川
㈲湯沢屋酒店 酒類販売 湯西川
湯西川白雲の宿山城屋 旅館 湯西川
㈲山越油店 ガソリンスタンド 日向
四季の湯・栗山観光ドライブイン ドライブイン・温泉 黒部
大野屋 宿泊業 野門
八丁の湯 旅館・ログハウス 川俣

金沢屋 食料品 下間藤
お食事処　ないとう 飲食業 足尾町
かめむら別館 旅館業 銀山平
国民宿舎　かじか荘 旅館業 足尾町
中国料理　栄山 飲食店 足尾町
正三窯 陶器製造業 原
きたむら 食料品（小売） 掛水
涌井商店（足尾双愛病院売店） 小売業 砂畑
㈲皇海麺藤谷商店 めん類製造業 中才
桑原商店 小売業 松原
綜合衣料おぎわら 総合衣料 松原
フラワーショップみうら 生花小売 松原
プリントショップ　RAMBLE 製造小売業 松原
㈲星野電器商会 家庭電化製品販売 松原
ますや肉店 食肉小売業 松原
高橋精肉店 食肉小売業 赤沢
やおせい商店 食品販売 赤沢
㈲ワイショップくらさわ コンビニ 赤沢

栗山エリア

日光市共通商品券
（見本） 6枚

中小店専用商品券
（見本） 7枚

令和5年1月31日（火）

共通券6枚 中小店専用券7枚

日光仮面

共通券6枚 中小店専用券7

13,000円
お買い物が
できます

１組（10,000円）
ご購入いただくと

大型店中小店

中小店専用商品券
（見本） 7枚

共通券共通券

11113333
ご購入いただくと

▲すべての加盟店で使
用できます。

▲大型店では使用でき
ません。

大 型 店（中小店専用券は使用できません。）

アイメガネ今市センショープラザ店 芹沼
イオンリテール㈱イオン今市店 豊田
イオン今市店ショッピングセンター専門店街 豊田
ウエルシア日光今市大沢店 木和田島
ウエルシア薬局日光今市店 芹沼
ウエルシア薬局日光インター店 東和町
㈱オートアールズ今市バイパス店 豊田
㈱カインズ　カインズホーム今市店 豊田
カフェレストラン　ロケーション（日光ランドマーク） 今市
㈱かましん日光森友店 森友
㈱かましん日光ランドマーク店 今市
㈱カワチ薬品 今市店 瀬尾
㈱カワチ薬品 大沢店 木和田島
㈱カワチ薬品 日光店 七里
クスリのアオキ 大沢店 木和田島
クスリのアオキ 日光森友店 森友

ケーズデンキ日光店 芹沼
㈱コジマ×ビックカメラ日光店 今市
コメリハード＆グリーン今市大沢店 木和田島
コメリハード＆グリーン日光七里店 七里
コメリハード＆グリーン藤原店 柄倉
㈱さがみや大沢店 木和田島
サンユー大沢店 木和田島
㈱しまむら　アベイル今市店 芹沼
㈱しまむら　今市店 芹沼
㈱しまむら　シャンブル今市店 芹沼
㈱しまむら　バースデイ今市店 瀬川
シュープラザ今市店 芹沼
㈱たいらや今市店 今市
ツルハドラッグ日光板橋店 板橋
ツルハドラッグ日光大沢店 大沢町
ツルハドラッグ日光鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

店 名 町名 店 名 町名 店 名 町名

ツルハドラッグ日光安良沢店 久次良町
ディスカウントドラッグコスモス森友店 森友
ドラッグセイムス今市モール店 芹沼
100円ショップ　テンオー（日光ランドマーク） 今市
フードオアシスオータニ大沢店 木和田島
フードマーケットオータニ今市店 芹沼
㈱ベイシア今市モール店 芹沼
ベイシア電器今市店 芹沼
ベイシアマート今市店 今市
ホームセンターカンセキ今市店 今市
ヤオハン七里店 七里
ヤオハンスーパー今市店 瀬川
リオン・ドール日光店 日光
リオン・ドール鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

