
店舗名 住所 電話番号 業種 業種備考 クーポン種別

お食事処　山楽 日光市安川町10-19 0288-54-0292 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

日光ドラバタさん 日光市安川町10-20西参道茶屋　A棟 0288-25-6970 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

旭屋支店 日光市安川町6-43 0288-53-2233 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

TABIYADO NERU-NIKKO 日光市稲荷町１丁目３６２－８ 0288-25-7570 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

カフェ ザ・シーズン 日光市花石町1826-1 0288-53-3330 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

日光くじら食堂 日光市久次良町２３８－６ 0288-53-2206 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

cafe　karin 日光市御幸町５７４－１ 0288-53-6722 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

THE STANDARD BAKERS 日光店 日光市御幸町597-2 0288-25-5531 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

日光街道ニコニコ本陣　日光かなめ屋 日光市今市733-1 0288-25-7350 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

道の駅日光ニコニコ本陣　蕎粋庵 日光市今市733-1　日光街道ニコニコ本陣 0288-25-5778 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

食事処一休 日光市細尾町１５４番地一休 0288-54-3377 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

鬼怒川温泉あけび 日光市小佐越１９－２６ 0288-76-0350 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

モンキードラゴン 日光市松原町11-6 0288-25-3310 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

NIKKO Soup 日光スープ 日光市松原町1-2 0288-25-3378 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

カフェ.フルール 日光市松原町12-1 0288-54-3113 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

ザ・金谷テラス 日光市松原町4-3東武日光駅構内 0288-54-0001 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

NIKKO GARDEN TERRACE CAFE 日光市瀬川1021-1日光だいや川公園内 0288-23-0111 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

cafe&gallery仁右衛門 日光市石屋町418-1 0288-54-0382 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

南4番Classic 日光市中宮祠2482番地英国大使館別荘記念公園 0288-55-0880 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

二荒レストセンター 日光市中宮祠2485 0288-51-0707 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

自然茶寮　廻 日光市中鉢石町９０９－１ 080-9343-0831 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

湯滝レストハウス 日光市湯元2499 0288-23-5001 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

源泉ゆの香 日光市湯元2536 0288-62-2326 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

花の宿　松や 日光市藤原19 0288-77-1221 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

しのび亭 日光市柄倉470ー2日光江戸村内 0288-76-1326 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

日光田母沢御用邸茶寮 日光市本町８ー２７　日光田母沢御用邸記念公園内 0288-25-7399 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

茶寮　日りん 日光市安川町10-20 0288-25-7906 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日光珈琲　西参道 日光市安川町10-20 0288-25-5480 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日光まるひで食堂本店 日光市安川町１０－２４安川町１０－２４ 0288-54-0250 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

本家やまびこ 日光市安川町１０番８号 0288-53-1556 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日光ゆば遊膳 日光市安川町１－２２ 0288-53-0353 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日の丸観光センター 日光市安川町5-1 0288-54-1173 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

林屋 日光市安川町5-24 0288-54-0884 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ゆばカフェ　葉月 日光市安川町5-30 0288-25-5877 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ゆばそば 日光もみぢ庵 日光市安川町5-8 0288-54-2145 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

喫茶　ベル 日光市安川町6-39 0288-53-2843 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

レストランまこ 日光市稲荷町3-321 0288-54-0939 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

そば処弦庵 日光市下鉢石町810 0288-53-3618 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

恵比寿家 日光市下鉢石町955 0288-54-0113 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

お食事処　栞 日光市下鉢石町957-2 0288-25-5745 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ディ　サポーレ 日光市鬼怒川温泉大原 0288-77-1387 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

有限会社　鬼怒川センター　和風れすとらんこだか 日光市鬼怒川温泉大原1389-24 0288-77-0611 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

BENTO CAFE KODAMA 日光市鬼怒川温泉大原1390 0288-25-3234 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

キヌガワペンションバンブー 日光市鬼怒川温泉大原1392-3 0288-25-5347 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

世界の輸入品 TASHIRO ART レストランたしろ 日光市鬼怒川温泉大原１３９８－３　１階山宮ビル 0288-77-4445 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

お食事処　杉ん子 日光市鬼怒川温泉大原1398-4 0288-76-1800 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

鬼怒川温泉　つるや 日光市鬼怒川温泉大原１３９８－６ 0288-77-1423 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ギャラリーカフェパントエ 日光市鬼怒川温泉大原1407-8 0288-25-7445 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

水辺のカフェテラス 日光市鬼怒川温泉大原1410-11 0288-77-1289 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

トラットリア・カミーノ 日光市鬼怒川温泉大原1430-2 0288-76-0867 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

東武ワールドスクウェア　カフェテリアレストラン　ワールド 日光市鬼怒川温泉大原２０９－１ 0288-77-1005 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

東武ワールドスクウェア　すふぃんくす 日光市鬼怒川温泉大原２０９－１ 0288-77-1005 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

東武ワールドスクウェア　マルシェ 日光市鬼怒川温泉大原２０９－１ 0288-77-1005 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

東武ワールドスクウェア　日光湯波処平安 日光市鬼怒川温泉大原２０９－１ 0288-77-1005 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

東武ワールドスクウェア　ラーメンハウスカーニバル 日光市鬼怒川温泉大原２０９－１ 0288-77-1005 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ものぐさの宿　花千郷 日光市鬼怒川温泉滝 0288-76-2525 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

食事処一富士 日光市鬼怒川温泉滝８０４ 0288-77-0231 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

プティホテル　セ・ボン 日光市久次良町１００番地 0288-53-3466 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

壱番屋　今市センショープラザ店 日光市芹沼　1450-1今市センショープラザ内 0288-30-5100 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ビッグボーイ日光芹沼店 日光市芹沼1441-1 012-018-1120 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

きぬがわ高原カントリークラブ内レストラン 日光市五十里７２２ 0288-78-1010 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

焼きそば専門店焼麺晃のや 日光市御幸町588 0288-25-7979 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

はま寿司日光今市店 日光市今市1063-7 0288-30-7715 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

幸楽苑　日光今市店 日光市今市1177番地 0288-30-1318 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

魚民　今市店 日光市今市1385-1　1階 0288-22-5088 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

みとや寿司 日光市今市1448-10 0288-21-2280 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

とんかつ岡 日光市今市382-3 0288-21-1336 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

道の駅日光ニコニコ本陣　本陣カフェ 日光市今市719-1 0288-25-5557 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

日光珈琲　玉藻小路 日光市今市754 0288-22-7242 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

奴寿司日光店 日光市今市本町20-7 0288-22-6627 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

レストランリトルベアー 日光市細尾町１５６番地レストランリトルベア― 0288-54-3377 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

有限会社　そば処栗山 日光市山口字東川676 0288-26-6558 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

さんない食堂 日光市山内2301 0288-54-0707 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

明治の館 日光市山内2339-1 0288-53-3751 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ふじもと 日光市山内2339-1 0288-53-3751 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

堯心亭 日光市山内2339-1 0288-53-3751 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

本宮カフェ 日光市山内2384 0288-54-1669 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ザページェント 日光市所野1541-1383 0288-53-5661 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ペンション　レスカル 日光市所野1541-2558 0288-53-0200 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

山のレストラン 日光市所野1546 0288-50-1525 2.飲食店（酒類提供あり） 紙



サッポロラーメンあかしや 日光市所野９５４ー８ 0288-53-1356 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

たくみ庵 日光市匠町7-46たくみ庵 0288-53-6323 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

CoFFee BReaK 樹仁亜 日光市松原町10-11 0288-53-4734 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

旭屋本店 日光市松原町１０－２ 0288-54-0674 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

Trattoria Gigli 日光市松原町10番地11 0288-28-9028 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

レストラン　らんぶる 日光市松原町12-3 0288-54-0466 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

