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芳賀町ショップガイド

地元を

再発見しよう︒

HAGA TOW
POINT

01

圧巻の田園風景

一面に広がる
広大な大地

芳賀町は栃木県の南東部に位置する町で、町の
中心部である祖母井地区には商工業者が集中し
ており、商店街を形成しています。また、町の中
央を五行川と野元川が流れており、中央部には
県内で代表的な米どころとして知られる水田地
帯が形成されています。
昔から豊かな自然環境を生かした農業が盛ん
で、
梨・イチゴ・トマト・きゅうりなどの施設野菜
や畜産なども盛んです。
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POINT

02

地域自慢の風景

歴史や文化、
四季折々の見所
冨士山自然公園は約20ヘクタールという広大な面積を誇る自然公園です。遊歩道・展望台トリム広
場・せせらぎ水路などが整備されており、野鳥やホタルなどの観察をする事ができます。
唐桶宗山公園・唐桶の芝生の広場や全長100メートルの滑り台があり、冬には白鳥や多くの渡り鳥が
飛来します。平成22年には、農林水産省が選ぶ「ため池百選」
に認定されました。
道の駅はが周辺では、毎年夏に花火大会が行われています。

POINT

03

県内でも代表的な米どころ

果樹や野菜類、
畜産などの
農業が盛ん
総土地面積の過半が農地であり、そ
の約85％を占める水田農業を筆頭
に、梨やイチゴの園芸作物の生産も
産地となっています。

POINT

N

盛んです。特に梨は県内でも有数の

04 HAGAグルミネーションフェス
グルメと光と音楽の饗宴

2013年12月に芳賀町観光
協会主催により、
芳賀町商
工会青年部の企画運営で
イベントがスタート。
「グ
ルメと光と音楽の饗宴」
を
テーマに実施し、
毎回お客
様は増え続けており芳賀
町の冬の一大イベントと
して定着し地域の活性化
に貢献しています。
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※本誌掲載の情報は2020年10月現在のものです。※本誌内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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割引特典を掲示している店舗で
本冊子を提示すると割引や
プレゼントがもらえます！

これが
目印！

おトクにご飯やお買い物を楽しもう♪

割引特典

03

対象店舗で冊子を提示すると
おトクな特典が受けられます!

○○％割引（2 0 2 0 年○月まで）

■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■

C

※割引特典を掲示している店舗に限ります。※有効期限や回数などは
店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。
※期限内であっても諸般の事情で割引やプレゼントを終了する場合も
ございます。予めご了承くださいませ。

cafe mikumari

MAP：P30 B-3

ゆったりとした時間が流れる
田園風景に佇むカフェ
地元の新鮮野菜・卵・肉を使用した料理やケーキを
ご用意しております。おすすめは、たっぷりの野菜
にお肉料理ものったミクマリプレート（2,0 0 0円
〜）です。13：30以降はケーキやコーヒーのみのご
利用も可能です。

割引特典

オリジナルポストカードプレゼント

担々麺専門 發巳

☎ 028-677-3250
住 芳賀町東水沼1032-12
営 11：30〜16：00 休 日曜日
http://mikumari-homusubi.com
MAP：P30 D-3

担々麺のみを専門に営業する
県内では珍しいラーメン店です。
芳賀町にお店を開店して10周年になる担々麺の専
門店になります。ゴマの深いコクとラー油の辛さが
クセになる担々麺や本格的な四川の汁無し担々麺
を専門に営業をしています。辛い物好き、しびれ好
きにはぜひ来ていただきたいお店になっています。

☎ 028-677-3988 住 芳賀町祖母井1691-6
営 11：00〜15：00
（LO.14：30）
17：00〜20：00（LO.19：30）
休 水曜日、
第3火・水曜日
04

割烹 古佐野屋

MAP：祖母井周辺図

落ち着いた雰囲気の
和の空間で味わう割烹料理店
ランチには一番人気のボリュームたっぷり「まぐろ
ヅケ丼」。夜には刺身盛りや焼き物など一品料理で
お酒も楽しめます。予約制で4月〜10月はすっぽん
料理、11月〜3月は河 豚 料理もおすすめ。カウン
ターや大広間があるため、各種宴会はもちろん、お
1人様もお待ちしております。

