
【飲食業】

店舗名 地区名 電話番号 営業時間 定休日 備　考

イタリアン　オッティモ 宝石台 675-5387 11：30～15：00 木曜日

居場所「花の丘」 花岡 688-7951 10：00～16：30 土・日

宇都宮みんみん 高根沢店 光陽台 675-0609 11：00～20：00 基本火曜日 不定休あり

大泉ドライブイン 上高根沢 675-3509 10：00～20：00 無休

大楽亭 宝積寺 675-1964 11：00～21：30 木曜日、第2日曜日 ラストオーダー 21：00

お食事処 あづま 宝積寺 675-1007
11：00～21：00（土・日・祝）
11：30～21：00（平日） 木曜日

かじや 光陽台 675-0931
11：30～13：30
17：00～23：00

月曜日

季節膳 ふく田 宝積寺 675-0056 11：00～22：00 月・火曜日

肴処 おかもと 宝積寺 675-5911 17：00～24：00 火曜日

幸寿司 宝積寺 675-1741
11：00～14：00
17：00～22：00

月曜日

そば処　昭陽 平田 676－0682
11：00～14：00
17：00～21：00

火曜日

大宝寿司 宝石台 675-2665 11：00～22：00 月曜日

高根沢漁港 大介丸 上高根沢 678-8221
11：00～14：00
17：00～21：00

月曜日 ラストオーダー20：30

中華居酒家 謝々 宝石台 675-6593
11：30～14：00
17：00～21：00

水曜日

中華昭和軒 宝積寺 675-4421
11:00～14:30
17:00～21:00

火曜日

中国料理 天昇 花岡 676-3266
11：00～14：00
17：00～21：00

月曜日

ちょっ蔵食堂 宝積寺 306-0612 11：00～21：00 毎月1日

手打ちそば・うどん　八溝 石末 675-7138
11：00～14：30
17：00～20：30

火曜日

とんかつ渡辺 宝積寺 675-1073 11：30～21：30 木曜日

美食俱楽部 おおはし 花岡 676-0937
11：00～13：30
17：00～21：00

月曜日　不定休あり

藤寿司 宝積寺 675-0203
11：30～13：30
17：00～22：00

火曜日

穂づみ 光陽台 675－9423
11：30～14：00
17：30～21：00

水曜日

焼肉　宝州島 宝石台 675-5387 17：00～22：30 木曜日

焼肉Dining 景福苑 宝積寺 678-8763
11：30～14：30
17：30～22：30

火曜日

焼食のくろちゃん 太田 676-2552
11：00～14：00
16：30～18：30

水曜日、
第２土曜日、翌日曜日 予約受付10：00～

ラーメン居酒屋 天華 宝石台 680-6132 11：00～25：30 火曜日

レストラン バンボシュ 宝積寺 675-5476
11：30～15：00
18：00～22：00

月

レストラン ボルドー 宝石台 675-1008 11：00～22：00 水曜日

和食レストラン麻希 光陽台 675-5181
11：00～17：00　月・木
11：00～22：00　水・金・土
11：00～21：00　日・祝祭日

火曜日

【食料品・日用品等小売業】

店舗名 地区名 電話番号 営業時間 定休日 備　考

mama kitchen 宝積寺 688-7362 11：00～19：00 水曜日 臨時休業有り

あおしか 上高根沢 675-2369 10：00～19：00 木曜日

朝日屋本店 宝積寺 675-0030 8：00～18：30 なし

朝日屋本店　バイパス店 光陽台 675-4076 8：00～18：30 なし

魚鉄 宝積寺 675-0258 9：00～19：00 日曜日

株式会社 村上酒店 本店 宇都宮市　板戸町 670-8899 9：00～19：00 日曜日・祝日

株式会社 村上酒店 高根沢支店 宝積寺 678-8070
平日 10：00～20：00
土・日 10：00～19：00 火曜日・祝日

株式会社那須バイオファーム 花岡 676-0770 8：00～17：00 なし

カンバヤシ 宝積寺 675-0130 8：00～18：00 なし

金齢堂 宝積寺 675-0059 8：30～19：30 不定休

ケーキのお店 ジョリー 宝石台 675-2759 9：00～19：00 毎週火曜、木曜
12月の店休日は未定
（定休日に営業も有）

こぼり酒店 宝積寺 675-2450 8：00～19：00 日曜日・祭日

シェ　オカヤマ 光陽台 675-6773 10：00～20：00 月曜日

つたや 宝積寺 675-2739 9：00～18：30 火曜日

電ねっとヒグチ
（㈲ヒグチ電器）

宝積寺 675-2362 7：00～19：00 水曜日

肉のこぼり 花岡 676-0029 9：00～19：00 なし

はせ川 飯室 676-2511
9：00～12：00
14：00～17：00

月・火曜日

桧原金物店（リフォーム
サービスひばら）

伏久 676-0016 7：00～18：00 日曜日

ひろ希 宝積寺 675-8770 10：00～14：00 水曜日