かまや～カフェ・デュ・レヴァベール～ 日光市松原町12-6 0288-54-0685 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

金谷ホテルベーカリー東武日光駅前店カフェラセゾン 日光市松原町1-7 0288-54-1313 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ダイニングカフェ　湯波こまち 日光市松原町255ホテルヴィバ日光1F 0288-25-6616 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

魚民　東武日光駅前店 日光市松原町261-1　　26.モンテローザ日光ビル 2階 0288-54-3288 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

らーめん梵天　日光店 日光市松原町264-1 0288-53-6095 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

餃子のうめちゃん 日光市松原町264-2 0288-25-6934 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

カフェ　明治の館 日光市松原町4-3 0288-54-2149 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

米吉晃寿司 日光市松原町９－１ 0288-54-0752 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

油源 日光市上鉢石町 0288-54-1627 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日光湯波巻　全 日光市上鉢石町1007 0288-53-3470 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

カフェレストラン匠 日光市上鉢石町1024番地 0288-54-1108 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

そば処 神橋庵 日光市上鉢石町1024番地 0288-54-1108 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

Ｂａｒ　ｄｅ　Ｎｉｋｋｏ　くじら食堂 日光市上鉢石町１０４１－１ 090-9680-0945 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

あさやレストハウス 日光市上鉢石町1111 0288-54-0605 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

みはし 日光市上鉢石町1115 0288-54-3429 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

古民家酒房　菜音 日光市森友２８５ 0288-22-8488 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

けっこう漬本舗　森友バイパス店 日光市森友838-1 0288-22-9191 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

そば処報徳庵 日光市瀬川３８３－１ 0288-21-4973 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ココス今市 日光市瀬尾　３７－１ 0288-30-1211 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

フライングガーデン　今市店 日光市瀬尾28-1 0288-30-7335 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

古民家カフェびーどろ 日光市瀬尾2943 070-7467-1126 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

レストラン丁田屋 日光市清滝丹勢町631-3 0288-53-6288 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

のみくい処あき 日光市石屋町400-1 0288-25-6500 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ゆば亭　ますだや 日光市石屋町４３９－２ 0288-54-2151 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ユタの店 日光市中央町10-6 0288-22-6686 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

レストランシェ・ホシノ 日光市中宮祠24:8 0288-55-0212 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

株式会社中禅寺観光センター 日光市中宮祠２４７８ 028-855-0042 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

コーヒーショップスプーン 日光市中宮祠2478 0288-55-0022 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

手打ちそば新月 日光市中宮祠2478 0288-55-0074 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

フレンドリー 日光市中宮祠2478 0288-55-0027 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

カフェ　レストラン　ＭＯＯＮＢＯＷ 日光市中宮祠2478-15 0288-55-0445 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

TOKI珈琲店 日光市中宮祠2478-19 0288-25-5007 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

なんたい 日光市中宮祠２４７８の８ 0288-55-0201 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

レストラン日光 日光市中宮祠２４７９ 0288-55-0232 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

けごんプラザ 日光市中宮祠2480けごんプラザ 0288-55-0371 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

レストラン　メープル 日光市中宮祠2482 0288-55-0142 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

岡甚 日光市中宮祠2482 0288-55-0046 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

手打ちそば　かつら 日光市中宮祠2482 0288-55-0238 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

桝屋味処 日光市中宮祠2482 0288-55-0225 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ザ・リッツ・カールトン日光 日光市中宮祠2482番地 0288-25-6666 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

みはしや 日光市中宮祠2484ミハシヤ 0288-55-0112 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

江戸っ子 日光市中鉢石町916 0288-54-0293 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

大滝 日光市土呂部1350 0288-97-1106 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

会津屋 日光市湯西川1003 0288-98-0443 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

平家の里　よろず贖どころ 日光市湯西川１０４２餉の館 0288-98-0126 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

山島屋 日光市湯西川７２１－３ 0288-98-0431 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

喫茶　美鈴 日光市湯西川741 0288-98-0932 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

季節料理　山家 日光市湯西川７５１ 0288-98-0727 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

喫茶　ひがし 日光市湯西川760 0288-98-0422 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

湯沢屋 日光市湯西川７６６ 0288-98-0423 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

焼肉　山道 日光市湯西川798-3 0288-98-0055 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

わらく茶屋　茶迎館 日光市藤原1357 0288-76-4126 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ドライブイン五子 日光市藤原1357 0288-77-3700 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

旬菜蔵せんや 日光市藤原1357 0288-77-0759 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

めし処龍王 日光市藤原1357 0288-76-0829 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

竜王峡食堂 日光市藤原1357 0288-77-1857 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

龍王峡　滝見茶屋 日光市藤原1357龍王峡　滝見茶屋 0288-77-0698 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

オールラウンドホールあさの 日光市平ケ崎188-1 0288-22-1311 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

とんかつ　あづま 日光市平ケ崎306-1 0288-22-5878 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

けっこう漬本舗　今市インター店 日光市平ケ崎390-2 0288-22-3197 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　のんべい長屋 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　お狩場食事処 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　山くじら 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　竈屋 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　日本そば藪 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　信濃屋 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

両国亭柏木義市 日光市柄倉４７０番地２日光江戸村内 0288-76-1198 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

そば処　むつみ庵 日光市宝殿33-1 0288-53-6238 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

らーめん梵天　今市店 日光市豊田442-4 0288-25-3401 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日本料理　高井家 日光市本町 4-9 0288-53-0043 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

磐梯日光店 日光市本町1-1 0288-53-2555 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

金谷ホテルベーカリー　カテッジイン・レストラン&ベーカリー 日光市本町1-25 0288-50-1873 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

いちごの里カフェ日光店 日光市本町2-24 0288-25-7672 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日光珈琲 御用邸通 日光市本町3-13 0288-53-2335 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

若松石油 日光市2478-1 0288-55-0156 3.小売（お土産等） 紙



レストセンター福助 日光市安川町　4番22号 0288-54-2105 3.小売（お土産等） 紙・電子

高林堂日光かりまん 日光市安川町10-18 0288-25-3338 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　表参道店 日光市安川町4‐1 0288-53-0887 3.小売（お土産等） 紙

日光カステラ本舗西参道店 日光市安川町4-13 0288-53-0600 3.小売（お土産等） 紙・電子

文教スタヂオ　SL大樹営業所 日光市安川町4－23 0288-25-5758 3.小売（お土産等） 紙・電子

文教スタヂオ　日光営業所 日光市安川町4－23 0288-25-5758 3.小売（お土産等） 紙・電子

冨士屋観光センター 日光市安川町４番９号 0288-54-0272 3.小売（お土産等） 紙・電子

有限会社　綿半 日光市安川町7-9 0288-53-1511 3.小売（お土産等） 紙・電子

中村屋酒店 日光市稲荷町三丁目361番地7 0288-54-1356 3.小売（お土産等） 紙・電子

有限会社綿半　大通り店 日光市下鉢石町799綿半　大通り店 0288-53-3888 3.小売（お土産等） 紙・電子

藤屋商店 日光市下鉢石町809 0288-54-0097 3.小売（お土産等） 紙

勇庵 日光市下鉢石町817 080-5534-7400 3.小売（お土産等） 紙

湯沢屋 日光市下鉢石町946 0288-54-0038 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光名物御膳湯波　元祖　海老屋長造 日光市下鉢石町948 0288-53-1177 3.小売（お土産等） 紙・電子