☎ 028-677-0008
住 芳賀町祖母井762-2
営 11：00〜14：00、
17：00〜21：00
休 水曜日
みくら

海鮮和食 海蔵

MAP：祖母井周辺図

魚屋出身の店主が直接市場に行き、
まぐろは一本買いをする。
芳賀モテナス商店街の一角にある、鮮魚を得意と
する店舗です。海鮮丼が一番の人気でありその他
天ぷら、フライなど魚料理を中心とするメニュー構
成となっております。
現在コロナ禍の中、宴会等は厳しい状況ですが、コ
ロナ対策は万全を期し、お待ちしております。

割引特典
05

海蔵独自のスタンプラリーをスタンプ2ヶに
させていただきます
（20ヶのスタンプで500円割引）

☎ 028-677-8444
住 芳賀町祖母井南1-11-1
（モテナス芳賀内）
営 11：00〜14：00、
17：00〜21：00
休 水曜日

そば処安直屋

MAP：祖母井周辺図

本格手打ちそばうどん。丹念に打たれた
コシの強さとのど越しは格別
サラリーマンだった店主のそば好きが高じオープン
したそば店。香り、のど越しの良さが売りです。当店
は手打ちそばうどんを中心に多彩なメニューをリー
ズナブルな値段で提供しています。天ザル・かも汁・
ごはんとそばうどんのセットがおすすめです。

☎ 028-677-0057
住 芳賀町祖母井566-3
営［昼］
11：00〜15：00、
［夜］17：00〜19：30
休 木曜日

京料理とおばんざいの店 ひなた

MAP：P30 B-2

目にも鮮やかな手作り京料理を
気軽に楽しめるお店です
京都で修行を重ね栃木へ戻り、料理長を十数年勤め、
ひなたを開業。もっと京料理を身近に感じてもらいたい
と思い価格帯も抑え気軽に楽しめます！ご家族やご友
人との大切な時間に彩りを添える料理でお過ごしくだ
さい。※2020年8月から定休日が水曜日になりました。

雅御膳 2,200円（税込／昼はデザート・お抹茶付）

松花堂 3,300円（税込／デザート付）

割引特典 ランチタイム：コーヒーまたはウーロン茶サービス

☎ 028-678-8486 住 芳賀町下高根沢3932-404
営［昼］
11：30〜14：30（LO.14：00）
［夜］17：30〜22：00
（LO.21：00）
休 水曜日
（日夜は予約制）
※ご来店の際はご予約をお勧めします
https://hinata-kyouryouri-obanzai.jp/
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ベルモック

MAP：P30 B-4

ヘルシーで彩のあるお弁当を
色々な食材をお客様に食べて頂きたい、お客様に
健康になって頂きたいというシンプルな想いで作っ
たお弁当は自ずと彩も豊かになっていくと考えてい
ます。
目と舌でベルモックのお弁当をご堪能ください。

☎ 028-307-7766
住 芳賀町西水沼632-4
営 8：00〜18：00 休 不定休
https://www.bellmock.net/

味都

MAP：P30 B-2

気取らぬ店内でとにかく美味しい鮨と
料理を！そして和みの時間を。
くつろげる空間で旬の美味しい鮨や料理、お酒の
すすむ肴などを提供しています。大将がこだわって
吟味した鮮魚やその日のおすすめ料理なども楽し
みのひとつ。めずらしい食材にも出会えるかも。お
祝いや法事、宴会のお料理もお客様に大変喜ばれ
ています。

☎ 028-677-2393 住 芳賀町下高根沢4030-8
営 11：30〜14：30
（LO.14：00）
17：00〜22：00（LO.21：30）
休 月・火曜日
07

ステーキ食堂はやぶさ

MAP：祖母井周辺図

ボリューム満点のアメリカンステーキが
おすすめです！
土日祝日もやっているランチタイムでは、ライス・
スープ・サラダがついて、アメリカンステーキ180g
1,500円、ハンバーグ200g1,000円とお手頃価格
でご提供。こだわりの自家製ソースをたっぷりかけ
てご賞味ください。

