
※申請順

協力機関名 住所 電話番号 代表者名

1 光栄自動車 市塙2791－1 68－1869 永嶋　久男

2 有限会社セントメディカル 市塙2213－1 67－1500 塩澤　薫

3 有限会社いさみ屋 市塙454－3 68－1338 渡邊　昌宏

4 加満屋酒店 市塙508－2 68－0050 高木　弘司

5 有限会社関東中央観光社 市塙1528 68－0010 豊田　有子

6 理容オカムラ 市塙1635－1 68－2077 岡村　侃
タダシ

7 ヘアブティックFUKUJUYA 市塙1618 68－0201 塩澤　貴子

8 ヘアーズ大根田 市塙1604 68－2098 大根田　日出夫

9 御食事処　司 市塙1675－1 68－0054 見目　利司

10 肉のただちゃん 市塙1391－2 68－2941 檜山　正

11 有限会社黒﨑産業

宇都宮市御幸ヶ原町143－
28

市塙3295

68－3301 黒﨑　隆忍

12 渡辺自動車 市塙2008－1 68－0256 渡辺　敏行

13 ケアタクシー絵日記 市塙4609－1 81－6110 加藤　正一

14 永島土地家屋調査士事務所 市塙232－2 68－5212 永島　誠一

15 市塙工業所 市塙422－1 68－0046 塩澤　勝典

16 有限会社髙田畳店 市塙1632－2 68－2910 髙田　晋也

17 塩澤自動車 市塙4394－4 68－0266 塩澤　保
タモツ

18 ピノキオファーマシーズ市貝赤羽店 赤羽2658－22 81－7505 中澤　香代子

19 有限会社高木組 市塙5190－2 68－1838 髙木　規至

20 有限会社山口製作所 市塙4588－1 68－1449 山口　宣治

21 吾作 市塙1862 68－1351 塩澤　史夫

22 ほしの美容室 市塙4131－15 68－3076 星野　久代

23
市塙ふれあい直売所
給部ふれあい直売所

市塙1851
芳賀町給部76－8

090－4927－5994
028－677－3065 植木　行三

24 こだて工房（あいあい窯） 市塙4394－1 68－3303 小舘　正光

25 ビジネスホテル豊田 市塙293－1 68－4500 豊田　初男
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26 ファミリーマート市貝店 市塙247－4 67－0218 岩﨑　典夫

