
番号 区　域 事　　　業　　　所　　　名 事 業 所 所 在 地 種　類 営　業　時　間 定　休　日 電 話 番 号 備　　　　　　考

1 黒　磯 青木食堂 青木12-18 中　華 11:00～19:00 月曜日 63-3643

2 黒　磯 池寿し 宮町3-26 す　し 11:00～22:00 水曜日 62-1774

3 黒　磯 居楽処 いっと 大黒町3-25 その他 10:00～22:00 な　し 64-1376

4 黒　磯 イタリア料理 ファーレラ コルテ 豊浦北町69-33 洋　食 11:30～13:00 火曜日・第2又は第3月曜日 63-5157 ディナーは予約制

5 黒　磯 居酒屋まんま 若葉町6-9 和　食 18:00～22:00 日曜日 74-3357

6 黒　磯 うどん田作 下厚崎259-1 和　食 11:00～14:00/17:00～20:00 木曜日 64-4425

7 黒　磯 大関寿司 錦町14-5 寿　司 11:30～13:30/17:00～20:00 水曜日 63-6054

8 黒　磯 おおもり 鍋掛1015-37 その他（ラーメン） 11:00～ 火曜日、第3水曜日 63-8401 スープが無くなり次第終了

9 黒　磯 御食事処　東茶屋 東小屋138-5 和　食 11:30～19:30（間、準備中あります。） 木曜日 65-1511

10 黒　磯 (有)割烹石山 本町5-5 和　食 11:00～19:00 な　し 62-0128

11 黒　磯 割烹　一松 黒磯幸町1-10 和　食 11:30～22:00 不定休（予約の場合は曜日、時間お客様に合わせます） 62-0893 13:30～17:00は準備中

12 黒　磯 かつどん柏屋 戸田15-60 和　食 11:00～14:00 木曜日 74-5522

13 黒　磯 カフェ・ド グラン・ボア 本町5-19 洋　食 11:00～15:00 火曜日 64-2330

14 黒　磯 かふぇ大和屋 那須塩原店 沓掛438-24 洋　食 10:00～17:00 木曜日 73-8283 土・日（臨時休業）

15 黒　磯 生そば冨陽 本町4-4 和　食 11:00～20:00 火曜日 62-0007

16 黒　磯 喫茶店ホリデー 宮町2-14 その他 11:00～17:00 月曜日 62-2134

17 黒　磯 きみ寿司 豊浦南町87-106 寿　司 11:00～20:00 不定期 62-3579

18 黒　磯 榊原会館 豊浦中町100-603 和　食 11:00～18:00 不定球 63-0462

19 黒　磯 旬味酒彩 れん 上厚崎458-3 和　食 10:00～18:30 な　し 60-3119

20 黒　磯 食堂 和光苑 鍋掛1088-228 中　華 11:00～21:00 金曜日 64-0378

21 黒　磯 ㈱敷島ファーム 那須黒毛和牛 敷島 埼玉2-445 その他(焼肉) 11:30～15:00/17:00～20:30 木曜日 74-5729 最終入店１９:３０

22 黒　磯 スペイン料理 poco a poco 豊浦93-1 洋　食 11:30～22:30 日曜日 74-2829

23 黒　磯 寿し春 豊浦南町88-115 和食・すし 11:00～20:00 月曜日 62-0796

24 黒　磯 ステーキハウス寿 楽4号バイパス店 黒磯6-630 洋食・その他 11:00～17:00 月曜日 63-1611

25 黒　磯 ステーキ宮 黒磯店 末広町53-59 洋　食 11:00～22:00 な　し 64-2143

26 黒　磯 有限会社　清華 下田野531-37 中　華 11:00～20:00 水曜日 35-2280

27 黒　磯 蕎麦・道楽庵 下田野531 和　食 11:00～15:00 毎週水曜日 35-3770

28 黒　磯 そば処 水車 豊浦南町 和　食 11:00～14:30 日曜日・木曜日 62-4546

29 黒　磯 そば処　美乃福 下田野528-21 その他（そば店） 11:00～14:00 水曜日、第一・第三木曜日 35-3543

30 黒　磯 創作ダイニング AZUR 上厚崎378-7 その他 18:00～25:00 火曜日 74-5320

31 黒　磯 創作ダイニング ebass 若葉町7-6 真島マンション3-107 洋　食 18:00～24:00 不定休 63-9066 18:00までに予約10,000円以上配達可

32 黒　磯 ダイイングカフェ コショネ 下厚崎264-394 洋　食 11:00～18:00 月曜日 73-8004

33 黒　磯 ダイニングキッチン CIELO BLU 佐野109-6 洋　食 11:30～14:00　17:30～23:00 毎週月曜日、第1火曜日 74-6684

