お 知 らせ
5月1日から対象外となった施設・店舗

【グルメ】
「日本料理 月の兎」

2022年5月1日現在

グルメ
店名

住所

電話

サービス内容
受付時提示／食事注文の方全員

1 ステーキ宮 宇都宮店

宇都宮市上戸祭町519-15

TEL.028-627-0888

ドリンクバーサービス

2 ステーキ宮 越戸店

宇都宮市越戸町90-1

TEL.028-662-6181

ドリンクバーサービス

3 ステーキ宮 田下店

宇都宮市田下町145-1

TEL.028-652-3815

ドリンクバーサービス

4 ステーキ宮 鶴田店

宇都宮市鶴田町字前畑228-10

TEL.028-647-5711

ドリンクバーサービス

5 ステーキ宮 西川田店

宇都宮市西川田町430-1

TEL.028-645-8832

ドリンクバーサービス

6 ステーキ宮 ベルモール店

宇都宮市陽東6-2-1
ベルモール内1Fレストランパーク

TEL.028-613-0889

ドリンクバーサービス

7 ステーキ宮 簗瀬店

宇都宮市東簗瀬1-36-5

TEL.028-639-1085

ドリンクバーサービス

受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員

8

美酒・創菜ダイニング 寧々家 宇都宮駅前店

宇都宮市駅前通り3-1-8 藤江ビル1F

TEL.028-639-0044

会計時提示／食事注文の方全員

9

美酒・創菜ダイニング 寧々家 宇都宮駅東店

宇都宮市宿郷3-4-18

TEL.028-637-3815

会計時提示／食事注文の方全員

美酒・創菜ダイニング 寧々家 西川田店

宇都宮市西川田本町3-25-31

TEL.028-659-5371

会計時提示／食事注文の方全員

11 焼きそば☆ばそき家 岡本店

宇都宮市下岡本町4539-1

TEL.028-671-1400

会計時提示／焼きそば中サイズ以上注文の方全員

12 焼きそば☆ばそき家 上戸祭店

宇都宮市上戸祭町3031-3

13 焼きそば☆ばそき家 鶴田店

宇都宮市鶴田町1511-7

TEL.028-647-5400

14 日光スパ屋

宇都宮市石那田町456-2

TEL.028-669-2651

ソフトドリンク１杯サービス

15 羽黒山荘 田楽茶屋

宇都宮市今里町1444

TEL.028-674-3330

みそおでん一皿サービス

16 まぐろ・うどん ゆるりや

宇都宮市中里町225

TEL.028-674-3880

ソフトドリンク１杯サービス

17 宇都宮スパ屋

宇都宮市下岡本町4547-12

TEL.028-673-5081

ソフトドリンク１杯サービス

18 中国料理 小閣樓 宇都宮店

宇都宮市宝木本町1140

TEL.028-665-0910

コーヒー
（HotまたはIce）1杯サービス

19 黒潮鮨 本店

宇都宮市下川俣町206-32

TEL.028-662-9640

ソフトドリンク１杯サービス

20 和処ダイニング暖や 上戸祭店

宇都宮市上戸祭町519-2

TEL.028-643-3911

21 ののじ坂の下店

宇都宮市戸祭町2229

TEL.028-678-5178

プチデザートサービス

22 レストラン・アルページュ

宇都宮市下戸祭1-12-7
サンハイツ大渕2

TEL.028-650-5543

おまかせ料理1品サービス

23 幸麺

宇都宮市戸祭元町４-５

TEL.028-623-4455

受付時提示／ラーメン注文の方全員

宇都宮市越戸3-15-5

TEL.028-662-0039

受付時提示／ラーメン注文の方全員

25 日本海庄や 宇都宮本店

宇都宮市東宿郷2-6-3

TEL.028-636-1378

会計時提示／1人あたり2,000円以上のご利用で全員

26 ビストロキャトルズ

宇都宮市駅前通り3-1-1 後藤ビル1F

TEL.028-680-7526

おまかせ料理1品サービス

27 ブラッスリー ラ・トゥール

宇都宮市駅前通り1-5-2
ホテルサンルート1F

TEL.028-680-4641

おまかせ料理1品サービス

28 酒守 勘兵衛

宇都宮市駅前通り3-1-5つちやビルB1F

TEL.028-612-8228

おまかせ料理1品サービス

29 5＄‐Five Dollars‐