せっかくのプレミアム付き商品券です！！ 皆さんのコロナ疲れを癒すとともに、
コロナ禍を乗り越えようとがんばっている地域のお店をぜひ応援してください！！

木和田島
日光森友店 森友

ツルハドラッグ日光大沢店 大沢町
ツルハドラッグ日光鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

せっかくのプレミアム付き商品券です！！ 皆さんのコロナ疲れを癒すとともに、
コロナ禍を乗り越えようとがんばっている地域のお店をぜひ応援してください！！

商品券で日光を満喫!!
とくとく商品券の加盟店には
90件以上の宿泊施設が登録
されています。地元の素敵な

お宿でゆったりとした時間を過ごして
みませんか？

宿

有効期限

発行総額発行総額

2億6千万円

感染防止対策を徹底したお店
での飲食を楽しんだり、料理
をテイクアウトしてご自宅で

のんびり味わったりと、ライフスタイ
ルにあわせてお楽しみください。

食
日光市には、たくさんの魅力
スポットや名産品・ご当地グ
ルメなど盛りだくさん。普段

は気付かない魅力がまだまだ隠されて
います。

楽

使い方
いろいろ

7枚7枚

円 使えるお店は

のぼり旗が目印!

発行団体：日光商工会議所・足尾町商工会 ご利用になれる店
（次ページ以降に掲載）

プレミアム付30％

日光仮面

①事業活動に伴う経費支払い　②印紙・ハガキ・切手類　③公共料金の支払い
④たばこの購入　⑤日光市指定ゴミ袋　⑥プリペイドカード等の金券類
⑦医療・介護・保険調剤などの自己負担分　⑧その他加盟店が指定するもの

当商品券は以下のものにはご利用になれませんので、ご注意ください。

① 当商品券は、日光とくとく商品券加盟店でのみご利用いただけます。
② 当商品券は、現金とはお引換えできません。また購入後の返品・交換はできません。
③ 当商品券をご利用の際、釣り銭はお出しできません。
④ 商品券に発行者印の無いもの、有効期限を過ぎたものは無効です。
⑤ 著しく破損された商品券はご利用できません。
⑥ 商品券の盗難、紛失または滅失等に対して、発行者はその責を負いません。

発行団体：日光商工会議所・足尾町商工会 ご利用になれる店
（次ページ以降に掲載）

⑤ 著しく破損された商品券はご利用できません。
⑥ 商品券の盗難、紛失または滅失等に対して、発行者はその責を負いません。

≪お問い合わせ先≫
今市事務所 ☎30‐1171　日光事務所 ☎50‐1171　鬼怒川事務所 ☎70‐1171　足尾町商工会 ☎93‐2267

ご利用に
あたっての
注意事項

購入限度額
発行組数
有効期限 令和４年８月１日（月）～令和５年１月３１日（火）まで

20,000組
お一人２組２万円まで。（18歳以上の方に限る）



日本料理　髙井家 飲食業 本町
磐梯日光店 飲食物産 本町
麺工房　寛 そば・うどん店 本町
ローソン日光東照宮前店 コンビニエンスストア 本町
阿原燃料㈱ 花石給油所 ガソリンスタンド 花石町
カットハウスナカムラ 理容業 花石町
㈲ふだらく本舗 和菓子他 花石町
あかりの宿ヴィラ・リバージュ 宿泊業 久次良町
小野無線電機商会 電機製品販売及び修理 久次良町
ガストホフあみ ペンション 久次良町
日光くじら食堂 飲食業 久次良町
プティ・ホテル　セ・ボン 宿泊業 久次良町
フラワースタジオ花便り 生花店 久次良町
森のうた 宿泊業 久次良町
㈲今井商店 燃料販売 清滝
㈱宇佐美エナジー日光給油所 ガソリンスタンド 清滝
円空庵びっくり 飲食業 清滝
㈱岡本電機商会 電気器具販売 清滝
総合印刷　親和会 印刷業 清滝
中国料理　香楽 飲食店 清滝
東照石材店 石材店 清滝
登喜和旅館 宿泊業 清滝
長島ふとん店 寝具製造販売 清滝
㈲中田商店 総合食品卸小売業 清滝
れんが ya 飲食 清滝
サラダ館 オトカワ 総合衣料･資生堂化粧品･シャディギフト 細尾町
ヘアーサロンヤスノ 理容業 細尾町
レストランリトルベアーズ　一休 飲食・菓子製造 細尾町
かぶらぎ観光バス バス事業 丹勢
歌ケ浜山田屋 日光彫と開運表札 中宮祠
ENEOS 奥日光S.S. ㈲若松石油 ガソリンスタンド 中宮祠
奥日光ゲストハウス JUN（合同） 簡易宿所 中宮祠
かつら 手打ちそば 中宮祠
㈲小島屋商店 酒販小売 中宮祠
三本松茶屋 飲食物産 中宮祠
㈲紫明堂 貸ボート、貸モーター 中宮祠
鮨くろさき 鮨店 中宮祠
中禅寺金谷ホテル ホテル 中宮祠
中禅寺観光センター 飲食業 中宮祠
中禅寺ペンション 宿泊業 中宮祠
日光アストリアホテル 宿泊 中宮祠
日光山水 宿泊業 中宮祠
プチホテル　マスヤ 宿泊業 中宮祠
㈲ホテル湖上苑 旅館 中宮祠
民宿　おかじん 旅館 中宮祠
民宿　みはらし 宿泊業 中宮祠
龍頭之茶屋 飲食業・小売業 中宮祠
レークセンターひたちや 飲食・土産販売 中宮祠
奥日光高原ホテル ホテル・旅館業 湯元
奥日光小西ホテル 旅館 湯元
奥日光パークロッジ深山 宿泊 湯元
休暇村日光湯元 リゾートホテル事業 湯元
紫雲荘 旅館 湯元
ホテル花の季 旅館 湯元