阿原燃料株式会社　花石給油所 日光市花石町１８６６ 0288-53-1115 3.小売（お土産等） 紙

栃木地酒館　登屋本店 日光市鬼怒川温泉大原1060-162 0288-77-0305 3.小売（お土産等） 紙・電子

さかえや物産店 日光市鬼怒川温泉大原1060-24 0288-77-0403 3.小売（お土産等） 紙

盛永本店 日光市鬼怒川温泉大原1060番地 0288-77-0405 3.小売（お土産等） 紙・電子

旅の宿　丸京 日光市鬼怒川温泉大原1388-3 0288-76-0050 3.小売（お土産等） 紙・電子

おみやげ　一楽 日光市鬼怒川温泉大原1389-28 0288-77-0822 3.小売（お土産等） 紙・電子

鬼怒川温泉売店　ACCESS 日光市鬼怒川温泉大原1390鬼怒川温泉駅　改札外待合室内 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙・電子

バウムクーヘン工房はちや 日光市鬼怒川温泉大原1396-10 0288-77-1453 3.小売（お土産等） 紙・電子

フタバ快生堂薬局 日光市鬼怒川温泉大原1396-11 0288-77-1355 3.小売（お土産等） 紙・電子

有限会社栄屋製菓 日光市鬼怒川温泉大原1396-15 0288-77-0295 3.小売（お土産等） 紙

おみやげ処　すみ屋 日光市鬼怒川温泉大原１３９６－６ 0288-77-0821 3.小売（お土産等） 紙・電子

鬼怒川パークホテルズ 日光市鬼怒川温泉大原1409 0288-77-1289 3.小売（お土産等） 紙・電子

有限会社　都　酒店 日光市鬼怒川温泉大原15-69 0288-77-1402 3.小売（お土産等） 紙

御菓子処　青柳 日光市鬼怒川温泉大原17 0288-76-1197 3.小売（お土産等） 紙・電子

東武ワールドスクウェア　メルカドⅡ 日光市鬼怒川温泉大原209-1 0288-77-1005 3.小売（お土産等） 紙

東武ワールドスクウェア　メルカドⅠ 日光市鬼怒川温泉大原209-1 0288-77-1055 3.小売（お土産等） 紙

万屋商店 日光市鬼怒川温泉大原533 0288-77-0152 3.小売（お土産等） 紙

ツルハドラッグ　日光鬼怒川店 日光市鬼怒川温泉大原字坂ノ上 0288-70-1616 3.小売（お土産等） 紙・電子

鬼怒川プラザホテル 日光市鬼怒川温泉滝530鬼怒川プラザホテル 0288-76-1031 3.小売（お土産等） 紙・電子

まんじゅう処　おおあみ 日光市鬼怒川温泉滝543 0288-77-0133 3.小売（お土産等） 紙・電子

ツルハドラッグ　日光安良沢店 日光市久次良町１７７３－１ 0288-25-6848 3.小売（お土産等） 紙・電子

アベイル今市店 日光市芹沼１３６５ 0288-30-5126 3.小売（お土産等） 紙

シャンブル今市店 日光市芹沼１３６８ 0288-30-5122 3.小売（お土産等） 紙

しまむら今市店 日光市芹沼１３６８ 0288-30-1005 3.小売（お土産等） 紙

イエローハット今市店 日光市芹沼１４１３－１ 0288-21-7400 3.小売（お土産等） 紙・電子

スーパーブックス　今市店 日光市芹沼1457 0288-30-1231 3.小売（お土産等） 紙・電子

ドラッグセイムス今市モール店 日光市芹沼1470－1 028-830-7000 3.小売（お土産等） 紙・電子

松葉屋　芹沼工場 日光市芹沼1766-98 0288-21-7700 3.小売（お土産等） 紙

有限会社まつたか 日光市芹沼1988-2 0288-21-8882 3.小売（お土産等） 紙

名水の郷日光おかき工房 日光市芹沼1989-1 0288-31-1147 3.小売（お土産等） 紙・電子

ベイシアファッションセンター今市モール店 日光市芹沼字石神殿1470-1 0288-21-1111 3.小売（お土産等） 紙

日光ろばたづけ鬼怒川店 日光市栗原430-1 0288-31-1122 3.小売（お土産等） 紙・電子

Mobile Cafe NIKKO.珈琲CoCom 日光市御幸町1-5 0288-53-2458 3.小売（お土産等） 紙・電子

Nikko　Craft　Shop　８７ 日光市御幸町６１１－１ 090-4665-7714 3.小売（お土産等） 紙

有限会社菓匠おしやま 日光市御幸町614-1 0288-54-1597 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　鬼怒川店 日光市高徳955-7 0288-77-0757 3.小売（お土産等） 紙

下今市下りホーム売店　ACCESS 日光市今市1110下今市駅下りホーム 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙・電子

下今市上りホーム売店　ACCESS 日光市今市1110下今市駅上りホーム 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙・電子

松本酒店 日光市今市1206-18 0288-21-2926 3.小売（お土産等） 紙・電子

株式会社日昇堂 日光市今市1447 0288-21-0533 3.小売（お土産等） 紙・電子

阿原燃料株式株式会社　今市スマートステーション 日光市今市３３－１ 0288-30-5515 3.小売（お土産等） 紙

日光ろばたづけ今市店 日光市今市481 0288-21-1188 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光みそのたまり漬・上澤梅太郎商店 日光市今市487 0288-21-0002 3.小売（お土産等） 紙

松葉屋　本店 日光市今市594 0288-21-0658 3.小売（お土産等） 紙

道の駅日光ニコニコ本陣　castle 日光市今市719-1 0288-25-7115 3.小売（お土産等） 紙

道の駅日光ニコニコ本陣　金谷ホテルベーカリー日光店 日光市今市719-1 0288-25-5255 3.小売（お土産等） 紙

道の駅日光商業棟 日光市今市733番地1 0288-25-5557 3.小売（お土産等） 紙

コジマ×ビックカメラ日光店 日光市今市994-1 0288-21-1001 3.小売（お土産等） 紙

高級食パン専門店ブライヴォリー 日光市今市本町11-4グランドハイツドリーム105 0288-25-6910 3.小売（お土産等） 紙・電子

御土産御食事　きしの 日光市山内２２８１－３ 0288-54-0974 3.小売（お土産等） 紙・電子

コメリ日光七里店 日光市七里　６８１－１ 0288-50-1361 3.小売（お土産等） 紙

株式会社カワチ薬品  日光店 日光市七里662-1 0288-53-0830 3.小売（お土産等） 紙

株式会社　阿原正昭商店 日光市七里695-13 0288-50-1566 3.小売（お土産等） 紙

ホテルジャパン日光 日光市所野１５４１－３５ 0288-53-3111 3.小売（お土産等） 紙・電子

菓子工房　ギャルソン 日光市所野１５５０－９８ 0288-25-3585 3.小売（お土産等） 紙・電子

阿原燃料株式会社　所野給油所 日光市所野541 0288-53-1118 3.小売（お土産等） 紙

日光遊印しの 日光市松原町１０－１０ 0287-63-2211 3.小売（お土産等） 紙・電子

倉田物産店 日光市松原町10-5 0288-54-1381 3.小売（お土産等） 紙・電子

とうこう 日光市松原町１０－６ 0288-54-0123 3.小売（お土産等） 紙

日光カステラ本舗駅前店 日光市松原町10-7 0288-53-6707 3.小売（お土産等） 紙・電子

水車物産店 日光市松原町10-8 0288-54-1595 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光さかえや揚げゆばまんじゅう本舗 日光市松原町１０番地１ 0288-54-1528 3.小売（お土産等） 紙

杉養蜂園　日光東照宮店 日光市松原町10番地4 0288-53-3538 3.小売（お土産等） 紙・電子

さんりお屋　日光店 日光市松原町12-7 0288-54-0809 3.小売（お土産等） 紙

有限会社　早見商店 日光市松原町１２番地５ 0288-54-0808 3.小売（お土産等） 紙

村上豊八商店 日光市松原町256 0288-53-3811 3.小売（お土産等） 紙・電子

有限会社　日野屋酒店 日光市松原町270 0288-54-1561 3.小売（お土産等） 紙



東武日光売店　ACCESS 日光市松原町4－3東武日光駅　改札外待合室内 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙・電子

