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一般社団法人栃木市観光協会 令和４年度 会員一覧 【４７８件】

㈱アールイーナンバー 金朝商事㈱ ㈲随想舎
R９ Hostel　栃木駅前 かねふくストア ㈱スクラムフーズ
青木ソバ粉㈱ ㈱金桝屋菓子店 須藤製麺所
レストラン 赤城亭 ㈱かのこ庵 ㈱スパサンフジ栃木温泉 湯楽の里

そば処あがた カフェアイビーコテージ 成都酒家
農事組合法人アグリテック栃木 ㈲釜屋 ㈱五月女タイヤ商会
あだち好古館 亀家 染谷食品㈲
あづま家 からくり屋 有限会社ソワール
油伝味噌㈱ ㈱革工房コバヤシ 第一印刷㈱
㈲阿部呉服店 ㈲川魚瀬下 大正紙器㈱
荒井俊邦 関東自動車㈱佐野営業所 ・栃木車庫 タカ食品工業㈱
㈲新井塗料店 ㈲ききょう たかじん
荒川修一 ㈲岸印刷 高田スエ子
アンティック時代屋 ぎゃらりいぜん㈱ 滝沢ハム㈱
イートミーサンドイッチ 久内釜めし店 田源石灰工業㈱
イオンリテール㈱イオン栃木店 手打蕎麦 蕎庵秀明 ㈲辰元
五十畑商店 京都すずなり屋 栃木倭店 田中提灯店
栃木天然温泉いきいき夢ロマン 空禅～ku-zen～ ㈱田村商事
割烹池田屋 蔵の街ダイニング蒼 樽見美智子
石本設計 蔵の街とちぎおいしいじゃがいも入り焼きそば研究会 手打そば処太郎庵ふく田
㈲いしやま 蔵の街観光バス㈱ ㈲ぢがみ商店
㈲市川京染京呉服店 蔵の街遊覧船 ㈲ちづか家
いづみ家 茶房蔵や ちゃとら
出流観光会 CLOVER栃木乗馬クラブ 長栄軒
出流山満願寺 石挽そばくろみや 千代田タクシー㈲
㈲いづるや ㈲ケイエス自動車整備工場 都賀カンツリー倶楽部
出井書店 ケーブルテレビ㈱ （財)塚田歴史伝説館
いとはん ゲストハウス蔵の街キッチン ㈱ティーエムアート
岩下の新生姜ミュージアム 光苑 ㈱テイピー
岩本屋 ㈱光玉 Tennis Shop BEST
㈲ヴィーヴル総研 小江戸そば好古壱番館 ㈲寺田電機工業所
魚宇 幸楽 ㈱東武宇都宮百貨店栃木市役所店

うだちの会 栃木市アンテナショップまちの駅コエド市場 東武鉄道㈱
うまか亭 古里家 東武トップツアーズ㈱栃木支店
(福）うまぐりの里ゆーあい工房 ㈲コスモス ㈲栃木衛生実行社
ＨＭスタイル 小松電気㈱ （協）栃木卸センター
大塚工業 こまどり楼 栃木環境オフィス
太平山観光会 悟理道珈琲工房 栃木観光開発㈱
太平山神社 ㈲酒善商店 栃木グランドホテル㈱
おおわだ酒店 ㈲櫻井不動産 ㈲栃木興業
㈲岡田嘉右衛門記念館 佐藤雄造 栃木合同タクシー㈱
小川光男 そば処さとや 栃木市観光ボランティア協会
㈱お茶の小井沼 ㈱佐山 栃木市議会議員団
㈱乙女屋蔵の菓栃木本店 ㈱Salon de Riz 栃木市金融団
快眠館大二 サンドブラスト工房エルザ 栃木市たばこ組合
香り処 穂の香 サントリースピリッツ㈱梓の森工場 栃木市栃木文化団体連絡協議会
柿沼木工所 ㈱サンプラザコーポレーション 栃木商工会議所
㈲カサハラ工房 ＪＡしもつけ 栃木精工㈱
㈱柏倉温泉太子館 志鳥正樹 ㈲栃木大気堂
かしわずし 篠木芳江 栃木木材協同組合
㈱カシワヤ ㈱ジャパンバルーンサービス 栃木家
㈲片岡写真館 ㈱正和 栃南タクシー㈲
香取屋 昭和パック㈱ ㈲トップサービス
かな半旅館 蕎麦処新喜庵 ㈱トヨタレンタリース栃木
㈱金谷ホテルベーカリー 神明宮 トラットリア ピアンピアーノ
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㈲トレンディハウス ファミリーマートベツイ栃木倭町店 ㈱マロニエ
㈲中沢製麺 ふーちゃんはんこ工房 三毳不動尊
㈱永田製作所 福寿屋 みかも焼
㈱中根製作所 福松 道の駅にしかた管理運営会社㈱ニックス