☎ 028-677-0605
住 芳賀町祖母井南1-11-1
（モテナス芳賀内）
営［ランチ］
11：00〜14：30（LO.14：00）
［ディナー］17：00〜21：00（LO.20：30）
休 木曜日

そば割烹 下野はが

MAP：祖母井周辺図

自家製粉した粉を手打ちをしている
そば・うどん店
割烹料理店にて修行後、実家のそば家で父の下で
修行し、一品一品、手作りにこだわって作っており
ます。
お客様に末永く愛されるお店をスタッフと共にめざ
して参ります。

☎ 028-348-2520
住 芳賀町祖母井南1-19-12
営 11：00〜14：00、
17：00〜20：00
休 木曜日
08

うまいもん処 美よし

MAP：祖母井周辺図

職人が丹精込めた一品
美よしの天丼がおすすめです
創業6 0年のうまいもん処美よしは、会席料理（予
約）、和食は天丼、洋食はチーズスパ、中華は広東メ
ンなど、おいしいものをたくさん揃えております。
今日の食べたいもの、あなたの満足する美味しい
ものがあります。

割引特典

ソフトドリンク1杯サービス（平日ランチのみ）

☎ 028-677-0344
住 芳賀町祖母井786
営 11：00〜14：00、
17：30〜20：00
休 火曜日

生蕎麦 玉屋

MAP：祖母井周辺図

食で活力を！
食べる幸せ そばにある
こだわりのそば・うどんを始め、各種丼物等、豊富
なメニューを揃えております。セットメニューがおす
すめで、特にひれカツ丼セットが人気です。地元食
肉センターで加工されたひれ肉を使用しています。

☎ 028-677-1403
住 芳賀町祖母井1024-10
営 11：00〜14：00、
17：00〜19：00
休 日曜日
09

御食事処 田加久

MAP：P30 B-4

気軽に入店、
気楽に飲食、
気さくなお店
昼はうどん又はそばが付いているセットメニューが
おすすめ。夜は魚介類・やきとり・各種天婦羅他一
品料理など。しめはサイズが 丁度良く食べやすい
小丼ぶりをどうぞ。

☎028-678-0518 住 芳賀町与能237
営［ランチ］
11：30〜13：30
［ディナー］17：00〜21：00
休 月曜日

やきとり富

MAP：P30 C-3

植物の栄養がたっぷりで安心の美味しさ
ベジタリアン・チキン
岩手産地鶏「菜彩鶏」を「備長炭」で1本1本ていね
いに焼き上げるこだわりの焼とりです。
お電話でのご注文も承っておりますので、是非ご
利用ください。

☎ 028-677-2668
住 芳賀町上延生298-1
営 15：00〜20：00
休 月曜日
10

なごみ

キッチン和京

MAP：祖母井周辺図

地産地消の食材を活かした料理を
是非ご賞味ください！
洋食から和食までメニュー豊富に取り揃えておりま
す。開放感のあるテラス席や広々とした店内でゆっ
たりとした時間をケーキセットで過ごしてみては。
また要予約で宴会や仕出し弁当・オードブル等も
承ります。お気軽にお問い合わせください。

割引特典

お好きなソフトドリンクをサービス

エムズベーカリー

☎ 028-677-5887
住 芳賀町祖母井842-1
（道の駅はが内）
営 10：00〜17：00
（LO.16：00）休 水曜日

MAP：祖母井周辺図

店内の工房で手作りしています。
焼き立てパンを召し上がれ！
常時約80種類のパンを販売しています。人気のソ
フトパンは柔らかくてほんのり甘いパンです。開業
当初から売り上げNo.1の商品です。ぜひお試しく
ださい。

☎028-677-6116
（物産館より取次）
住 芳賀町祖母井842-1
（道の駅はが内）
営 9：00〜17：00
休 水曜日、
年始
11

はがジェラート

MAP：祖母井周辺図

とろけるおいしさ。
自家製ジェラートが約20種類！
店内の工房で手作りしています。地元の苺や梨、ブ
ルーベリーを使ったジェラートや季節限 定商品が
人気です。他にも、コーヒーやフロートなどのドリン
クも販 売しています。テーブル席がございますの
で、ゆっくりお楽しみいただけます。