東武日光売店株式会社 日光市松原町4-3東武日光駅構内 0288-54-0670 3.小売（お土産等） 紙・電子

おみやげ処　八汐 日光市松原町５番地１ 0288-54-0632 3.小売（お土産等） 紙・電子

ウッドモック 日光市松原町9-2 0288-54-0404 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光ぷりん亭　本店 日光市上鉢石町1017 0288-25-6186 3.小売（お土産等） 紙・電子

雲ＩＺＵ日光店 日光市上鉢石町1018 0288-25-5158 3.小売（お土産等） 紙

竹内物産店 日光市上鉢石町1022 0288-54-0648 3.小売（お土産等） 紙

金谷ホテルベーカリー神橋店 日光市上鉢石町1024番地 0288-54-1108 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光物産商会 日光市上鉢石町1024番地 0288-54-1108 3.小売（お土産等） 紙・電子

元祖日昇堂　日光本店 日光市上鉢石町1038-1 0288-53-0534 3.小売（お土産等） 紙・電子

ＮＩＫＫＯ・ＮＡＳＵのラスク屋さん 日光市上鉢石町1039 0288-25-5138 3.小売（お土産等） 紙

吉田屋酒店 日光市上鉢石町１０４４‐１ 0288-54-0167 3.小売（お土産等） 紙・電子

株式会社日光食品 日光市森友1513-27 0288-22-7054 3.小売（お土産等） 紙

株式会社ダイエー 日光市森友１５１５－２０ 0288-21-2272 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光甚五郎煎餅　今市工場売店 日光市森友23 0288-21-2037 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光ろばたづけ森友店 日光市森友751 0288-21-2188 3.小売（お土産等） 紙・電子

片山酒造　株式会社 日光市瀬川１４６－２ 0288-21-0039 3.小売（お土産等） 紙

バースデイ今市店 日光市瀬川２２３-１ 0288-30-7680 3.小売（お土産等） 紙

株式会社カワチ薬品  今市店 日光市瀬尾49-2 0288-22-3221 3.小売（お土産等） 紙

松葉屋　日光店 日光市石屋町413 0288-53-5832 3.小売（お土産等） 紙

つけもの樋山　日光店 日光市石屋町４１４ 0288-53-5111 3.小売（お土産等） 紙

マリオン日光店 日光市石屋町420 0288-53-1166 3.小売（お土産等） 紙

日光人形焼みしまや 日光市石屋町440 0288-54-0488 3.小売（お土産等） 紙・電子

坂聖・日光 日光市川治温泉川治63坂聖・日光 0288-25-5539 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　今市店 日光市川室10‐6 0288-21-7641 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　菓匠庵店 日光市川室10‐7 0288-21-7723 3.小売（お土産等） 紙

山越酒店 日光市川俣573-3 0288-96-0138 3.小売（お土産等） 紙

仙波商店・モンテ日光 日光市相生町3-10 0288-54-3434 3.小売（お土産等） 紙

小松商店 日光市足尾町中才4-18 0288-93-2211 3.小売（お土産等） 紙

栃の木物産 日光市足尾町通洞5588-2 0288-93-4557 3.小売（お土産等） 紙

レストハウス　ないとう 日光市足尾町通洞5588-2 0288-93-3961 3.小売（お土産等） 紙

エンゼル 日光市足尾町通洞5588-2 0288-93-4626 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光水車蔵 日光市大桑町８４１－１ 0288-21-7878 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光たまり漬本舗つるや　田園日光店 日光市大桑町865‐3 0288-21-7151 3.小売（お土産等） 紙

ツルハドラッグ　日光大沢店 日光市大沢町字田端３１５－１ 0288-32-2268 3.小売（お土産等） 紙・電子

レークセンターひたちや 日光市中宮祠2478 0288-55-0164 3.小売（お土産等） 紙・電子

有限会社　紫明堂 日光市中宮祠2478 0288-55-0136 3.小売（お土産等） 紙・電子

有限会社みやま堂 日光市中宮祠２４７８－１５ 0288-55-0162 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光たまり漬本舗つるや　中禅寺店 日光市中宮祠2478‐15 0288-55-0701 3.小売（お土産等） 紙

佐藤物産店 日光市中宮祠2478-8 0288-55-0127 3.小売（お土産等） 紙

有限会社　小島屋商店 日光市中宮祠2478番地 0288-55-0012 3.小売（お土産等） 紙

華厳滝営業所 日光市中宮祠2479-2 0288-55-0166 3.小売（お土産等） 紙

ゑびすや 日光市中宮祠2480 0288-55-0205 3.小売（お土産等） 紙

南摩食堂 日光市中宮祠２４８０番地 0288-55-0143 3.小売（お土産等） 紙・電子

常陸屋歌ヶ浜店 日光市中宮祠2482 0288-55-0032 3.小売（お土産等） 紙・電子

歌ヶ浜　山田屋 日光市中宮祠２４８２番地 0288-55-0144 3.小売（お土産等） 紙・電子

龍頭之茶屋 日光市中宮祠２４８５ 0288-55-0157 3.小売（お土産等） 紙

三本松営業所 日光市中宮祠2493 0288-55-0313 3.小売（お土産等） 紙

三本松茶屋 日光市中宮祠2493 0288-55-0287 3.小売（お土産等） 紙・電子

鬼平の羊羹本舗 日光市中鉢石町898 0288-54-0104 3.小売（お土産等） 紙

有限会社　吉田屋羊羹本舗 日光市中鉢石町903 0288-54-0009 3.小売（お土産等） 紙

三ツ山羊羹本舗 日光市中鉢石町914 0288-54-0068 3.小売（お土産等） 紙

三福茶屋 日光市中鉢石町917 0288-25-7416 3.小売（お土産等） 紙

日光ゆば製造日光工場直売店 日光市猪倉赤堀3589-6 0288-26-4890 3.小売（お土産等） 紙

金谷ホテルベーカリー本社工場直売店 日光市土沢992-1 0288-21-1275 3.小売（お土産等） 紙

Yショップ奥日光店 日光市湯元2499湯滝レストハウス内 0288-62-8611 3.小売（お土産等） 紙

ホテル山月　お土産処 日光市湯元2541-1 0288-62-2424 3.小売（お土産等） 紙

奥日光小西ホテル 日光市湯元2549-5 0288-62-2416 3.小売（お土産等） 紙・電子

奥日光森のホテル 日光市湯元2551奥日光森のホテル 0288-62-2338 3.小売（お土産等） 紙・電子

会津屋豆腐店 日光市湯西川1003 0288-98-0443 3.小売（お土産等） 紙

平家湯波　有限会社 日光市湯西川1136 0288-98-0030 3.小売（お土産等） 紙

ふる里本舗 日光市湯西川６７８－３ 0288-98-0103 3.小売（お土産等） 紙

桓武平氏ゆかりの宿揚羽　売店部 日光市湯西川727－1 0288-98-0031 3.小売（お土産等） 紙

なすや物産 日光市湯西川759 0288-98-0426 3.小売（お土産等） 紙

有限会社　田井酒店 日光市藤原１２２４ 0288-78-0121 3.小売（お土産等） 紙

ライフアシスト滝見茶屋店 日光市藤原1357 0288-76-1381 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　日光店 日光市萩垣面2402-4 0288-53-3151 3.小売（お土産等） 紙

ツルハドラッグ　日光板橋店 日光市板橋字東原３１７４－１ 0288-32-1268 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光ろばたづけ本店 日光市文挾町438 0288-27-1122 3.小売（お土産等） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　奈美路や 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 3.小売（お土産等） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　恵比須屋 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 3.小売（お土産等） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　越後屋 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 3.小売（お土産等） 紙・電子