旬菜蔵　せんや 飲食業 藤原
旬菜処いずみ そば店 藤原
大黒庵 飲食業 藤原
㈲ドライブイン渓谷 飲食店（本格手打ちそば） 藤原
花の宿松や・竹久夢二美術館 旅館業 藤原
ホテル鬼怒川御苑 旅館・ホテル 藤原
ホテル日光・鬼怒川インみやさき（ゆば御膳みやざき） 飲食・宿泊業 藤原
野岩鉄道㈱ 鉄道グッズ 藤原
山越木工房 木工業 藤原
若竹の庄 旅館業 藤原
㈱阿部商店 漬物、惣菜 鬼怒川温泉大原
いとう呉服店 呉服・洋服・学校用品 鬼怒川温泉大原
稲庭うどん　くうかい 飲食店 鬼怒川温泉大原
㈲大勝商店　セブンイレブン鬼怒川立岩店 コンビニエンスストア 鬼怒川温泉大原
御菓子処　青柳 和菓子 鬼怒川温泉大原
おそうじ本舗 ハウスクリーニング 鬼怒川温泉大原
おみやげ処すみ屋 観光土産販売 鬼怒川温泉大原
㈱かねます商事鬼怒川店（旧大橋油店） ガソリンスタンド 鬼怒川温泉大原
甘味茶屋　鈴川 甘味、食事 鬼怒川温泉大原
鬼怒川温泉　山楽 旅館 鬼怒川温泉大原
鬼怒川グランドホテル 夢の季 旅館業 鬼怒川温泉大原
㈲鬼怒川スーパー 食料品販売 鬼怒川温泉大原
㈲鬼怒川センター お土産・物産店・飲食店 鬼怒川温泉大原
鬼怒川パークホテルズ ホテル 鬼怒川温泉大原
きぬ川不動瀧 旅館 鬼怒川温泉大原