☎028-677-3686
住 芳賀町祖母井842-1
（道の駅はが内）
営 9：00〜17：00 休 水曜日
（祝日の場合営業）、年始
http://www.michinoeki-haga.gr.jp/
道の駅はが

友遊直売所

MAP：祖母井周辺図

道の駅はが

物産館

MAP：祖母井周辺図

地元の新鮮な農産物を取り揃えて
お待ちしております！

地元や県内のお土産品を
豊富に取り揃えております!

地元の農家が 育てた野菜や果物を販売しています。芳
賀町のブランド米「芳賀のめぐみ」は店内で精米してい
ます。他にも、地元商店の豆腐や漬物、和菓子、洋菓子な
ど芳賀町のいろいろな加工品も取り扱っています。

芳賀町の特産品を使ったオリジナル生どら焼きやカス
テラ、ジュース、酒などを販売しております。また、県内の
お土 産品も豊富に取り揃えております。贈答品やお土
産、ご自宅用に、ぜひご利用ください。
（ 地方発送も承っ
ております）

☎ 028-677-6466
住 芳賀町祖母井842-1
営 9：00〜17：00 休 水曜日
（祝日の場合営業）、年始
http://www.michinoeki-haga.gr.jp/

☎ 028-677-6116 住 芳賀町祖母井842-1
営 9：00〜17：00 休 水曜日
（祝日の場合営業）、年始
http://www.michinoeki-haga.gr.jp/
12

麺屋 一里

MAP：P30 B-2

栃木県産小麦100％の自家製麺
鶏豚和だしの合わせ無化調スープ
昔ながらのラーメンを令 和の時代にアレンジした
淡麗系。毎日製麺機で4種類の麺を作り、半日かけ
て取った鶏豚スープと和風だしをその日の朝に合
わせて提 供。麺もスープも手間はかかるがお客様
のために作り続けます。

☎ 028-677-5719
住 芳賀町下高根沢3919-414
営 11：30〜14：00、
17：30〜20：30
休 月曜日
ハンド

オブ

エンジェル

MAP：祖母井周辺図

Hand of Angel

ゆっくり まったり
くつろぎの空間 おうちカフェ
小さなお店ですが、おうちでお友 達と、ランチや
ティータイムを楽しんでいただけるような店です。
スパゲティーやオムライス、そばorうどんセット、定
食類とメニューも多種。幅広いお客様にご利用頂
いてます。特に、全メニューに付く自家製ドレッシン
グがかかったサラダが喜ばれています。

割引特典
13

お食事の方はソフトドリンク1杯無料

☎ 028-677-0241
住 芳賀町祖母井南1-5-3
営 11：00〜17：00 休 日・月曜日

古賀洋菓子店

MAP：P30 B-2

地元のおいしい食材を使った
ケーキを作っています。
芳賀町の卵を使った「梅子さんのプリン」や15 種
類の味がある焼き菓子「しっとりたまこさん」が人
気商品。店長がとにかく明るいケーキ屋です。

☎ 028-677-3412
住 芳賀町下高根沢3942-46
営［火〜土］
10：00〜19：00［日］10：00〜17：30
休 月曜日

菓子処 朝日屋

MAP：祖母井周辺図

「手作りの味」きんとんまんじゅう
2019年4月店舗を新築し、心機一転新しい「朝日
屋」が誕生しました。今年で85周年を迎え、更なる
研鑽に努めて参ります。四季折々の和菓子を心を
こめてお届けしたいと思っております。おひとつか
らでもご遠慮なくご注文ください。

割引特典

お好きな菓子をひとつプレゼント！

☎ 028-677-0050
住 芳賀町祖母井795-5
営 8：00〜18：00 休 水曜日
https://www.facebook.com/asahiyaoishi
14

MAP：祖母井周辺図

菓子舗いねや

季節の生活に寄り添う
美味しいお菓子をご提供いたします。
名物たんさんまんじゅうをはじめ季節菓子を大切
に！また祖母井神社御用達「星宮三光大明神かす
ていら」惣誉酒造の日本酒を使用した日本酒かす
ていら「ほれぼれ」など贈答用菓子もご用意してお
ります。