こけし堂日光江戸村店 日光市柄倉470－2 0288-76-1637 3.小売（お土産等） 紙・電子

寿晃堂 日光市柄倉470-2 0288-21-3272 3.小売（お土産等） 紙・電子

花町屋 日光市柄倉470-2 0288-76-1244 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光マイスイーツ店 日光市柄倉783‐１ 0288-77-2805 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　バイパス店 日光市柄倉783-9 0288-76-8722 3.小売（お土産等） 紙

鬼怒川お菓子の城 日光市柄倉７９０－２鬼怒川お菓子の城 0288-76-2255 3.小売（お土産等） 紙・電子

コメリ藤原店 日光市柄倉字沼ノ台７５３－１ 0288-70-1045 3.小売（お土産等） 紙

サトウ写真社 日光市並木町センチュリー21 0288-53-1625 3.小売（お土産等） 紙

サーティワン アイスクリームイオン今市店 日光市豊田字若林７９ー１イオン今市２Ｆ 0288-21-5631 3.小売（お土産等） 紙



オートアールズ　今市バイパス店 日光市豊田字藤ヶ久保３５５－１ 0288-22-8887 3.小売（お土産等） 紙

山内観光写真社 日光市本町１－１ 0288-53-4255 3.小売（お土産等） 紙

日光カステラ本舗本店 日光市本町1-8 0288-53-6171 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光甚五郎煎餅本舗　石田屋本店 日光市本町4-18 0288-53-1195 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光たまり漬本舗つるや　本店 日光市本町7‐40 0288-54-1591 3.小売（お土産等） 紙

とちぎ地酒　山越酒店 日光市木和田島1526-122 0288-26-0714 3.小売（お土産等） 紙・電子

株式会社カワチ薬品  大沢店 日光市木和田島1567-51 0288-26-9200 3.小売（お土産等） 紙

セブン-イレブン鬼怒川バイパス店 日光市　柄倉　沼の台770-12 0288-25-7740 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 日光塩野室 日光市塩野室町７４５－１　他２筆 0288-32-7014 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　鬼怒川温泉さくら通り店 日光市鬼怒川温泉大原１０６０‐８１ 0288-25-5311 4.コンビニ・スーパー 紙

Rマート 日光市鬼怒川温泉大原1398-15 0288-77-1180 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

セブンイレブン鬼怒川立岩店 日光市鬼怒川温泉大原1422-1 0288-77-4711 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ショッピングプラザ　ホリデー 日光市鬼怒川温泉大原1436-3 0288-76-8360 4.コンビニ・スーパー 紙

リオン・ドール鬼怒川店 日光市鬼怒川温泉大原312番地 0288-70-1311 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　鬼怒川滝店 日光市鬼怒川温泉滝字中居５９０‐１ 0288-76-3847 4.コンビニ・スーパー 紙

ベイシア今市モール店 日光市芹沼字石神殿1470-1 0288-21-1111 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　日光栗原店 日光市栗原３５６‐１ 0288-25-3963 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 今市荊沢 日光市荊沢５９９－１２６ 0288-30-7161 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　今市工業高校前店 日光市荊沢字上原６０１番地５３ 0288-22-9560 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　獨協医科大学日光医療センター店 日光市高徳６３２ 0288-76-2414 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 日光高徳 日光市高徳ミソウジ９１５番地３ 0288-70-3113 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 日光轟 日光市轟字合羽山２４番１ 0288-31-0181 4.コンビニ・スーパー 紙

ベイシアマート今市店 日光市今市1109-1 0288-30-7322 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン今市中央店 日光市今市717番地1 0288-22-7066 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

セブンイレブン日光七本桜店 日光市今市字間々上1174-2 0288-22-9977 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ローソン　日光所野店 日光市所野２‐１ 0288-25-3318 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　鬼怒川小佐越店 日光市小佐越字原５９‐１ 0288-76-3843 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 日光松原 日光市松原町２６７－１　他２筆 0288-50-3137 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン日光森友バイパス店 日光市森友大桑道下997-1 0288-22-1172 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 日光瀬川 日光市瀬川１１７０－１ 0288-30-1230 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン　日光瀬尾店 日光市瀬尾44-2 0288-30-7011 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ファミリーマート 日光清滝 日光市清滝４丁目２０１－６　他１５筆 0288-50-1366 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　日光清滝バイパス店 日光市清滝桜ケ丘町１２３‐２ 0288-53-4381 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 日光倉ヶ崎 日光市倉ケ崎字南原３９番１ 0288-30-1150 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　足尾店 日光市足尾町字片衣１７０２‐７ 0288-56-1151 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 今市大沢 日光市大沢町３２０－１ 0288-32-2261 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン日光大沢町店 日光市大沢町大沢久保1067 0288-26-2730 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 日光中央町 日光市中央町７番地１４ 0288-30-3070 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン　日光猪倉店 日光市猪倉674-1 0288-26-3777 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　今市土沢店 日光市土沢１５５９‐１ 0288-26-9788 4.コンビニ・スーパー 紙

ミニストップ下野大沢駅前店 日光市土沢５５７番地１３５ 0288-26-0324 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンーイレブン日光インター店 日光市東和町６０番１ 0288-53-5665 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

リオン・ドール日光店 日光市日光1224-1 0288-53-5561 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン　日光板橋店 日光市板橋3198-24 0288-25-3607 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

セブンイレブン今市豊田 日光市豊田448-1 0288-22-1578 4.コンビニ・スーパー 紙

イオン今市店 日光市豊田79-1 0288-30-2000 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　日光東照宮前店 日光市本町２‐３２ 0288-25-6588 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　今市大沢インター店 日光市木和田島２０７４‐３ 0288-26-3775 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン　今市木和田島店 日光市木和田島2976-13 0288-32-2345 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

東武鉄道　鬼怒川温泉駅 日光市鬼怒川温泉大原１３９０ 03-5962-0102 5.鉄道 紙

東武鉄道　下今市駅 日光市今市１１１０ 03-5962-0102 5.鉄道 紙

東武鉄道　東武日光駅 日光市松原町４－３ 03-5962-0102 5.鉄道 紙

上三依塩原温泉口駅 日光市上三依804 0288-77-2355 5.鉄道 紙

湯西川温泉駅 日光市西川481-1 0288-77-2355 5.鉄道 紙

川治湯元駅 日光市川治温泉川治129-1 0288-77-2355 5.鉄道 紙

足尾駅 日光市足尾町掛水6 0288-93-2055 5.鉄道 紙

通洞駅 日光市足尾町松原13 0288-93-0855 5.鉄道 紙

川治温泉駅 日光市藤原1077-4 0288-77-2355 5.鉄道 紙

龍王峡駅 日光市藤原1357 0288-77-2355 5.鉄道 紙

新藤原駅 日光市藤原399-28 0288-77-3777 5.鉄道 紙

中禅寺湖遊覧船 日光市中宮祠2478 0288-55-0360 8.海上運送 紙・電子

ヤマト運輸　鬼怒川センター 日光市小佐越字原１０－１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ヤマト運輸 東武日光駅センター 日光市松原町4-3東武日光駅構内 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ヤマト運輸　日光大沢センター 日光市木和田島稲荷林２０８４－３ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ヤマト運輸　日光今市センター 日光市野口２７－１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ニッポンレンタカー 鬼怒川温泉駅前営業所 日光市鬼怒川温泉大原１０６０ 0570-09-1368 12.レンタカー 紙・電子