宇都宮市馬場通り3-1-21 馬上ビル1F

TEL.028-612-7177

受付時提示／食事注文の方全員

30 庄や 宇都宮本店

宇都宮市駅前通り3-4-13

TEL.028-636-8138

会計時提示／1人あたり2,000円以上のご利用で全員

10

24

地頭鶏ラーメン本舗

阿波家 宇都宮店

合計金額10％割引（5,000円まで）
合計金額10％割引（5,000円まで）
合計金額10％割引（5,000円まで）
1個につき50円分トッピング割引

会計時提示／焼きそば中サイズ以上注文の方全員

1個につき50円分トッピング割引

会計時提示／焼きそば中サイズ以上注文の方全員

1個につき50円分トッピング割引
受付時提示／食事注文の方4名まで

受付時提示／食事注文の方／提示者のみ
受付時提示／食事注文の方／提示者のみ
受付時提示／食事注文の方4名まで
受付時提示／食事注文の方全員

受付時提示／食事注文の方3名まで
会計時提示／全員

合計金額10％割引（5,000円まで）
受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員

那須御養卵の煮卵1個サービス
那須御養卵の味玉サービス
1名毎に500円割引

受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員

おまかせ料理1品サービス
1名毎に500円割引

31 日本海庄や リッチモンドホテル宇都宮店
32 カフェレストラン オアシス
33 日本料理 簾

宇都宮市駅前通り3-5-12
リッチモンドホテル1F
宇都宮市本町5-12
宇都宮東武ホテルグランデ1F
宇都宮市本町5-12
宇都宮東武ホテルグランデ2F

TEL.028-649-5888

会計時提示／1人あたり2,000円以上のご利用で全員

TEL.028-643-2140

会計時提示／全員

受付時提示／食事注文の方全員

1名毎に500円割引

支払い総額から5％割引

TEL.028-643-2178

ドリンク1杯サービス

宇都宮市本町5-12
宇都宮東武ホテルグランデ2F
宇都宮市本町5-12
宇都宮東武ホテルグランデ2F
宇都宮市本町4-11
ホテル・ザ・セントレ3F

TEL.028-643-2159

ドリンク1杯サービス

TEL.028-643-2148

ドリンク1杯サービス

TEL.028-625-1212

ソフトドリンク1杯サービス

宇都宮市伝馬町4-2

TEL.028-634-6588

コーヒーまたはシャーベットサービス

宇都宮市鶴田2-14-6

TEL.028-647-4129

宇都宮市鶴田2-6-22

TEL.028-616-2921

40 みや御苑

宇都宮市鶴田町505-15

TEL.028-634-4000

41 石焼らーめん火山 滝谷町店

宇都宮市花園町6-1

TEL.028-633-3169

トッピング1品orおじやライスサービス

宇都宮市東簗瀬1-4-1

TEL.028-666-7995

コーヒー
（HotまたはIce）1杯サービス

43 黒潮鮨 西川田店

宇都宮市西川田町913-3

TEL.028-689-9641

ソフトドリンク１杯サービス

44 Kitchen Sasazuka

宇都宮市東谷町494-1

TEL.028-654-2035

45 お好み焼きの店 うどんや

宇都宮市屋板町685

TEL.028-656-2420

ソフトドリンク1杯サービス

46 風見鶏

宇都宮市中央1-6-9

TEL.028-633-4105

ディナー時グラスワイン
（またはソフトドリンク）
サービス

47 アジアン料理ドゥエル宇都宮

宇都宮市馬場通り2-3-12
MEGAドン・キホーテラパーク宇都宮店B1F

TEL.028-638-5233

ソフトドリンクサービス

34 中国料理 竹園
35 鉄板焼 下野
36 治兵衛
37 きらく 伝馬町店
38 鉄板焼 TSUKINOUSAGI
39

42

韓国風家庭料理の店 かしわだいにんぐ

中国料理 小閣樓 東簗瀬宇都宮店

受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方3名まで
受付時提示／ディナー注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員