☎ 028-677-0028
住 芳賀町祖母井745-2
営 7：00〜19：00 休 水曜日
（祝日の場合は営業）

使用期限なし！

お祝い・内祝い

共通商品券
常時 販売中

※芳 賀町内の加 盟 店のみで 使 用できる商品 券となっております。※共 通商品 券の加 盟 店一覧
は、芳賀町商工会HP（ht tp://w w w.haga-shokokai.jp/）をご覧ください。右記QRコードから
もアクセスいただけます。

お問い合わせ先：芳賀町商工会 TEL 028-677-0144
15

見本

芳賀町

ご 返 礼にも！

MAP：P30 B-4

ヘアーサロン ツシマ

癒しの、ひと時を届ける
リラクゼーションヘアーサロン
「来て良かった」を感じてもらえるような、サロン作
りをモットーに毎日頑 張っています、メンズ中心
に、ヘアーデザインを通じ、皆様のライフスタイル
を応援していきたい！！常にメディア等の髪型の変
化に敏感でありたいと心がけています。

割引特典

ガイドブック持参の方
ブラシサービス（令和3年3月末まで）

美容室 ミューゼ

☎ 028-678-0021
住 芳賀町西水沼436-6
営 8：00〜18：00 休 月・火曜日

MAP：P30 B-2

親しみやすい ほんわかサロン
ご自宅でも、簡単にスタイリングできる仕上がりを
心がけております。部分パーマ、部分カラーとカット
で、ちょっとオシャレなスタイルと、自分らしさをご
提示できたらと思っています。事前の電話をいただ
き密にならないよう心がけています。

割引特典

パーマ・カラー時 500円割引（令和3年3月末まで）

☎ 028-677-5418
住 芳賀町下高根沢3949-4
営 8：00〜18：00 休 火曜日・第2・3月曜日
https://myusem.wordpress.com/
16

ビューティサロン青山

MAP：祖母井周辺図

髪型と気分を変える空間を提供するサロン
髪もココロもうっとりツヤツヤ
経 験 豊 富 なスタッフがあ なた に 似 合 う 最 高 の
STYLEを提案します。親しみやすい雰囲気ですの
で初めての方でも安心。デザインカラー、冠婚葬祭
お着付もOK!

割引特典

ご来店記念品プレゼント
（令和3年2月末まで）

Hair Salon Peace

☎ 028-677-0045
住 芳賀町祖母井789
営 9：00〜18：00 休 月・火曜日
ID:beauty̲salon.aoyama
（Instagram）

MAP P30 D-3

子どもから大人まで
みんながくつろげるヘアーサロンです。
当店ではお客様に喜んでいただけるメニューをご用
意しております。男性のお客様には頭皮のあぶらと
りや白 髪 ぼかし 、女 性 のお 客 様 にはレ ディース
シェービングなどをご用意しております。お問い合わ
せ・ご予約などお気軽にお電話ください！
！

割引特典
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ワンコインメニューサービス（令和3年3月末まで）

☎ 028-677-3455
住 芳賀町祖母井1664-6
営 8：30〜19：00 休 火曜日・第2・3月曜日

HOW PRETTY!! 塩田美容室

MAP：祖母井周辺図

そうだ！
HOW PRETTY!!に行かなくちゃ。
エレガントで落ち着きのある癒し空間です。オー
ナーと双子のスタッフの3名。なりたいヘアスタイル
をお客様と一緒に考え、楽しい時間を提供させて頂
きます。男女問わず、どなたでも気軽にお越しくださ
いませ。頭から指先まで綺麗をお約束いたします。

割引特典

施術料金より500円割引（令和3年3月末まで）

パール美容室

☎ 028-677-2555
住 芳賀町祖母井南1-13-5
営 9：00〜18：30 休 月・火曜日
ID:howpretty2555（Instagram）
MAP：祖母井周辺図