キヌガワペンション　バンブー 飲食業・宿泊業 鬼怒川温泉大原
きぬ川ホテル三日月 旅館業 鬼怒川温泉大原
木村美容室 美容業 鬼怒川温泉大原
ギャラリーカフェ　PaintoE（パントエ） カフェ 鬼怒川温泉大原
桐屋 婦人服販売 鬼怒川温泉大原
珈琲茶屋　珈香和 カフェ 鬼怒川温泉大原
佐藤園茶舗 茶販売 鬼怒川温泉大原
鈴木商店 日用雑貨 鬼怒川温泉大原
スナック・ノンノ ランチ･カラオケ･スナック 鬼怒川温泉大原
静寂とまごころの宿七重八重 温泉旅館業 鬼怒川温泉大原
そば夢処　きた村 飲食店 鬼怒川温泉大原
大吉庵 飲食店 鬼怒川温泉大原
㈲高橋モータース 自動車販売・修理 鬼怒川温泉大原
旅の宿丸京 旅館業 鬼怒川温泉大原
栂の季 ホテル・旅館 鬼怒川温泉大原
手打そば やまじょう 手打そば 鬼怒川温泉大原
東武ワールドスクウェア 入園・飲食・物販 鬼怒川温泉大原
トラットリア・カミーノ イタリア料理 鬼怒川温泉大原
仁王尊プラザ 日帰り温泉・釣り堀 鬼怒川温泉大原
二八そば そば店 鬼怒川温泉大原
㈲登屋本店 酒類・薬品・食品・化粧品販売 鬼怒川温泉大原
バーバーつつじ 理容 鬼怒川温泉大原
㈱はちや 菓子製造販売 鬼怒川温泉大原
ひかり理容室 理容業 鬼怒川温泉大原
フタバ快生堂薬局 薬局 鬼怒川温泉大原
フラワーショップ花もと 生花店 鬼怒川温泉大原
BENTO  CAFÉ  KODAMA 駅弁・サンドイッチ・ドリンク 鬼怒川温泉大原
ホテルきぬ ホテル、旅館 鬼怒川温泉大原
ホテルサンシャイン鬼怒川 ホテル・旅館 鬼怒川温泉大原
ホテルハーヴェスト鬼怒川 宿泊業 鬼怒川温泉大原
㈲ホリデー 酒類　雑貨他 鬼怒川温泉大原
水辺のカフェテラス カフェテラス 鬼怒川温泉大原
㈲都酒店 酒小売 鬼怒川温泉大原
八木沢クリーニング クリーニング 鬼怒川温泉大原
屋台屋たかなみ ランチ・居酒屋 鬼怒川温泉大原
㈲雪印牛乳栃木大原販売所 牛乳販売 鬼怒川温泉大原
万屋商店 酒類・食料品 鬼怒川温泉大原
ラーメン居酒屋  八海山 飲食業 鬼怒川温泉大原
ローソン鬼怒川温泉さくら通り店 コンビニエンスストア 鬼怒川温泉大原
鬼怒川カントリークラブ ゴルフ場 高徳
㈲高徳自動車整備工場 自動車修理 高徳
中田石材店 墓石・石材加工 高徳
㈲ 半田自動車販売 自動車販売・修理 高徳
heartist・平石ふとん店 美容・寝具一般・ふとん打直し 高徳
福田畳店 畳製造 高徳
㈲マルイ 食料品 高徳
EDO WONDERLAND 日光江戸村 テーマパーク 柄倉
㈲亀屋菓子本舗 菓子製造・販売 柄倉
コスモ鬼怒川バイパスＳＳ ガソリンスタンド 柄倉
studio  OHANA フラ＆ヨガスタジオ 柄倉
きぬの宿　志季大瀞 旅館 小佐越
グランデイソーラ ゴーカート場 小佐越
とりっくあーとぴあ日光 テーマパーク 小佐越
日光・鬼怒川３D宇宙・恐竜館 テーマパーク 小佐越
日光花いちもんめ 観光植物園 小佐越
あさや 旅館業 鬼怒川温泉滝
一心舘 旅館・日帰り入浴・食事 鬼怒川温泉滝
おおあみ物産店 まんじゅう製造・土産品販売 鬼怒川温泉滝
お食事処一富士 食堂 鬼怒川温泉滝
鬼怒川温泉ホテル 旅館業 鬼怒川温泉滝
鬼怒川温泉ホテル  ニューおおるり 宿泊業 鬼怒川温泉滝
鬼怒川ガス㈱ ガス器具･住宅設備機器の販売 鬼怒川温泉滝
鬼怒川観光ホテル 旅館，ホテル 鬼怒川温泉滝
きぬ川国際ホテル 旅館 鬼怒川温泉滝
㈱鬼怒川タクシー タクシー 鬼怒川温泉滝
鬼怒川プラザホテル 旅館業 鬼怒川温泉滝
㈲鬼怒川プロパン販売所 燃料販売 鬼怒川温泉滝
渓流の宿 緑水 旅館 鬼怒川温泉滝
そらまめ　赤羽酒店 酒類、コーヒー軽食 鬼怒川温泉滝
福田整骨院 マッサージ・健康食品・水晶類 鬼怒川温泉滝
ほてる白河　湯の蔵 旅館 鬼怒川温泉滝
民宿　辰巳荘 宿泊業 鬼怒川温泉滝
よろずやサイクル 二輪車販売 鬼怒川温泉滝
㈲荒引水道 住宅衛生設備一式 川治温泉川治
祝い宿　寿庵 旅館 川治温泉川治
㈲川治観光タクシー タクシー事業 川治温泉川治
生海商店 食料品・日用品販売 川治温泉川治
和風らあめん　いかり 飲食店 川治温泉川治
朝日屋 飲食店 川治温泉高原
大黒屋製菓店 まんじゅう製造販売 川治温泉高原
登隆館 旅館 川治温泉高原

