
「もったいない残しま１０！運動」協力店一覧（小売店舗）
令和5年1月31日現在

No. 店舗名（五十音順） 郵便番号 店舗所在地 ホームページ
1 Nello ネロ ベルギーチョコレート専門店 329-1104 下岡本町４２２６－２ http://nello.jp/
2 Sweet Ducky 321-8556 陽東6-2-1 ベルモール2F
3 アピタ 宇都宮店 321-0101 江曽島本町２２－７ http://www.uny.co.jp/shop/211/index.html

4 イトーヨーカ堂　宇都宮店 321-8555 陽東6-2-1
5 宇都宮市職員生活協同組合 320-8540 旭１－１－５
6 ヴィ・ド・フランス 宇都宮店 320-0802 江野町７－２
7 フードマーケットオータニ 江曽島店 321-0102 江曽島町１０６２－１
8 フードマーケットオータニ 雀宮店 321-0142 南町１２－１
9 フードマーケットオータニ 宝井店 329-1115 下田原町３２３０－２９
10 フードマーケットオータニ 野沢店 320-0071 野沢町４０－１
11 フードオアシスオータニ 一の沢店 320-0851 鶴田町２１８０－３
12 フードオアシスオータニ 宇都宮駅東店 321-0954 元今泉４－１－１４
13 フードオアシスオータニ 岡本店 329-1104 下岡本町４２７８
14 フードオアシスオータニ 五代店 321-0135 五代１－３－８
15 フードオアシスオータニ 鶴田店 320-0851 鶴田町５１３－４
16 フードオアシスオータニ 戸祭店 320-0051 上戸祭町５４８－１
17 フードオアシスオータニ 平松店 321-0932 平松本町１１４１－２
18 フードオアシスオータニ みずほの店 321-0917 西刑部町桑島台２４５０－４
19 フードオアシスオータニ 御幸ケ原店 321-0982 御幸ケ原町９１－１３
20 フードオアシスオータニ 明保店 321-0346 下荒針町３４７３－５
21 おめで鯛焼き本舗　ベルモール店 321-8555 陽東6-2-1 ベルモール1F
22 有限会社柏屋菓子店 321-0952 泉が丘２－１－４９
23 カスミ テクノポリス清原店 321-3226 ゆいの杜５－２６－２９
24 かましん カルナ駅東店 321-0945 宿郷３－１６－３
25 かましん カルナ大曽店 320-0014 大曽３－４－５
26 かましん ゆいの杜店 321-3226 ゆいの杜１－２－２１
27 かましん 雀宮店 321-0132 雀の宮６－４－５
28 かましん 戸祭店 320-0056 戸祭３－４－１５
29 かましん 平松本町店 321-0932 平松本町７６７－２
30 かましん ミュゼ豊郷台店 320-0003 豊郷台２－８７
31 キッチンまんま 321-0142 南町１０－１８
32 キャンディーマジック　ベルモール店 321-8555 陽東6-2-1 ベルモール1F
33 コープ 越戸店 321-0951 越戸３－１２－９
34 コープ 鶴田店 320-0851 鶴田町８６１
35 小林菓子舗 329-1104 下岡本町４０３１
36 堺屋商店 320-0802 江野町７－８
37 サンユー 岩曽店 321-0973 岩曽町１３５５
38 サンユー 上河内店 321-0414 中里町２２１－１
39 サンユー 奈坪店 329-1105 中岡本町２９１９－４０
40 新三 321-0962 今泉3-12-30
41 鈴功商店 321-0344 田野町785-3
42 セブンイレブン宇都宮池上店 320-0034 泉町１－２０
43 セブンイレブン下栗平成通り店 321-0923 下栗町２９１７－１１

44 セブンイレブン宇都宮馬場通り店 320-0026
馬場通り４－１－１

うつのみや表参道スクエア1F

45 たいらや 石井店 321-0912 石井町２８００－５７
46 たいらや 泉が丘店 321-0952 泉が丘１－１７－１６
47 たいらや 今泉新町店 321-0966 今泉町２９９８－１
48 たいらや 岡本店 329-1104 下岡本町１９９９－５
49 たいらや 川田店 321-0111 川田町８１９
50 たいらや 城東店 321-0935 城東１－１－１７
51 たいらや 姿川店 321-0151 西川田町１０３９－１
52 たいらや 宝木店 320-0061 宝木町１－２５－１
53 たいらや 滝谷店 320-0847 滝谷町１９－８
54 たいらや 西川田店 321-0158 西川田本町４－１－１
55 たいらや 緑店 321-0165 緑１－１１－３２

http://www.sp-otani.com

http://www.kamashin.co.jp

http://tochigi.coopnet.or.jp

https://www.eco-s.co.jp/
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56 たいらや 簗瀬平成通り店 321-0933 簗瀬町１７５２－１
57 たいらや ゆいの杜店 321-3226 ゆいの杜４－１２－２
58 たいらや 若草店 320-0072 若草４－２１－３
59 たむらや 320-0056 戸祭２－１－１９ フラワーパレス１F