34 黒　磯 中華料理 胡畔 上厚崎584-3 中　華 11:30～14:00/17:00～19:30 月曜日・火曜日 63-0626

35 黒　磯 中華 百華園 埼玉8-23 中　華 11:00～14:30/17:30～20:00 木曜日 63-0172

36 黒　磯 CHINESE マリファ 東大和町1-8 中　華 11:30～20:00 月曜日 74-5963

37 黒　磯 有限会社 茶臼苑 大黒町5-1 その他 15:00～20:00 月曜日 63-8929

38 黒　磯 中華屋 昌華苑 黒磯653-26 中　華 11:00～22:00 月曜日 63-8283

39 黒　磯 中国料理 樓蘭 本町7-23 中　華 11:00～15:00/17:00～21:00 水曜日(第3火曜は昼のみ営業） 63-3300

40 黒　磯 Chus 高砂町6-3 洋　食 9:00～18:00 第2木曜日 74-5156

41 黒　磯 東天紅 鍋掛1088-652 その他 7:00～14:00 月曜日 63-6407

42 黒　磯 株式会社 なす野 宮町4-29 和　食 11:00～21:00 日曜日 64-1005

43 黒　磯 にこにこ家 並木町116-46 その他（弁当） 8:00～14:00 日曜日 63-1444

44 黒　磯 日本料理 つき邑 東大和町2-19 和　食 11:30～22:00 第一日・月曜日、日・祝日 64-2728

45 黒　磯 Han:nari 並木町116-2 その他 18:00～24:00 日曜日 73-8720

46 黒　磯 有限会社 秀寿司 末広町64-37 和食・寿司 11:30～10:00 月曜日 62-2377

47 黒　磯 ファミリー割烹 浜正 高砂町1-28 その他 9:00～11:30 日曜日・祭日 62-1175

48 黒　磯 Blink café 豊浦中町100-92 和食・洋食 9:00～18:00 火曜日 79-8038

49 黒　磯 ボリュームの幸華 西新町118-794 中　華 11:00～21:00 火曜日 64-0444

50 黒　磯 まんまてい 上厚崎394 リフレビル1F 和　食 11:30～13:30/17:00～22:00 月曜日 64-5077

51 黒　磯 Mobius～メビウス～ 若葉町3-16昌和ビル2F-A その他（スナック） 20:00～0:00 日曜日 73-8438

52 黒　磯 森の中のお野菜レストラン　クオーレ デル ソル 笹沼458-21 洋　食 11:30～15:00 木曜日・金曜日 74-2755

53 黒　磯 森 商店 沼野田和481-3 その他 11:00～15:00 月曜日 65-4410

54 黒　磯 焼肉かづや 錦町2-10 その他（焼肉） 17:00～22:00 火曜日 62-0956

55 黒　磯 焼肉ダイニング 東大和町1-9 その他(焼肉) 17:00～21:30 木曜日 63-8506

56 黒　磯 有限会社 遊山 若葉町7-11 中　華 11:00～20:00 不定休 60-0789

57 黒　磯 よしのや 新町114-24 和食(そば・うどん) 11:00～19:30 木曜日(水曜は昼のみ営業) 63-3516

58 黒　磯 ラーメン屋さん麺太郎 鍋掛1088-26 中　華 11:00～14:30/17:00～20:00 木曜日 64-2521

59 黒　磯 Re:Kitchen 青木27-2485 その他(創作料理) 11:00～15:00 水曜日 73-5450

60 黒　磯 Route-る～と- 清住町90-20 その他(カフェ) 平日14:00～18:00 土日祝日11:30～18:00 木曜日 61-1515

61 黒　磯 ルスティコ 錦町2-3 洋　食 11:30～22:00 日曜日もしくは連休最終日 62-1879

62 黒　磯 レストラン オールヴォワール 方京1-1-10 洋　食 11:30～17:00 月曜日(祝日の場合は翌日) 67-3332 弁当に限り

63 黒　磯 レストラン西欧 鍋掛1088-242 洋　食 11:30～14:00 水曜日 63-1808

64 黒　磯 和牛炭火焼肉　牛兵衛 上厚崎720-4 その他(焼肉) 11:30～22:30 水曜日 63-5571 14:00～17:00は休み

65 黒　磯 和彩　蔵 大原間212-5 和　食 17:00～23:00 木曜日 74-6324

66 塩　原 株式会社 アグリパル塩原 関谷442 和　食 10:00～15:00 無　休 35-4401

67 塩　原 旭　亭 塩原711-8 和　食 11:00～14:00 不定休 32-2109

68 塩　原 イタリア料理 ジョイア・ミーア塩原関谷店 関谷2045-1 洋　食 11:00～19:00 水曜日（臨時休業有） 35-3309

69 塩　原 榮太楼 塩原689 その他(カフェ) 9:00～17:00 不定休 32-2155

70 塩　原 えくぼ 塩原325-6 その他 18:00～23:00 水、木曜日 32-2229

71 塩　原 有限会社 恵比寿屋商店 塩原764 和　食 11:00～14:00/17:00～23:00 日曜日 32-2177

72 塩　原 お食事処 信吉 関谷2047-1 和　食 11:00～15:00 火曜日 35-3037

　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飲食店でつかエールチケット加盟店一覧　　　　　  　　　　　　　　　　　　　令和2年7月16日現在
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73 塩　原 カフェレストラン洋燈 塩原747 カフェ・洋食　 10:30～15:00 な　し 32-4000