ランチ時ソフトドリンク1杯、
ディナー時アイスをサービス
受付時提示／提示者のみ 当店指定のソフトドリンク
・
グラスビール・角ハイボールの中から1杯サービス
受付時提示／提示者のみ

100円割引

注文時提示／ラーメン注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員

受付時提示／食事注文の方3名まで
受付時提示／食事注文の方全員

100％オレンジジュース1杯サービス
受付時提示／食事注文の方

受付時提示／食事注文の方全員
受付時提示／食事注文の方全員

※他サービスとの併用不可
HOTEL

宿泊施設
店名

住所

電話

サービス内容
予約時提示／全員

1 ホテルエピナール那須

那須町高久丙1

TEL.0287-78-6000

2 大江戸温泉物語 ホテルニュー塩原

那須塩原市塩原705

TEL.0570-021126

日帰り入浴（中学生以上）200円割引

3 大江戸温泉物語 那須塩原 かもしか荘

那須塩原市塩原1256

TEL.0570-011265

日帰り入浴（中学生以上）200円割引

4 おやど 小梅や

那須塩原市塩原316

TEL.0287-32-2253

カクテル1杯サービス

5 かんすい苑 覚楽

那須塩原市黒磯402-2

TEL.0287-62-0969

ドリンク1杯サービス

6 日光金谷ホテル

日光市上鉢石町1300

TEL.0288-54-0001

ソフトドリンク1杯サービス

7 中禅寺金谷ホテル

日光市中宮祠2482

TEL.0288-51-0001

ソフトドリンク1杯サービス

8 大江戸温泉物語 日光霧降

日光市所野1535-1

TEL.0570-011263

日帰り入浴（中学生以上）200円割引

9 鬼怒川グランドホテル 夢の季

日光市鬼怒川温泉大原1021

TEL.0288-77-1313

コーヒー券プレゼント

10 大江戸温泉物語 鬼怒川観光ホテル

日光市鬼怒川温泉滝359-2

TEL.0570-031126

日帰り入浴（中学生以上）200円割引

11 大江戸温泉物語 ホテル鬼怒川御苑

日光市藤原1-1

TEL.0570-061126

日帰り入浴（中学生以上）200円割引

12 日光千姫物語

日光市安川町6-48

TEL.0288-54-1010

電話予約時提示／1泊2食付き宿泊者全員

13 裏磐梯レイクリゾート

福島県北塩原村桧原湯平山1171-1

TEL.0241-37-1111

受付時提示／日帰り入浴
（タオルなし）
利用の方全員

14 ホテルリステル猪苗代

福島県猪苗代町大字川桁字天王坂2414

TEL.0242-66-2233

リフト券20%OFF（スノーシーズン）、猪苗代ハーブ園入園料サービス

15 ホテルハワイアンズ

福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

TEL.0570-550-550

スパリゾートハワイアンズ入場料10%割引

あづま館
16 陽日の郷（ゆいのさと）

福島県二本松市岳温泉1-5

TEL.0243-24-2211

17 清重館（きよしげかん）

群馬県草津町草津280-4

TEL.0279-88-2272

18 ホテル天坊

群馬県渋川市伊香保町伊香保396-20

TEL.0279-72-4489

宿泊代ベーシックプラン10％割引
受付時提示／全員
（大人のみ）
受付時提示／全員
（大人のみ）
受付時提示／宿泊者全員
受付時提示／宿泊者全員

予約時および注文時提示／メインダイニングルームでランチ利用の方全員
予約時および注文時提示／ダイニングルームみずならでランチ利用の方全員
受付時提示／全員
（大人のみ）