髪もココロもリフレッシュ！
癒しのサロンへようこそ。
創業65年の老舗サロンです。先代から受け継いだ
着付け技術の他、カット、カラー、パーマ、縮毛矯正
など、あらゆるお客様のニーズに答えられるようい
つでも相談を受け付けています。お子様カットも大
歓迎。

割引特典

この本を見てくれた方、
料金10％割引（令和3年3月末まで）

☎ 028-677-0255
住 芳賀町祖母井南1-10-1
営 8：30〜18：30 休 火曜日・第2・3月曜日
18

MAP：P30 B-3

うえーぶはうすミルキィ

爽やかな風が吹き抜けるような
デザインカット、カラーパーマの店
「髪のお手入れ簡単に」をモットーに施術させて頂
いています。お客様とのご縁を大切にし信頼できる
技術をご提供致します。
お気軽にご来店ください。

☎ 028-677-4556
住 芳賀町東水沼675-2
営 9：00〜予約優先 休 火曜日

MAP：P30 B-4

miimo hair&facial

2020年3月1日にOPENした
新しい美容室です。
コロナ騒ぎの真っ只中にオープンしてしまった可哀
想な美容室です（笑）私がヘアー担当、妻がフェイ
シャルエステを担当しています。たまにケンカしま
すが営業には差し支えないので安心してお越しく
ださい（笑）
2人で頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。

☎ 028-666-5649
住 芳賀町西水沼476-6
営 9：00〜19：00 休 不定休
https://miimo-peace.com
19

MAP：祖母井周辺図

芳賀温泉 ロマンの湯

お肌つるつる・芯までぽかぽか
2つの源泉がある日帰り温泉施設
全国でも珍しい2つの源泉をもつ日帰り温泉施設
です。美肌効果と保温効果の高い天然温泉が楽し
めます。露天 風呂・内風呂・サウナ・水風呂などの
施設があります。食堂メニューが充実していて、テイ
クアウトすることもできます。

☎ 028-677-4126 住 芳賀町上延生160
営 10：00〜21：00
［食堂］
（平日）10：00〜14：30、16：30〜19：30
（土日祝）10：30〜20：00 休 水曜日
ロマンの湯内

ゆフレ 芳賀町店

MAP

祖母井周辺図

ロマンの湯内

山野愛子どろんこ美容COCO

MAP

祖母井周辺図
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あなたの町の「いやし」専門店
ゆフレ芳賀町店
いつもお疲れ様です。健 康の秘訣？それはズバリ免疫
力です。今までたまったたくさ〜んの疲れとさようならし
ましょう。技術抜群のスタッフがお迎えいたします。温泉
とセットで血流がよくなり免疫力アップ。ご来店お待ちし
ております。
☎ 028-677-4126
住 芳賀町上延生160
営 11：00〜21：00 休 水曜日

リンパマッサージ☆水素で細胞から元気に
健康と美のお悩み改善！
！
リンパマッサージ☆水素で活性酸素を除去！！肩こり、むくみ、
疲れ、病気の予防、美容、ダイエット、癒しに！気軽に通える健康
美サロン。水素吸入40分2,000円、リンパボディ60分6,800
円、小顔エステ50分3,800円、育毛ヘッド20分2,000円
☎ 028-677-2787 住 芳賀町上延生160
営 11：30〜17：30
（最終受付）
休 サロンのみ利用可 水曜日・他
ID:cococo.23.23
（Instagram）
割引特典

ヘッド＆水素吸入60分5,000円→4,000円
リンパマッサージ背中30分3,500円 男性4,000円
20

MAP：祖母井周辺図

ENEOS祖母井SS 田川商店

笑顔が集まるふれあいステーション
LPガスもおまかせください。
Tポイントとひばりポイントをダブルでプレゼント！
とてもお得なポイントサービスです。さらに毎月1
日・10日・20日は、ひばりポイント3倍セール実施
中！ということはTポイントもついてポイント4倍！
ご来店をお待ちしております。