トヨタレンタリース栃木　下今市駅前店 日光市今市1104-7 0288-22-6200 12.レンタカー 紙・電子

トヨタレンタリース栃木　日光駅前店 日光市松原町11-3 0288-50-1800 12.レンタカー 紙・電子

日産レンタカー 日光駅前店 日光市松原町１－７ 0288-50-1523 12.レンタカー 紙・電子

駅レンタカー  日光（東武日光） 日光市松原町1-7 0288-53-0938 12.レンタカー 紙・電子

ニッポンレンタカー 東武日光駅前営業所 日光市松原町４－３ 0570-09-1321 12.レンタカー 紙・電子

東武ワールドスクウェア 日光市鬼怒川温泉大原２０９－１ 0288-77-1055 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

SUP　SUP！　日光 日光市久次良町242 090-1537-6752 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

日光ストロベリーパーク 日光市芹沼　3581 0288-22-0615 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

有限会社かご岩温泉旅館 日光市高徳51-8 0288-76-2020 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

日光殿堂案内協同組合 日光市山内2281 0288-54-0641 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

One Play-it 日光市所野1550-73 0288-53-3379 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

湯處すず風 日光市小佐越19-5 0288-77-2683 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

日光那須アウトドアサービス　栃木カヤックセンター 日光市小佐越197-2 0288-77-2030 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

グランデイソーラ 日光市小佐越３２０－１ 0288-77-3500 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

日光・鬼怒川３Ｄ宇宙・恐竜館 日光市小佐越83-1 0288-70-1066 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙



日光花いちもんめ 日光市小佐越坂の下800 0288-77-0866 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

日光ベース 日光市松原町14-1 0288-25-3912 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

湯西川ダックツアー（水陸両用バス） 日光市西川478-1「道の駅 湯西川温泉」内 0288-78-0345 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

ネイチャープラネット　日光本社 日光市川治温泉高原42 0288-78-1177 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

栃木カヤックセンター奥日光出張所 日光市中宮祠2482中禅寺金谷ホテル内 0288-77-2030 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

ゆ処　山月　五識の湯 日光市湯元2533 0288-62-2166 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

平家の里 日光市湯西川１０４２ 0288-98-0126 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

絵草紙　小池屋 日光市柄倉４７０－２ 0288-25-5893 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

体験村ファミテック明神 日光市室瀬456-1 0288-22-2464 14.体験型アクティビティ 紙・電子

ボンファイヤ― 日光市中宮祠2478 080-2126-4009 14.体験型アクティビティ 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　変身処時空 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 14.体験型アクティビティ 紙・電子

ピ-トダイゴルフクラブ　VIPコ-ス 日光市嘉多蔵668 0288-26-4888 16.スポーツ 紙・電子

きぬがわ高原カントリークラブ 日光市五十里字東山７２２ 0288-78-1010 16.スポーツ 紙・電子

ピ-トダイゴルフクラブ　ロイヤルコ-ス 日光市大沢町1209 0288-26-0011 16.スポーツ 紙・電子

日光湯元スキー場 日光市湯元温泉 0288-62-2532 16.スポーツ 紙・電子

日光さる軍団劇場 日光市柄倉763番地 0288-70-1288 18.劇場、観覧場、映画館、演劇場 紙・電子

船村徹記念館ミュージアムショップ 日光市今市719-1道の駅日光日光街道ニコニコ本陣 0288-25-7771 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙

とりっくあーとぴあ日光 日光市小佐越1-4 0288-77-3565 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙

日光市足尾銅山観光 日光市足尾町通洞9番2号 0288-93-3240 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙・電子

栃木県立日光自然博物館 日光市中宮祠2480－1 0288-55-0880 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙

イタリア大使館別荘記念公園 日光市中宮祠2482 0288-55-0880 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙

日本両棲類研究所 日光市中宮祠2484 0288-25-6000 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙

中禅寺湖畔ボートハウス 日光市中宮祠2485－8 0288-55-0880 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙

平家落人民俗資料館 日光市湯西川817 0288-98-0455 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙

日光田母沢御用邸記念公園 日光市本町8-27 0288-53-6767 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙・電子

日光西町倶楽部あらとうと 日光市安川町１０－９ 0288-53-3636 21.その他 宿泊施設 紙・電子

小槌の宿鶴亀大吉 日光市安川町２－５３ 0288-54-1550 21.その他 宿泊施設 紙・電子

吉原精肉店 日光市安川町４－４ 0288-54-3304 21.その他 食肉販売 紙・電子

ホテル春茂登 日光市安川町5-13 0288-54-1133 21.その他 宿泊施設 紙・電子

日光千姫物語 日光市安川町6-48 0288-54-1010 21.その他 宿泊施設 紙・電子

春茂登旅館旅行事業部日光おでかけサロン 日光市安川町６－４８日光千姫物語内 0288-54-5427 21.その他 日帰りツアーの販売 紙

ステイ日光ゲストハウス 日光市稲荷町二丁目360番地13ステイ日光ゲストハウス 0288-25-5303 21.その他 宿泊施設 紙・電子

葛飾区立日光林間学園 日光市花石町2067-1 0288-54-0728 21.その他 宿泊施設 紙

鬼怒川温泉山楽 日光市鬼怒川温泉大原 0288-76-2211 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川グランドホテル夢の季 日光市鬼怒川温泉大原1021 0288-77-1313 21.その他 宿泊施設 紙・電子

静寂とまごころの宿七重八重 日光市鬼怒川温泉大原1060 0288-77-2222 21.その他 宿泊施設 紙・電子

伊東園ホテルニューさくら 日光市鬼怒川温泉大原1060番地 0288-77-0048 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川温泉駅ツーリストセンター 日光市鬼怒川温泉大原1390 0288-77-1158 21.その他 旅行業 紙

鬼怒川金谷ホテル 日光市鬼怒川温泉大原1394 0288-76-0001 21.その他 宿泊施設 紙・電子

庵スパ鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1394　鬼怒川金谷ホテル 080-2110-7810 21.その他 エステサロン 紙・電子

きぬ川ホテル三日月 日光市鬼怒川温泉大原1400 0288-77-2611 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川パークホテルズ 日光市鬼怒川温泉大原1409 0288-77-1289 21.その他 ホテル 紙・電子

鬼怒川パークホテルズ 日光市鬼怒川温泉大原1409 0288-77-1289 21.その他 ホテル 紙・電子

ホテルハーヴェスト鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原14-10 0288-76-0100 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ＤＤ鬼怒川バイパス店 日光市鬼怒川温泉大原１４１１－７ 0288-77-0672 21.その他 ガソリンスタンド 紙

鬼怒川　絆 日光市鬼怒川温泉大原1422-4 0288-25-7733 21.その他 宿泊施設 紙

鬼怒川ロイヤルホテル 日光市鬼怒川温泉大原1426-2 0288-77-2111 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテルサンシャイン鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原１４３７－１ 0288-77-2727 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテル栂の季 日光市鬼怒川温泉大原1438-1 0288-77-0002 21.その他 ホテル 紙

リブマックスリゾート鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原2 0288-70-1911 21.その他 宿泊施設 紙・電子

リラマックス鬼怒川店 日光市鬼怒川温泉大原2 0288-70-1911 21.その他 リラクゼーション施設 紙・電子

ホテル森の家 日光市鬼怒川温泉大原342-1 070-5556-3333 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川　湯わん。 日光市鬼怒川温泉大原358 0288-25-6874 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川温泉　ホテル万葉亭 日光市鬼怒川温泉大原390-3 0288-77-3900 21.その他 宿泊施設 紙・電子

きぬ川不動瀧 日光市鬼怒川温泉大原656 0288-76-2008 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川給油所 日光市鬼怒川温泉大原879 0288-77-0722 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

星野リゾート　界 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝 308 0570-073-011 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテル大滝 日光市鬼怒川温泉滝１５５－１ 0288-77-3355 21.その他 ホテル・旅館 紙・電子