受付時提示／1泊2食付きプランで宿泊料をお支払いの方全員
受付時提示／全員
（大人のみ）

受付時提示／全員
（大人のみ）

1,100円割引（中学生以上）・550円割引（小学生）※他の割引・補助金との併用不可。
入浴料500円割引

予約時提示／電話またはHPより予約の上宿泊利用の方全員
受付時提示／日帰り入場者全員

会計時提示／平日日帰り入浴利用者全員

大人200円割引、小人100円割引 ※営業日要問合せ
受付時提示／夕食付プランで宿泊の方全員

夕食時ドリンク1杯サービス
受付時提示／宿泊利用者全員

宿泊料5%割引

※他サービスとの併用不可

人 間ドッ ク
店名

住所

電話

サービス内容

1 関湊記念会クリニック

宇都宮市本町5-12
宇都宮東武ホテルグランデ5F

TEL.028-643-0990

予約時提示／全員

2 JCHO うつのみや病院

宇都宮市南高砂町11-17

TEL.028-688-5522

日帰り人間ドック 通常42,900円→38,000円
無料オプション付き

通常料金より10％割引
予約時提示／全員

男性：前立腺がん検査（腫瘍マーカーPSA）女性：:骨密度測定検査（DEXA法）

※他サービスとの併用不可

レジャー施設
店名

住所

電話

サービス内容

1 那須ハイランドパーク

那須町高久乙3375

TEL.0287-78-1150

受付時提示／全員

2 那須サファリパーク

那須町高久乙3523

TEL.0287-78-0838

受付時提示／全員

3 那須ワールドモンキーパーク

那須町高久甲6146

TEL.0287-63-8855

受付時提示／提示者含め5名まで

4 那須とりっくあーとぴあ

那須町高久甲5760

TEL.0287-62-8388

受付時提示／全員

5 栃木県なかがわ水遊園アマゾンカフェ

大田原市佐良土2686

TEL.0287-98-3055

受付時提示／提示者のみ

6 河内総合運動公園（ドリームプールかわち）

宇都宮市白沢町1791-3

TEL.028-673-0212

7 道の駅うつのみや ろまんちっく村

宇都宮市新里町丙254

TEL.028-665-8800

8 宇都宮市サイクリングターミナル

宇都宮市福岡町1074-1

300円割引

入園料200円割引
入園料100円割引
入館料100円割引
500円以上のメニュー1品につき100円割引
受付時提示／全員

トレーニングルームの利用料金サービス

※高校生以上、毎月5日限定
（7〜9月を除く）
※初回、会員登録必要
（無料）
。※身分証明書・室内履き持参。

受付時提示／全員

天然温泉湯処あぐり・温水プール アグリスパ
利用料10％割引 ※サービスの併用不可※アグリスパは3歳未満・

オムツの方は利用不可。※小学3年生以下は要保護者同伴。

9 宮サイクルステーション

宇都宮市川向町1-48

TEL.028-652-4497

受付時提示／提示者のみ

TEL.028-627-3196

受付時／提示者のみ

e-bikeレンタル
（1日）500円割引 ※延長料金は対象外
e-bikeレンタル
（1日）500円割引 ※延長料金は対象外

10 天然温泉 ザ・グランドスパ南大門

宇都宮市今泉3-2-18

TEL.028-622-1126

受付時提示／全員

11 スポーツクラブ ベル・フィットネス

宇都宮市陽東6-5-1
ベルモールイーストサイド 1F

TEL.028-613-5115

予約時提示／全員

12 宇都宮天然温泉 ベルさくらの湯

宇都宮市陽東6-5-31

TEL.028-663-4126

レンタルタオルセット100円割引 ※平日のみ

13 みずほの自然の森公園

宇都宮市西刑部町1861

TEL.028-657-5222

バーベキューパーク利用者に、着火用の薪をサービス
NPO自主事業での模擬店販売品割引

大人日帰りコース330円割引
入会金・登録料サービス
受付時提示／全員

受付時提示／全員

※他サービスとの併用不可

葬祭施設
店名

住所

電話

サービス内容

1 さがみ典礼 御幸町

宇都宮市御幸町258-1

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

2 さがみ典礼 下川俣翠苑

宇都宮市下川俣町67-9

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

3 さがみ典礼 中戸祭

宇都宮市中戸祭1-7-15

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

4 さがみ典礼 一条

宇都宮市一条1-3-29

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

5 さがみ典礼 千波

宇都宮市千波町4-1

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

6 さがみ典礼 双樹苑

宇都宮市元今泉6-4-3

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

7 さがみ典礼 元今泉

宇都宮市元今泉6-4-22

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

8 さがみ典礼 平松本町

宇都宮市平松本町1302

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