27 有限会社いいじま 市塙837－1 68－2288 飯島　智章

28 小林自動車整備工場 市塙1538－1 68－1616 小林　一夫

29 津村モータース 市塙1605 68－0128 津村　俊之

30 北井酒店 市塙1627 68－0038 北井　和実

31 岡田窯 市塙3252－2 68－0527 岡田　謙三

32 観音山梅の里づくり協議会 市塙3833－2 68－1637 川上　豊

33 古郷酒店 市塙1707－1 68－0015 古郷　孟俊
タケトシ

34 株式会社小堀 市塙1672－3 68－1828 小堀　祐子

35 福島くつ店 市塙1708－2 68－0163 福島　昭市

36 小林電機 市塙1696－4 68－2334 小林　道
タダシ

37 朝日屋パン店 市塙1662－2 68－0045 大根田　誠

38 株式会社芳賀カントリークラブ 市塙4933 68－1131 川地　一郎

39 有限会社小宅建設 市塙2190－1 68－3933 小宅　貞一

40 アサヒ美容室 市塙2104－9 68－0157 佐藤　愛弓

41 御食事処ふじよし 市塙1394－2 68－3458 吉田　富士男

42 レストラン隆（たか） 市塙1383－1 68－5488 明才地　隆之

43 認定こども園市貝たいよう幼稚園 市塙1096 67－1101 渡辺　洋子

44 社会福祉法人的場会 続谷736 68－4111 倉持　信彦

45 小貝郵便局 杉山687－2 68－0502 稲村　健一

46 市貝郵便局 市塙839－4 68－0500 樋下田　恭史

47 赤羽郵便局 赤羽572 68－0501 小林　隆夫

48 赤羽駐在所 赤羽2648－1 68－2470

49 続谷駐在所 続谷361－1 68－2240

50 市塙駐在所 市塙169－10 68－0131

51 サンクリーンテック 市塙1603－1 68－2100 高橋　勇治

52 三和電機 市塙1382－2 67－0707 福田　敏男



53 ハルミ溶接工業所 市塙4132 68－2532 茂垣　春三

54 有限会社高橋建設工業 市塙3168－34 68－1703 高橋　正尚

55 株式会社関東金属工業所 市塙6－5 68－2274 塙　茂幸

56 タカギメガネ時計店 市塙1706－6 68－0202 髙木　貞幸

57 美容室　飛鳥 上根491－5 68－3775 石井　延子

58 有限会社永島自動車整備工場 上根484－1 68－2217 永島　茂

59 永島建設有限会社 上根1224－1 68－1383 永島　イク

60 司法書士　平井信義事務所 上根1230 68－1379 平井　信義

61 中澤社会保険労務士事務所 市塙1109 68－3600 中澤　ひとみ

62 高久自動車工場 上根873－4 68－3200 高久　純一

63 梁瀬土地家屋調査士事務所 上根636－3 68－1959 梁瀬　達夫

64 石井保温 上根647－2 68－2202 石井　正見

65 有限会社てくのらいふENDOU 市塙530－4 68－0057 遠藤　孝一

66 かみねの森保育園 上根449－7 68－5788 佐藤　広志

67 御料理　魚京 市塙1672－1 68－0008 山田　伸人

68 市貝歯科医院 市塙1641 68－2122 頼近　繁

69 小林司法書士事務所 上根670－1 68－3220 小林　久人

70 足利銀行市貝支店 市塙1669 68－3131 内山　浩一

71 平井整骨院 市塙830－1 68－4444 平井　芳元

72 有限会社　天昇堂 赤羽3654－2 68－3988 河原　保生

73 小松会計事務所 上根670－1 68－3111 小松　幸一

74 鈴木工芸 杉山717－3 68－0281 鈴木　浩幸

75 スパンショップ上野 杉山705－2 68－1382 上野　和広

76 ファッションインテリアみなみ 杉山684 68－0115 横山　和夫

77 石川菓子店 杉山688 68－0112 石川　一男

78 株式会社岡﨑石材店 杉山690－1 68－0481 岡﨑　伸一

79 いちかい里山オフィス 杉山2504 88－5062 薄根　洋恵



80 お菓子処　高徳 続谷193 68－1931 高徳　則夫

81 株式会社小堀造園 杉山952－1 68－2318 小堀　日出夫

82 押久保理容所 杉山684－2 68－0716 押久保　敏子

83 斉寿屋商店 杉山488 68－0120 薄根　勝利

84 奥島工業 杉山864－2 68－0259 奥島　秋好

85 (有)綱川工業 文谷1096 68－1212 綱川　晃二

86 (有)木村農機具店 文谷1410 68－0110 木村　英男

87 うすねストアー 文谷437 68－0127 薄根　伸一

88 有限会社　川又商会 文谷150－3 68－3771 川又　公夫

89 有限会社　薄根生コン 椎谷495－1 68－3430 薄根　智也

90 株式会社　大根田 椎谷220－2 68－3323 大根田　和美

91 園部電気商会 文谷1177－2 68－0487 園部　博美

92 ピーエイチピー工業(有) 椎谷672－1 67－0528 黒﨑　和彦

93 軽部自動車整備工場 続谷334 68－0258 軽部　信

94 有限会社　樹林 続谷57 68－3930 小堀　幸江

95 前澤車輌商会 大谷津52 68－3791 前澤　仁一

96 田村自動車株式会社 文谷459 68－2477 田村　浩次

97 不二エム･アンド･シー株式会社栃木工場 椎谷37－1 68－4425 澤村　光男

98 株式会社タケダ商事 椎谷239－1 68－4791 武田　薫

99 笹崎建築 羽仏170 68－1391 笹崎　和男

100 岩村きのこ園株式会社 杉山301 81－3278 岩村　勇

101 有限会社平野建設 杉山886－4 68－2290 平野　久勝

102 ハウスビルダー髙梨建設 田野辺258 68－2325 高梨　勝昭