サンプラザグループ㈲仲乃家 福松家 妙唱寺
永山電機㈱ ふくや食堂 民宿いづる
まぜそば専門店 泣きむし王子 冨士鋼業㈱ むさし家
㈱ニッコークリエート 旬鮮めん処不二屋 メガックス企画
日光珈琲 蔵ノ街 Book＆カフェなずな ㈲モミヂヤ
㈱日本旅行栃木支店 ㈱フットワーク ㈱もめん弥
HeartTownFUJIOKA 舟見茶家 盛屋商店
萩原製樽 ㈱武平作 山田家
橋本誠商店 Freefall Warriors 合同会社 ㈱山星島崎
㈱花の弥 ふれあいの森指定管理者みかも森林組合 ㈱山本総本店
早川酒店 PlateshopTD 山本有三ふるさと記念館
㈲林屋本店 FROGS GARDEN ラーメン太麺太君
東日本旅客鉄道㈱足利駅 ぶんか食堂 ㈱ランデブー
ビジネスホテル手束 北関酒造㈱ 利久
ビジネスホテル柳泉 ホテルサンルート栃木 Living Works㈱ （TOUKOUSYA）
Bistro蔵友 ポワロー 両毛印刷㈱
日ノ出印刷㈱ ㈱ホンダカーズ栃木中央　栃木バイパス店 Lei木杢ki
日の出家 まごころの味ゆたか ㈲レストラン リヴァージュ
ヒマラヤカレー 松乃家 若色看板㈱
平井焼 松屋 wakura cafe
廣田製菓店 丸三産業㈱ 渡辺賀子

㈱あべミルク 岩崎　孝子 須藤　明己
いすゞ自動車㈱栃木工場 内海　孝 須藤　勲
㈱エアリアルジャパン 大山　幸夫 関口　一夫
NPO法人自然と人間の森おおひら 川崎　宏一 関　文子
NPO法人太平山南山麓友の会 川田　文男 関　学
大平町観光ぶどう園協議会 神原　福美 高橋　啓勇
おおひらコンシェルジュ 小林　昭夫 津布楽　定男
大平町商工会 小林　健一 津布楽　直樹
大平スカイクラブ 小林　孝男 津布楽　文江
大森　淳 小林　隆志 富田　克己
三立工業㈱ 小林　壮行 富田　新吾
鈴木　常敏 小林　秀己 富田　安彦
清水寺 小林　宏明 富田　裕貴
チキレボ 小林　文雄 成田　正夫
栃木オフィス機器 猿山　愛子 野原　浩
栃木銀行大平支店 猿山　英子 藤野　勝次
仲三河　マコト 猿山　喜代実 松本　一成
日冷工業㈱ 猿山　フミ 松本　和宏
日立グローバルライフソリューションズ㈱ 猿山　義昭 松本　文夫
まちの駅ネットワークおおひら 塩田　修 松本　芳夫
天海　清 白沢　茂夫 森田　英世
天海　義文 杉田　政三 山本　吉郎
荒川　昌明 杉田　康夫
石原　真一 杉田　勇二
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藤岡町商工会 藤岡ライオンズクラブ みづほ製麺
下野農業協同組合　 酒井　一則 駄菓子屋えんにち
㈱足利銀行藤岡支店 藤岡町太田ふれあい加工所 Crêpe Marche´
栃木信用金庫藤岡支店 本格芋焼酎こなら娘振興連絡協議会 ㈱HIDO　(ヒド　ケバブ)
道の駅みかも再生プロジェクトグループ ふじおかリフォームサポート会 ㈱SK　(ハッピーチャッピー)
栃木市藤岡町観光甘藷栽培組合 ㈲スダ ニューフレッシュキッチン 上里宗平(MAMIANA沖縄)
よさこい藤岡運営委員会 Ｂ級グルメ館 光の鳥
ハートランドまちづくり隊 ㈲藤浪商店 あかま水産