足尾エリア

店 名 業 種 町名 店 名 業 種 町名

藤原エリア

店 名 業 種 町名 店 名 業 種 町名

日光トレジャーハンティング川治 宝さがし 川治温泉
ENEOS川治SS ガソリンスタンド 藤原
㈲男鹿観光バス 観光・冠婚葬祭送迎 藤原
斉藤電気金物店 電気工事・金物販売 藤原
きぬがわ高原カントリークラブ ゴルフ場 五十里字東山
ナラ入沢渓流釣りキャンプ場 キャンプ・釣り・食事 上三依
会津西街道　ぎゃらりーかふぇ扇屋 飲食業 中三依
三依渓流つり場 つり・塩焼・そば・山菜料理 中三依

会津屋豆腐店 豆腐製造・販売・飲食 湯西川
彩り湯かしき花と華 旅館 湯西川
おやど湯の季 旅館業 湯西川
金井旅館 サービス業（旅館） 湯西川
上屋敷　平の高房 旅館業 湯西川
志おや 飲食サービス業 湯西川
なかや食堂 飲食業 湯西川
はたご松屋 旅館 湯西川
福田理容所 理容店 湯西川
ふる里本舗 平家最中 湯西川
浮路梨多 飲食 湯西川
平家の里湯西川協同組合 観光施設 湯西川
平家ゆば ゆば製造販売 湯西川
本家伴久 旅館業 湯西川
森の湯　ハミングバード 旅館 湯西川
焼肉　山道 飲食 湯西川
山島屋 飲食業・宿泊 湯西川
ゆったり屋  もみほぐしん 整体院 湯西川

㈲湯西川館 旅館 湯西川
㈲湯沢屋酒店 酒類販売 湯西川
湯西川白雲の宿山城屋 旅館 湯西川
㈲山越油店 ガソリンスタンド 日向
四季の湯・栗山観光ドライブイン ドライブイン・温泉 黒部
大野屋 宿泊業 野門
八丁の湯 旅館・ログハウス 川俣

金沢屋 食料品 下間藤
お食事処　ないとう 飲食業 足尾町
かめむら別館 旅館業 銀山平
国民宿舎　かじか荘 旅館業 足尾町
中国料理　栄山 飲食店 足尾町
正三窯 陶器製造業 原
きたむら 食料品（小売） 掛水
涌井商店（足尾双愛病院売店） 小売業 砂畑
㈲皇海麺藤谷商店 めん類製造業 中才
桑原商店 小売業 松原
綜合衣料おぎわら 総合衣料 松原
フラワーショップみうら 生花小売 松原
プリントショップ　RAMBLE 製造小売業 松原
㈲星野電器商会 家庭電化製品販売 松原
ますや肉店 食肉小売業 松原
高橋精肉店 食肉小売業 赤沢
やおせい商店 食品販売 赤沢
㈲ワイショップくらさわ コンビニ 赤沢

栗山エリア

日光市共通商品券
（見本） 6枚

中小店専用商品券
（見本） 7枚

令和5年1月31日（火）

共通券6枚 中小店専用券7枚

日光仮面

共通券6枚 中小店専用券7

13,000円
お買い物が
できます

１組（10,000円）
ご購入いただくと

大型店中小店

中小店専用商品券
（見本） 7枚

共通券共通券

11113333
ご購入いただくと

▲すべての加盟店で使
用できます。

▲大型店では使用でき
ません。

大 型 店（中小店専用券は使用できません。）

アイメガネ今市センショープラザ店 芹沼
イオンリテール㈱イオン今市店 豊田
イオン今市店ショッピングセンター専門店街 豊田
ウエルシア日光今市大沢店 木和田島
ウエルシア薬局日光今市店 芹沼
ウエルシア薬局日光インター店 東和町
㈱オートアールズ今市バイパス店 豊田
㈱カインズ　カインズホーム今市店 豊田
カフェレストラン　ロケーション（日光ランドマーク） 今市
㈱かましん日光森友店 森友
㈱かましん日光ランドマーク店 今市
㈱カワチ薬品 今市店 瀬尾
㈱カワチ薬品 大沢店 木和田島
㈱カワチ薬品 日光店 七里
クスリのアオキ 大沢店 木和田島
クスリのアオキ 日光森友店 森友