大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱鬼怒川観光ホテル 日光市鬼怒川温泉滝359-2 0288-77-1101 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテルニューおおるり 日光市鬼怒川温泉滝37ホテルニューおおるり 0288-76-1001 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ほてる白河湯の蔵 日光市鬼怒川温泉滝483ほてる白河湯の蔵 0288-76-0020 21.その他 宿泊施設 紙・電子

きぬ川国際ホテル 日光市鬼怒川温泉滝540 0288-77-0019 21.その他 宿泊施設 紙・電子

一心舘 日光市鬼怒川温泉滝５４２―３ 0288-77-0008 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川温泉ホテル 日光市鬼怒川温泉滝５４５ 0288-77-0025 21.その他 宿泊施設 紙・電子

御宿一富士 日光市鬼怒川温泉滝798-1 0288-76-8466 21.その他 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川温泉あさや 日光市鬼怒川温泉滝８１３ 0288-77-1111 21.その他 宿泊施設 紙・電子

株式会社　緑水 日光市鬼怒川温泉滝８６１－３ 0288-77-4001 21.その他 宿泊施設 紙

NAOC 日光市鬼怒川温泉滝871 0288-70-1181 21.その他 旅行会社 紙

森のうた 日光市久次良町100番地 0288-53-0465 21.その他 宿泊施設 紙・電子

あかりの宿ヴィラ・リバージュ 日光市久次良町1814-1 0288-53-6188 21.その他 宿泊施設 紙・電子

アイメガネ今市センショープラザ店 日光市芹沼 1448-1 0288-23-0001 21.その他 小売業（眼鏡、サングラス・補聴器） 紙・電子

ケーズデンキ 日光店 日光市芹沼字松原1530-1 0288-30-1112 21.その他 家電量販店 紙

ウエルシア薬局日光今市店 日光市芹沼字石神殿1461-2 028-822-8388 21.その他 ドラッグストア 紙

ベイシア電器　今市店 日光市芹沼字石神殿1470-1 0288-30-3222 21.その他 家電量販店 紙

日光アストリアホテル 日光市光徳温泉 0288-55-0585 21.その他 ホテル業 紙・電子

（有）大久保写真 日光市高徳943-9 0288-76-8088 21.その他 観光写真販売 紙・電子

渡邊佐平商店 日光市今市450 0288-21-0007 21.その他 酒造業 紙・電子

NEW今市給油所 日光市今市53 0288-21-1486 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

かねます商事 日光市今市628 0288-22-1013 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

ニュー今市　野中給油所 日光市今市88の６ 0288-21-0878 21.その他 ガソリンスタンド 紙

(株)丸重　今市バイパスSS 日光市今市下原1232-2 0288-22-5100 21.その他 ガソリンスタンド 紙



日光交通㈱　明智平ロープウェイ 日光市細尾町深沢709 0288-55-0331 21.その他 ロープウェイ 紙・電子

日光殿堂案内協同組合 日光市山内2281 0288-54-0641 21.その他 旅行会社 紙・電子

日光東観荘 日光市山内2335 0288-54-0611 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテル清晃苑 日光市山内2350 0288-53-5555 21.その他 宿泊施設 紙・電子

別邸向日葵 日光市七里813 0288-54-2603 21.その他 宿泊施設 紙・電子

体験村ホテルファミテック 日光市室瀬456-1 0288-22-2309 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテルファミテック明神 日光市室瀬456-1 0288-22-2309 21.その他 宿泊施設 紙・電子

オーベルジュはなぶさ日光 日光市所野1458-1 0288-25-7778 21.その他 旅館業 紙・電子

大江戸温泉物語　日光霧降 日光市所野1535-1 0288-50-1222 21.その他 宿泊施設 紙・電子

リゾートインユミィ 日光市所野1541-1418 0288-53-6000 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ペンション高原の小枝 日光市所野1541-2144 0288-53-3770 21.その他 宿泊施設 紙

ペンション　アニマーレ 日光市所野1541-432 0288-53-6000 21.その他 宿泊施設 紙・電子

リゾートイン霧降プラザ 日光市所野1541-446 0288-54-1001 21.その他 宿泊施設 紙・電子

日光ワンモアタイム 日光市所野1542-265 0288-53-5651 21.その他 旅館業 紙・電子

YAMAの家 日光市所野1543－23YAMAの家 0288-53-5851 21.その他 宿泊業 紙・電子

ペンションユミィ 日光市所野1547-45 0288-53-6000 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテルユーロシティ 日光市所野１５５０ 0288-53-3838 21.その他 宿泊施設 紙

ホテルカジュアルユーロ 日光市所野１５５０－３８ 0288-53-0500 21.その他 宿泊施設 紙

日光パークロッジ 日光市所野2828-5 0288-53-1201 21.その他 宿泊施設 紙・電子

タートル・イン・日光 日光市匠町2-16 0288-53-3168 21.その他 宿泊施設 紙・電子

アネックスタートルほとり庵 日光市匠町8-28 0288-53-3663 21.その他 宿泊施設 紙・電子

うたかたフォトスタジオ 日光市匠町８ー１５ 0288-25-7399 21.その他 写真館 紙・電子

きぬの宿　志季大瀞 日光市小佐越　1-42 0288-76-3855 21.その他 宿泊施設 紙・電子

日光ステーションホテルⅡ番館 日光市松原町１７－４ 0288-53-2002 21.その他 宿泊施設 紙

五十嵐漆器株式会社 日光市松原町17-7 0288-54-1599 21.その他 体験工房と出張体験 紙

ホテルファミテック日光駅前 日光市松原町２６３－１ 0288-25-7772 21.その他 宿泊施設 紙・電子

東武日光駅ツーリストセンター 日光市松原町４－３ 0288-54-0864 21.その他 旅行業 紙

日光星の宿 日光市上鉢石町1115 0288-54-1105 21.その他 ホテル 紙・電子

日光金谷ホテル 日光市上鉢石町1300番地 0288-54-0001 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ＥＮＥＯＳ　大沢ＳＳ　（有）隅商店 日光市森友23 0288-21-2179 21.その他 ガソリンスタンド 紙

クスリのアオキ日光森友店 日光市森友738番地 0288-25-6617 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

日光東照宮晃陽苑 日光市瀬尾 1640-14 0288-53-1150 21.その他 宿泊業 紙・電子

株式会社　手塚商事 日光市瀬尾 334-6 0288-22-7878 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

宇佐美エナジー　日光給油所 日光市清滝1丁目3-20 0288-54-1783 21.その他 ガソリンスタンド 紙

登喜和旅館 日光市清滝2-3-50 0288-54-0419 21.その他 宿泊業 紙・電子

COCON NIKKO 日光市石屋町404番地2 0288-25-6625 21.その他 着物レンタル 紙・電子

一柳閣本館 日光市川治温泉高原46 0288-78-1111 21.その他 宿泊施設 紙・電子

湯けむりの里柏屋 日光市川治温泉高原６２湯けむりの里柏屋 0288-78-0002 21.その他 宿泊施設 紙・電子

リブマックスリゾート川治 日光市川治温泉川治11 0288-78-0011 21.その他 宿泊施設 紙・電子

星野リゾート　界 川治 日光市川治温泉川治22番地 0570-073-011 21.その他 宿泊施設 紙・電子

祝い宿寿庵 日光市川治温泉川治５２－１ 0288-78-1101 21.その他 宿泊施設 紙・電子

国民宿舎　渓山荘 日光市川俣 865 0288-96-0282 21.その他 宿泊施設 紙

加仁湯 日光市川俣871 0288-96-0311 21.その他 宿泊施設 紙

日光ステーションホテルクラシック 日光市相生町３－１ 0288-53-1000 21.その他 宿泊施設 紙・電子

国民宿舎かじか荘 日光市足尾町5488国民宿舎かじか荘 0288-93-3420 21.その他 宿泊施設 紙

コスモ石油大室SS(有)ショップ 日光市大室846-5 0288-26-9888 21.その他 ガソリンスタンド 紙

旅籠なごみ 日光市中宮祠2478 0288-55-0753 21.その他 宿泊施設 紙

ホテル湖上苑 日光市中宮祠２４７８ 0288-55-0500 21.その他 宿泊施設 紙

奥日光ゲストハウスJUN 日光市中宮祠2478番25 0288-25-7606 21.その他 宿泊施設 紙・電子

奥日光ゲストハウスKEI 日光市中宮祠2478番30 0288-55-0163 21.その他 宿泊施設 紙・電子

日光中禅寺湖温泉ホテル花庵 日光市中宮祠2480 0288-51-0105 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ペンション　レークス日光 日光市中宮祠2482 0288-55-0072 21.その他 宿泊施設 紙