74 塩　原 釜彦 塩原2611 その他 11:00～15:00 不定休 32-2560 しばらくの間は14:00まで営業

75 塩　原 くいものや花水木 塩原１１０８－２ 洋　食 11:30～14:00/17:00～21:30 火曜日 32-4417

76 塩　原 くだものやカフェ藤屋 塩原689 スイーツ・カレー他 11:00～18:00 不定休 32-2314

77 塩　原 こばや食堂 塩原795 スープ入り焼きそば他 11:00～15:00 不定休(主に水曜日） 32-2371

78 塩　原 しおばら千二百年物語/BLESS 塩原17 その他 9:00～18:00 不定休 32-2337

79 塩　原 SUZUの森café' 塩原683-2 その他(カフェ) 10:00～17:00 不定休 32-2178

80 塩　原 そば八 関谷1426 和　食 10:00～16:00 水曜日 35-3524

81 塩　原 有限会社 銚子屋 塩原739-1 和　食 11:00～15:00 不定休 32-2433

82 塩　原 手打そば　三條屋 塩原678-2 和　食 11:00～15:00 火曜日（都合で変更あり） 32-2064

83 塩　原 日本料理　松本 塩原706 和　食 11:30～20:00 不定休 32-2223

84 塩　原 ハンターマウンテンゆりパーク 湯本塩原字前黒 その他 10:00～15:00 期間中無休 32-4580 7月18日（土）～8月30日（日）まで

85 西那須野 居酒屋たぬき 五軒町4-37 その他 18:00～22:00 日曜日 36-2700 居酒屋料理

86 西那須野 石窯イタリアン アンジェロ 下永田1-1424-1 洋　食 11:30～21:30 火曜日 37-6993

87 西那須野 扇寿司 太夫塚1-195-8 す　し 11:30～20:00 不定休 36-2600

88 西那須野 お菓子工房 アトリエＧ 西三島3-183-158 菓子・パン 10:00～18:30 月曜日 080-2598-4745

89 西那須野 お菓子工房 エータロー 西三島2-156-24 洋菓子 9:00～19:00 火曜日 36-0483 デリバリーは \3,000以上、5㎞圏内

90 西那須野 割烹 錦鮨 下永田1-995 和食・すし 11:00～19:00 月曜・火曜(祝日は営業) 36-1876

91 西那須野 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ４７ 南郷屋144-50 和食・洋食 11:00～19:00 火曜日 55-0161

92 西那須野 かどや 扇町1-3サンマートプラザ101 そ　ば 11:00～14:30 不定休 36-4846

93 西那須野 ガブ飲みワインバル らびーた 石林666-5 洋　食 11:30～18:30 な　し 38-0165

94 西那須野 季節料理いとう家 扇町7-12 和　食 11:30～14:00/17:00～20:30 月曜日 36-0028 短縮営業中LO 20:00まで

95 西那須野 くれーぷばる千 永田町3-8 菓　子 14:00～20:00 水曜日・木曜日 070-2836-1359

96 西那須野 ㈱グローバルステップフォーワードebass 南郷屋4丁目13-1 洋　食 11:00～15:00/18:00～24:00 不定休 48-6550 18:00までに予約10,000円以上配達可