ビー・ブラウンエースクラップ㈱栃木工場 ㈲青木石油 都賀町商工会
原木屋産業㈱ ㈲佐藤アルミ工業 都賀の座敷箒　荒木時三商店
都賀カンツリー倶楽部 ㈲日向野自動車 本多　徳郎
からあげ鳥亀 桔梗会 内田　繁
農業法人大出園芸 栃木植物園　 都賀特産品販売部会 早乙女　雅彦
栃木信用金庫都賀支店　 ＪＡしもつけ都賀地区 小田垣　佳男

㈲佐藤金物店 パナトピアモリシタ 若林電気商会
㈲松波 佐藤商事㈲ 飯沼銘醸㈱
金崎タクシー 浅野商店 ㈱飯沼
㈲稲安 川上建設㈱ ㈲増山自動車整備工場
鹿沼相互信用金庫金崎支店 寺内製菓 増尾リサイクル㈱
針谷畳工業 ㈲大里油店 ㈱アンジョウ
松屋製菓本店 藤田商店 わがい不動産
花いろ 山川菓子店 真名子そば
増山衣料店 ㈲八百林商店 おぎわら建築
早乙女靴店 ㈲ムギクラ JAかみつが西方地区筆頭理事 早乙女晴夫

㈲山中薬局 医療法人社団厚生会西方病院 エーピーエフ㈱

NPO法人岩船山クリフステージ ㈲青木商店 寺内　実
㈱オノザワ設備 落合建設工業㈱ 加藤　千代
(医)聖生会　松永医院 ㈲岩舟ダイカスト 渡辺　仁一
(医)木水会　小松原医院 岩舟町設備業組合 鈴木　孝雄
しまだクリニック やまこ産業（株） 斉藤　栄吉
石川歯科医院 新井ぶどう園 青木　一男
㈱花商 ㈱しもつけ観光バス 麦倉　一夫
㈱みすぎ庵 手打そば　浪崎 斧澤　良成
そば処  円仁庵 共栄ラーメン 森崎　数明
(宗) 恵生院 エド・オータヤ 亀田　　信
(宗) 東光寺 （有）川原井製作所 舘野 　 栄
(宗) 高勝寺 ㈲アップル精工 大島　三郎
(宗) 大慈寺 美光堂印房 舩田　公平
(宗) 高平寺 美容院　ティアラ 井上キヨ子　　
(宗) 村檜神社 静和観光　 松井　久
(宗) 三鴨神社 竹寿し 佐山梨園
岩舟町商工会 朝田屋 上　　敬夫
岩舟町ぶどう生産出荷組合 ㈱福田土木 瀬下　敏明
岩舟町静和梨生産出荷組合 熊倉管工電設㈱ 山中　憲夫
㈱観光農園　いわふね 岩舟タクシー㈱ 永田　昌弘
宮ビルサービス㈱ 安全タクシー 厚木 教明
㈱ソエル ㈲佐山精工 江森　洋子
安藤設備工業㈱ フジクリーン 針谷　育造
㈱五十畑組 鯉沼自動車整備工場 島田　家得子
富田建設㈱ ㈱アイサイン 三柴　茂
㈱天狗屋養蜂店 島田屋 麦倉　敏雄
㈱オオデ設備 栗原　政男 時田くんちのからあげ
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山田　正憲 斉藤　つる子 菅沼　喜代子　　
大島　純一 海老沼グリーン 水戸部　芳広
大島　良雄 小林　眞智子 落合　裕美子　
苗木　裕 木村　洋子 田中いちご園
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