ミートショップ　こしみず 宝積寺 675-0247 9：00～19：00 木曜日

有限会社 加藤商店 平田 676－0041 9：00～17：00 なし



有限会社 鎌草電器商会
（パナトピア カマクサ）

上高根沢 675-3596 9：00～19：00 水曜日

有限会社 つな川 宝石台 675-4680 9：30～19：00 水曜日

有限会社エビス電器 光陽台 675-2081 9：00～19：00 木

有限会社はなゆう 本店 石末 675-2776 10：00～18：00 日曜日

有限会社はなゆう
とりせん高根沢店

光陽台 675-5611 10：00～19：00 なし

有限会社はなゆう
リオンドール高根沢店

宝積寺 675-4712 10：00～19：00 なし

ライフページ ヨシバ・ヨシバデンキ 太田 676-0861 9：00～19：30 水曜日

冨士乃屋酒店 太田 676-0870 7：00～18：00 なし 11/1参加店登録

【車輌関係・燃料等小売業】

店舗名 地区名 電話番号 営業時間 定休日 備　考

Gufo Cycle Works 宝石台 612-8551 15：00～20：30 火・木

TYRE SHOP 増渕 石末 675-0663 9：00～19：00 日曜、祝日

齋藤カーサービス 上高根沢 680-3119 8：00～20：00 日曜日、祭日、年末年始

ダイハツ高根沢 花岡 676-7008 10：00～19：00 月曜日

塚原輪店 宝積寺 675－0658 9：00～18：00 日・祝祭日

有限会社 植木商店 上高根沢 675-3360
平日 7：00～19：30
祝祭日 8：00～18：00 日曜日

有限会社　オートギャラリー栃木 宝石台 675-6111 9：30～18：00 月曜日・祝日

有限会社 山本自動車販売 宝積寺 675-5677 9：00～18：00 日曜・祝日

【衣料品等小売業】

店舗名 地区名 電話番号 営業時間 定休日 備　考

おしゃれの店 シミズヤ 宝積寺 675-2234 9：00～18：00 不定休

黒内衣料品店 石末 675-0666 8：30～18：30 なし

ファッションハウス ナガタ 宝積寺 675-0078 9：00～18：00 日曜日

増子洋品店 伏久 676-2630 9：00～18：00 日曜日

有限会社 サムスポーツハウス 宝積寺 675-3361 9：30～19：00 水曜日

【理容業・美容業】

店舗名 地区名 電話番号 営業時間 定休日 備　考

駅前理容所 宝積寺 675-6991 8：00～19：00
火曜日・　第1、第3月
曜日

チエ美容室 上高根沢 675-3724 9：00～17：00
火曜日、
第3 日・ 月・火 連休

とこやさん 宝石台 675-7564 9：00～19：00
火曜日、
第1、第3月曜日

ビューティーサロン マキ 宝積寺 675-2062 9：00～17：00 火曜日

美容室　a,live 光陽台 675-8221 9：00～19：00 火曜日、第3月曜日

美容室　イリュージョン 花岡 676-1448 9：30～19：00 火曜日

美容室プリネオ 宝積寺 675-2673 9：30～17：30
火曜日、第３月曜
日

予約のみ

メメ　クンスター 宝石台 675-5867 9：00～19：00
毎週火曜日、
第2、第3は火・水連休

理容室 rocket 光陽台 675-6942 9：00～19：00 火曜日

ロケット ビューティー 光陽台 666-4727 10：00～20：00 火曜日

【その他】

店舗名 地区名 電話番号 営業時間 定休日 備　考

Deluxe Cable 宝積寺 090-7812-0005 10：00～18：00 月・木

Maeda Hiroko 宝積寺 － 11：00～18：00 水・木

東写真館 花岡 676-0043 8：00～19：00 第1、第3日曜日
スタジオ撮影の方は撮影を致
しますので、ご連絡下さい

大森果樹園 下柏崎 676-1976 9：00～17：00 不定休

カイロプラクティック　リボーンズ 宝石台 612-6324 9：00～19：00 水・木・日

株式会社 ダイサン印刷 石末 675-2017 8：30～17：30 カレンダー通り

株式会社 矢野造園 栗ケ島 676-1852 9：00～17：00 日曜・祝日

小堀畳店 太田 676-1458 8：00～18：00 日曜日・年始

斎藤写真館 宝積寺 675-0131 9：00～19：00 日曜日・祝日

齋藤畳店 石末 675-0111 8：00～17：00 日曜日・祝日
営業時間、定休日はお客
様の都合に合わせます

チーム四大
シダイ

（スピリチュアル相談とハンドメ

イド雑貨のお店）
宝積寺 080-8847-3855 10：00～19：00 不定休 相談は要予約

ちょっ蔵情報発信館 宝積寺 675-0004 10：00～15：00 なし
コロナの影響により変更の
可能性あり

手づくり工房 たんたん田んぼの 宝積寺 090-9230-5504 10：00～18：00 月・火・水

仁井田タクシー有限会社 文挟 676-0040
0120-37-8188

7：00～23：00 年中無休 年始除く