97 西那須野 クワトロクルーカラーズ 西朝日町8-14 洋　食 11:30～19:30 月曜日・火曜日 38-1385

98 西那須野 コーヒー＆サンドイッチＨＯＰＥ 永田町3-6 喫　茶 9:00～20:00 不定休 36-4814

99 西那須野 珈琲舘　純 扇町6-1 喫茶店 9:00～16:00 日曜日 36-1310

100 西那須野 酒処 和和 西大和2-12 コーサ西那須野104 和　食 17:00～23:00 日曜日 37-2939

101 西那須野 ㈲さくら食品 宇都宮餃子館西那須野店 新南463-134 中　華 10:00～20:00 な　し 37-8864

102 西那須野 松栄庵 下永田1-1009-8 うどん・そば 11:00～19:00 木曜日 36-6818

103 西那須野 島家 たまたま 高柳52-8 和　食 11:00～12:00 火曜日 53-7538

104 西那須野 仁屋 睦106-133 とんかつ・唐揚げ 10:00～21:00 不定休 53-7544

105 西那須野 旬彩寿し 幸大 五軒町1-13 マンションアカデミー1F す　し 11:30～22:00 日曜日 37-6999

106 西那須野 ステーキ＆グリル万葉 一区町237-22 ステーキ 11:00～14:00/17:00～20:00 月曜・火曜(祝日は営業) 36-4061

107 西那須野 炭火やきとり 武 下永田2-1044-6 焼き鳥 17:30～23:30 月曜日 48-6945

108 西那須野 鮮国弐しき 下永田3-4-612 和　食 18:00～24:00 火曜日 080-5047-0249

109 西那須野 千本松牧場（ジンギス館） 千本松799 ジンギスカン 11:00～15:00 ― 39-1025

110 西那須野 千本松牧場（パーラーまきば） 千本松799 その他 10:00～16:00 ― 39-1025

111 西那須野 千本松牧場（ミレピーニランチョ） 千本松799 洋　食 11:00～15:00 水・木曜日 39-1025

112 西那須野 千本松牧場（もみじ亭） 千本松799 和　食 11:00～14:30 水・木曜日 39-1025

113 西那須野 そば処 柳川 西富山113-1 そば・丼物 11:30～14:30 水曜日 36-4555

114 西那須野 食べごろ 永田町3-9-1 和　食 17:00～21:30 日曜日 37-7496

115 西那須野 竹清食堂 扇町4-5 和　食 11:00～20:00 日曜日 48-7622 注文は18:00まで

116 西那須野 チキンハウス 下永田2-1020-3 焼　肉 11:00～14:00/17:00～21:30 水曜日 36-1038

117 西那須野 チャイニーズ厨房　虎秀 西栄町2-9 中　華 11:00～14:00 18:00～23:00 月曜日 46-5171

118 西那須野 中華料理 三区 三区町618 中　華 11:00～19:30 木曜日 36-6801

119 西那須野 中華料理 阿Ｑ 南郷屋2-145 中　華 11:00～20:00 水曜日 36-4588

120 西那須野 中華 南地楼 太夫塚3-204-16 中　華 11:30～21:00 火曜日 37-6707

121 西那須野 中華料理 鴻華 扇町10-25 万第6ビル 中　華 11:30～19:30 火曜日 36-4667

122 西那須野 天ぷら割烹　天甚 太夫塚6-232-374 和　食 11:00～23:30 不定休 37-452 要予約

123 西那須野 とんかつ高田 扇町10-1万第2ビル とんかつ 11:00～14:30/17:00～20:00 火曜日・水曜日 36-3246

124 西那須野 とんかつれすとらん たちばな 下永田1-1008-2 和　食 11:30～20:00 月曜、第1･第3木曜日 37-3453

125 西那須野 那須ロワイヤル 永田町2-9-2F 洋　食 11:00～18:00 不定休 080-4154-0821

126 西那須野 ぴっこらるーじゅ 東関根1-7 洋　食 11:00～21:00 火曜日・第2月曜日 39-5237

127 西那須野 ぴっころもんど 石林317-13 洋　食 11:00～16:00 月曜日 37-0402 月・火と連休することあり

128 西那須野 ヒラソル 下永田7-1097 その他（ケバブ） 11:00～19:30 月・火曜日 080-3441-3063 キッチンカー

129 西那須野 美代志食堂 西栄町2-5 和食・中華 9:30～21:00 月曜日 36-0344

130 西那須野 ㈱フォレストプラン　てん 永田町2-9 和　食 18:00～23:00 月曜日、第1･第3日曜日 47-5089

131 西那須野 都寿司 西三島3-183-737 す　し 11:30～21:00 不定休 36-6400

132 西那須野 ラコルト Ｒａｃｃｏｌｔｏ 扇町10-25 万第6ビル1階 洋　食 17:00～20:00 火曜日 090-1113-0141

133 西那須野 ふるさとにしなす産直会農村レストランそすい庵 三区町656-2 和　食 11:00～14:00 な　し 37-7768 7月31日(金)まで

134 西那須野 和田商店 西大和5-4 やきそば 9:00～21:00 不定休 36-4135

135 西那須野 和厨房 遊膳 東町14-3 和　食 11:30～21:30 不定休 36-4135

136 西那須野 Izakaya Cava 西大和4-3 長谷川ハイツ102 和食・洋食 18:00～24:00 水曜日 46-5018 予約のみ

137 西那須野 UNOYA KITCHEN ウノヤキッチン 扇町1-3サンマートプラザ103 洋　食 11:00～19:00 不定休 53-7188 L.O 18:00

138 西那須野 ぎんなん 三区町634-122 和　食 11:30～14:00/17:30～22:00 月曜日 36-8208

139 西那須野 三川屋 三島2-14 和　食 18:00～22:00 － 36-0556 金･土･日のみ営業