ケーズデンキ日光店 芹沼
㈱コジマ×ビックカメラ日光店 今市
コメリハード＆グリーン今市大沢店 木和田島
コメリハード＆グリーン日光七里店 七里
コメリハード＆グリーン藤原店 柄倉
㈱さがみや大沢店 木和田島
サンユー大沢店 木和田島
㈱しまむら　アベイル今市店 芹沼
㈱しまむら　今市店 芹沼
㈱しまむら　シャンブル今市店 芹沼
㈱しまむら　バースデイ今市店 瀬川
シュープラザ今市店 芹沼
㈱たいらや今市店 今市
ツルハドラッグ日光板橋店 板橋
ツルハドラッグ日光大沢店 大沢町
ツルハドラッグ日光鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

店 名 町名 店 名 町名 店 名 町名

ツルハドラッグ日光安良沢店 久次良町
ディスカウントドラッグコスモス森友店 森友
ドラッグセイムス今市モール店 芹沼
100円ショップ　テンオー（日光ランドマーク） 今市
フードオアシスオータニ大沢店 木和田島
フードマーケットオータニ今市店 芹沼
㈱ベイシア今市モール店 芹沼
ベイシア電器今市店 芹沼
ベイシアマート今市店 今市
ホームセンターカンセキ今市店 今市
ヤオハン七里店 七里
ヤオハンスーパー今市店 瀬川
リオン・ドール日光店 日光
リオン・ドール鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

せっかくのプレミアム付き商品券です！！ 皆さんのコロナ疲れを癒すとともに、
コロナ禍を乗り越えようとがんばっている地域のお店をぜひ応援してください！！

木和田島
日光森友店 森友

ツルハドラッグ日光大沢店 大沢町
ツルハドラッグ日光鬼怒川店 鬼怒川温泉大原

せっかくのプレミアム付き商品券です！！ 皆さんのコロナ疲れを癒すとともに、
コロナ禍を乗り越えようとがんばっている地域のお店をぜひ応援してください！！

商品券で日光を満喫!!
とくとく商品券の加盟店には
90件以上の宿泊施設が登録
されています。地元の素敵な

お宿でゆったりとした時間を過ごして
みませんか？

宿

有効期限

発行総額発行総額

2億6千万円

感染防止対策を徹底したお店
での飲食を楽しんだり、料理
をテイクアウトしてご自宅で

のんびり味わったりと、ライフスタイ
ルにあわせてお楽しみください。

食
日光市には、たくさんの魅力
スポットや名産品・ご当地グ
ルメなど盛りだくさん。普段

は気付かない魅力がまだまだ隠されて
います。

楽

使い方
いろいろ

7枚7枚

円 使えるお店は

のぼり旗が目印!

発行団体：日光商工会議所・足尾町商工会 ご利用になれる店
（次ページ以降に掲載）

プレミアム付30％

日光仮面

①事業活動に伴う経費支払い　②印紙・ハガキ・切手類　③公共料金の支払い
④たばこの購入　⑤日光市指定ゴミ袋　⑥プリペイドカード等の金券類
⑦医療・介護・保険調剤などの自己負担分　⑧その他加盟店が指定するもの

当商品券は以下のものにはご利用になれませんので、ご注意ください。

① 当商品券は、日光とくとく商品券加盟店でのみご利用いただけます。
② 当商品券は、現金とはお引換えできません。また購入後の返品・交換はできません。
③ 当商品券をご利用の際、釣り銭はお出しできません。
④ 商品券に発行者印の無いもの、有効期限を過ぎたものは無効です。
⑤ 著しく破損された商品券はご利用できません。
⑥ 商品券の盗難、紛失または滅失等に対して、発行者はその責を負いません。

発行団体：日光商工会議所・足尾町商工会 ご利用になれる店
（次ページ以降に掲載）

⑤ 著しく破損された商品券はご利用できません。
⑥ 商品券の盗難、紛失または滅失等に対して、発行者はその責を負いません。

≪お問い合わせ先≫
今市事務所 ☎30‐1171　日光事務所 ☎50‐1171　鬼怒川事務所 ☎70‐1171　足尾町商工会 ☎93‐2267

ご利用に
あたっての
注意事項

購入限度額
発行組数
有効期限 令和４年８月１日（月）～令和５年１月３１日（火）まで

20,000組
お一人２組２万円まで。（18歳以上の方に限る）