60 デザート王国　宇都宮店 321-8555 陽東6-2-1 ベルモール1F
61 富次郎宇都宮店 320-0808 宮園町５－４ http://www.tomijiro.com/
62 とりせん 岡本店 329-1104 下岡本町２１２３－１
63 とりせん 宝木店 320-0074 細谷町２６０１－６
64 とりせん 細谷店 320-0074 細谷町３８０
65 ビックミート山久　鶴田町店 320-0851 鶴田町1200 https://www.yamakyu.biz
66 フレッシュベーカリー　ニコル 321-0952 泉が丘１－１７－１８
67 ベイシア 宇都宮陽東店 321-0904 陽東３－２７－２０ https://www.beisia.co.jp
68 マリオンクレープ　ベルモール宇都宮店 321-8555 陽東6-2-1 ベルモール2F
69 ミスタードーナツ ベルモール宇都宮店 321-8555 陽東6-2-1 ベルモール1F

70 みやのスマイルクレープ 321-0964
駅前通り１－４－６
トナリエ宇都宮B1F

71 銘茶関口園　本店 320-0026 馬場通り４－１－１
うつのみや表参道スクエアビル1F

http://sekiguchien.co.jp/

72 八百藤商店 320-0802 江野町2-12
73 ヤオハンスーパー 宇都宮店 320-0851 鶴田町６０３ http://www.yaohan.jp
74 ヨークベニマル 石井店 321-0912 石井町３３５１－１
75 ヨークベニマル 泉が丘店 321-0952 泉が丘６－１－４４
76 ヨークベニマル 鶴田店 320-0851 鶴田町１４２１－３
77 ヨークベニマル 戸祭店 320-0031 戸祭元町１２－１１
78 ヨークベニマル 西川田店 321-0151 西川田町９２０－２
79 ヨークベニマル 針ヶ谷店 321-0147 針ヶ谷町字新田472番地6
80 ヨークベニマル 細谷店 320-0074 細谷町３７５－２
81 ヨークベニマル 御幸ケ原店 321-0982 御幸ケ原町５０－１
82 ヨークベニマル 簗瀬店 321-0935 城東１－８－１３
83 ヨークベニマル 若松原店 321-0153 北若松原１－１３－１５
84 ローソン 宇都宮池上店 320-0801 池上町１－３
85 ローソン 宇都宮今泉店 321-0968 中今泉１－１６－２５
86 ローソン 宇都宮春日町店 321-0108 春日町１０－１
87 ローソン 宇都宮下栗町店 321-0923 下栗町１３５６－１
88 ローソン 宇都宮関堀町店 321-0975 関堀町７４４－３
89 ローソン 宇都宮宝木２丁目店 320-0061 宝木町２－８０４－１
90 ローソン 宇都宮竹下店 321-3236 竹下町６４０－４
91 ローソン 宇都宮東谷町店 321-0123 東谷町２４６－６
92 ローソン 宇都宮中戸祭店 320-0057 中戸祭１－９－２８
93 ローソン 宇都宮東宿郷４丁目店 321-0953 東宿郷４－２－１７
94 ローソン 宇都宮氷室町店 321-3232 氷室町字中妻西１７３７－５
95 ローソン 宇都宮平出町店 321-0901 平出町４０８０－１６
96 ローソン 宇都宮不動前店 320-0833 不動前２－２－３７
97 ローソン 宇都宮星が丘店 320-0038 星が丘１－８－１４
98 ローソン 宇都宮松が峰２丁目店 320-0807 松が峰２－６－２１
99 ローソン 宇都宮瑞穂２丁目店 321-0921 瑞穂２－２０－１
100 ローソン 宇都宮陽南３丁目店 320-0834 陽南３－１２－３４
101 ろまんちっく村 ＤＥＬＩ 321-2118 新里町丙２５４
102 ろまんちっく村 パン工房　タカサゴ 321-2118 新里町丙２５４
103 わく・わくショップU 320-8540 旭１－１－５ http://www.wakwakshopu.org

http://www.romanticmura.com

https://yorkbenimaru.com/

https://www.torisen.co.jp

https://www.eco-s.co.jp/