9 さがみ典礼 南一の沢

宇都宮市南一の沢町2-32

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

10 宇都宮御苑

宇都宮市鶴田町1545-1

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

11 さがみ典礼 滝の原

宇都宮市滝の原2-4-25

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供

12 さがみ典礼 若松原

宇都宮市若松原3-1-13

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

13 さがみ典礼 みどり野

宇都宮市みどり野町38

TEL.0120-81-3310

会計時提示／提示者のみ

14 あんしん家族葬ハウス岡本

宇都宮市下岡本町3725-12

TEL.0120-556-586

会計時提示／提示者のみ

15 あんしん家族葬ハウス鶴田

宇都宮市鶴田町1404-18

TEL.0120-556-586

会計時提示／提示者のみ

16 あんしん家族葬ハウス簗瀬

宇都宮市簗瀬町813-3

TEL.0120-556-586

会計時提示／提示者のみ

17 あんしん家族葬ハウス下栗

宇都宮市下栗町2939-1

TEL.0120-556-586

会計時提示／提示者のみ

18 駒生市民ホール

宇都宮市駒生町1417-17

TEL.028-652-7700

プレミアム会員入会金半額割引

19 いきいき終活サロン ベルモール会場

宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール 2F

TEL.028-611-3911

プレミアム会員入会金半額

20 ギャラリーメモリア 宇都宮ベルモール店

宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール2F

TEL.028-611-1118

会計時提示／全員

21 川田市民ホール

宇都宮市川田町1077-4

TEL.028-614-3010

受付時提示／全員

プレミアム会員入会金半額割引

22 市民葬祭アステル

宇都宮市北若松原2-9-5

TEL.0120-756-944

アステル会員登録料サービス（通常3,000円→特典0円）

23 はまつ斎苑

宇都宮市山本1-2-8

TEL.028-624-0123

供物を会員価格で提供

24 とわノイエ

宇都宮市山本1-2-8

TEL.028-666-0200

会計時提示／提示者のみ

25 メモリアルさくら想

宇都宮市松原1-9-1

TEL.028-650-6100

会計時提示／提示者のみ

26 セレモニーホールやなせ

宇都宮市簗瀬町1441-5

TEL.028-611-3874

会計時提示／提示者のみ

供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
受付時提示／全員
会計時提示／全員

線香・ローソク・念珠

5%割引

受付時提示／全員

会計時提示／提示者のみ

供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
供物を会員価格で提供
※他サービスとの併用不可

ス ー パ ー マ ー ケット
店名

住所

電話

1 フードオアシスOTANI 平松店

宇都宮市平松本町1141-2

TEL.028-614-3911

2 フードオアシスOTANI 宇都宮駅東店

宇都宮市元今泉4-1-14

TEL.028-635-6201

3 フードオアシスOTANI 鶴田店

宇都宮市鶴田町513-4

TEL.028-636-6261

4 フードオアシスOTANI 戸祭店

宇都宮市上戸祭町548-1

TEL.028-643-3121

5 フードオアシスOTANI 五代店

宇都宮市五代1-3-8

TEL.028-688-3388

6 フードオアシスOTANI 岡本店

宇都宮市下岡本町4278

TEL.028-673-3555

7 フードオアシスOTANI 明保店

宇都宮市下荒針町3473-5

TEL.028-649-1388

8 フードオアシスOTANI みずほの店

宇都宮市西刑部町桑島台2450-4

TEL.028-657-8661

9 フードオアシスOTANI 御幸ヶ原店

宇都宮市御幸ヶ原町91-13

TEL.028-661-6521

10 フードオアシスOTANI 一の沢店

宇都宮市鶴田町2180-3

TEL.028-612-7522

11 フードマーケットオータニ 雀宮店

宇都宮市南町12-1

TEL.028-653-2621

12 フードマーケットオータニ 野沢店

宇都宮市野沢町40-1

TEL.028-665-4131

13 フードマーケットオータニ 宝井店

宇都宮市下田原町3230-29

TEL.028-672-2231

14 フードマーケットオータニ 江曽島店

宇都宮市江曽島町1062-1

TEL.028-645-0521

サービス内容

受付時提示／提示者のみ

「宮PASS」とともにオータニ発行の
「お買物券」
（有効期限内）および
オータニカードを
サービスカウンターに提示で、
「お買物券」500円につき
オータニカードポイントを
25ポイント付与。
【受付時間】
月曜日を除く店舗開店時〜 18:30