星野リゾート　界 日光 日光市中宮祠2482-1 0570-073-011 21.その他 宿泊施設 紙・電子

中禅寺金谷ホテル 日光市中宮祠2482番地 0288-51-0001 21.その他 宿泊施設 紙・電子

シンプレスト日光 日光市中宮祠2484 0288-51-0601 21.その他 宿泊施設 紙・電子

奥日光ホテル四季彩 日光市中宮祠2485番地 0570-022-251 21.その他 宿泊施設 紙・電子

レイクサイド日光 日光市中宮祠無番地 0288-25-5854 21.その他 宿泊施設 紙・電子

みよりふるさと体験村 日光市中三依４２３ 090-9320-7761 21.その他 宿泊施設 紙・電子

みよりふるさと体験村 日光市中三依４２３男鹿の湯 0288-79-0262 21.その他 宿泊施設 紙・電子

着物レンタルうたかた 日光市中鉢石町９１８ 0288-53-6465 21.その他 着物レンタル 紙・電子

ウエルシア薬局日光インター店 日光市東和町68-1 028-853-6338 21.その他 ドラッグストア 紙

ゆ宿美や川 日光市湯元2514番地1 0288-62-2139 21.その他 旅館 紙

奥日光おおるり山荘 日光市湯元２５１９おおるり山荘 0288-62-2700 21.その他 宿泊施設 紙・電子

湯元板屋（売店部門） 日光市湯元２５３０ 0288-62-2131 21.その他 宿泊施設 紙・電子

湯元板屋（飲食部門） 日光市湯元２５３０ 0288-62-2131 21.その他 宿泊施設 紙・電子

紫雲荘 日光市湯元２５４１－２ 0288-62-2528 21.その他 宿泊施設 紙

湯守釜屋 日光市湯元2548 0288-62-2141 21.その他 宿泊施設 紙・電子

奥日光ゆの森 日光市湯元2549-3 0288-62-2800 21.その他 宿泊施設 紙

山の宿 日光市湯元2549-3 0288-62-8081 21.その他 宿泊施設 紙

ホテル花の季 日光市湯元２５４９－４ 0288-62-2426 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ほのかな宿　樹林 日光市湯元2549-7 0288-62-2411 21.その他 宿泊施設 紙・電子

スパビレッジカマヤ別館　湯恵山荘 日光市湯元2549-8先湯恵山荘 0288-62-2888 21.その他 宿泊業 紙・電子

スパビレッジカマヤ 日光市湯元2549番地28スパビレッジカマヤ 0288-62-8228 21.その他 宿泊業 紙・電子

奥日光高原ホテル 日光市湯元2549番地６ 0288-62-2121 21.その他 宿泊施設 紙・電子

スワローレンタサービス株式会社湯沢　日光湯元店 日光市湯元2553-7 0288-62-2235 21.その他 スポーツ用品のレンタル（スキー・スノボ中心） 紙・電子

休暇村　日光湯元　喫茶 日光市湯元温泉 0288-62-2421 21.その他 宿泊施設 紙・電子

休暇村　日光湯元　売店 日光市湯元温泉 0288-62-2421 21.その他 宿泊施設 紙・電子

休暇村　日光湯元　フロント 日光市湯元温泉 0288-62-2421 21.その他 宿泊施設 紙・電子

上屋敷平の高房 日光市湯西川１４８３ 0288-98-0336 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテル湯西川 日光市湯西川597 0288-98-0370 21.その他 宿泊施設 紙・電子

彩り湯かしき花と華 日光市湯西川６０１ 0288-98-0321 21.その他 宿泊施設 紙・電子



湯西川白雲の宿山城屋 日光市湯西川７１５番地 0288-98-0311 21.その他 宿泊施設 紙・電子

本家伴久 日光市湯西川749 0288-98-0011 21.その他 宿泊施設 紙・電子

福田理容所 日光市湯西川751 0288-98-0146 21.その他 理容店 紙

湯西川館 日光市湯西川783-2 0288-98-0316 21.その他 宿泊施設 紙

はたご松屋 日光市湯西川818番地 0288-98-0008 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテル日光・鬼怒川インみやさき（ゆば御膳みやざき） 日光市藤原１ 0288-77-1155 21.その他 宿泊施設 紙・電子

大江戸温泉物語　ホテル鬼怒川御苑 日光市藤原1-1 0288-77-1071 21.その他 宿泊施設 紙・電子

有限会社　片山油店　川治ＳＳ 日光市藤原１２１９ 0288-78-0003 21.その他 ガソリンスタンド 紙

若竹の庄 日光市藤原１３６ 0288-76-3000 21.その他 宿泊施設 紙・電子

絹の渓谷　碧流 日光市藤原19-25 0288-77-0818 21.その他 宿泊施設 紙・電子

スキー＆スノーボードレンタル　SRS KINUGAWA 日光市藤原311 0288-78-0316 21.その他 レンタルスキー 紙

奥の院ほてるとく川 日光市日光2204奥の院ほてるとく川 02-8853-3200 21.その他 宿泊施設 紙・電子

有限会社山越油店栗山サービスステーション 日光市日向４９６ 0288-97-1754 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

梅屋敷旅館 日光市萩垣面2398 0288-54-1145 21.その他 宿泊業 紙

ホテル高照 日光市萩垣面2400-1 0288-53-1311 21.その他 宿泊業 紙

江戸ワンダーランド　日光江戸村 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 21.その他 テーマパーク 紙・電子

有限会社　片山油店　鬼怒川ＢＰＳＳ 日光市柄倉７６３ 0288-76-1123 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

ガーデン日光ゲストハウス 日光市並木町14-5グランドクローニキャッスルB１０１ 090-1133-0060 21.その他 宿泊業 紙・電子

ENEOSジェイクエスト 今市店 日光市豊田358-2 0288-30-5059 21.その他 ガソリンスタンド 紙

カインズ　今市店 日光市豊田406 0288-30-3333 21.その他 ホームセンター 紙

豊田今市給油所 日光市豊田41-5 0288-30-1717 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

ユニクロ 今市店 日光市豊田44-1 0288-30-5133 21.その他 アパレル 紙・電子

紳士服コナカ　今市店 日光市豊田446-1 0288-30-3335 21.その他 小売（衣料品等） 紙・電子

サトーカメライオン今市店 日光市豊田７９－１イオン今市店内 0288-25-6610 21.その他 小売業 紙・電子

ふふ 日光 日光市本町1573-8 0288-25-5122 21.その他 宿泊施設 紙・電子

日光ぐりーんほてる懐かし家風和里 日光市本町9-19ニッコウグリーンホテルナツカシヤフワリ 0288-54-2002 21.その他 宿泊施設 紙

クスリのアオキ大沢店 日光市木和田島1564番地13 0288-25-6131 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

ウエルシア日光今市大沢店 日光市木和田島1567-4 028-826-9158 21.その他 ドラッグストア 紙

大野屋 日光市野門281 0288-97-1425 21.その他 宿泊施設 紙