割引特典

ひばりポイント1ポイントプレゼント
（令和3年3月末まで）

☎ 028-677-0109
住 芳賀町祖母井738
営 7：00〜19：00
（土曜18：00）休 日曜日

MAP：P30 B-3

沼能酒店（モンマートぬまのう）

おいしいお酒とお弁当！少量でも配達します！
ビールサーバーレンタルも！
惣誉や富美川等の栃木の地酒、各種ビール、本格
焼酎、世界各国のワインやウイスキー等を取り揃え
てます。また、地元のお米を使った手作り弁当も販
売しています。お酒はもちろん、お弁当や食品等、
ビールサーバー貸出時も配達いたしますので、お気
軽にお電話ください！

割引特典
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ワイン10%割引（日本ワイン、頒布会除く）

☎ 028-677-1443
住 芳賀町下高根沢477-1
営 7:00〜22:00 休 不定休

MAP：P30 C-2

（有）
大林

より良いくらしのお手伝いいたします！
一般 衣料品、芳賀北小、芳賀中の制服・運 動着の
販売を中心に、屋内外清掃用品・インテリア資材・
日用雑貨品などを取り扱っています。モテナス芳賀
では、コインランドリーの営業も行っています。皆
様のご来店をお待ちしています。

☎ 028-677-0949
住 芳賀町下高根沢1740-1 営［店舗］
8：30〜18：30
［コインランドリー］
5：00〜24：00
休［店舗］
日曜日
［コインランドリー］
年中無休
MAP：祖母井周辺図

（有）
北井酒店

栃木の地酒
「惣誉」
を
メインに販売している酒屋です。
栃木の地酒「惣誉」と、地元芳賀町産の大麦を使用
した麦焼酎「芳賀の大地」をメイン販売しておりま
す。宅配、地方発送もしております。美味しい地酒・
地焼酎をお試しになってください。ご来店お待ちし
ております。

☎028-677-0011
住 芳賀町祖母井769
営 9：00〜17：30 休 第1・3水曜日
22

MAP：P30 D-3

（有）宮川商事 idemitsu祖母井SS

お出かけあとには燃料を満タンに！
車もキレイに洗いましょう！
祖母井の北部に位置する出光ガソリンスタンド。芳
賀 町から烏山 方 面 へのご 利 用に便 利です 。クレ
ジットカードのほか、各種QRコード決済も使えま
す。詳しくはwebページを参照。ガラス系コーティン
グ洗車や持ち込みタイヤ組付け、灯油や軽油の配
達も承っています。

割引特典

ガラス系コーティング洗車 600円引

☎ 028-677-0076
住 芳賀町祖母井977
営 7：00〜19：30 休 無休
https://miyakawashoji.business.site/
MAP：祖母井周辺図

金子薬局

相談のできる薬局、健康で長生き
元気に働いて楽しく遊ぶ
店のモットーは「あそこの薬局ならわかってもらえ
るかも」と来店されたお客様に笑って帰っていただ
けるのが 薬局として、なによりの喜びであります。
薬剤師2名と登録販売者3名で相談に応じており
ます。お気軽にご相談ください。

割引特典
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お買い上げの方にはひばりポイント3倍
（令和3年3月末まで）

☎ 028-677-0039
住 芳賀町祖母井547-5
営 8：00〜19：00 休 日曜日

MAP：P30 B-4

やまぐち薬局
くすり

衣料から医療まで・・・地域の多様な
ニーズに対応し開進いたします！
昭和8年に創業した山口商店を前身に、LPガス販
売業や薬局業が添えられ、平成7年にリニューアル
されております。
【 取扱品】総合衣料（洋品衣類･学
生 運 動着･学生洋品･化 粧品･日用雑 貨）、薬局業
（漢方煎薬･漢方エキス剤･自家製剤･一般市販薬･
保健薬･健康食品）、ＬＰガス販売、電力販売

割引特典

1日・10日・20日ひばりポイント3倍セール
（日曜休業の場合、前後日に対応いたします）

☎ 028-678-0405
kanpou̲pha@yahoo.co.jp
住 芳賀町西水沼336
営 8：00〜19：00 休 日曜日
右記QRコードから電力簡単見積もり！→

大津屋呉服店・大津屋フォトスタジオ

MAP：P30 C-4

ママとコドモのパワースポット
延生地蔵尊のすぐそばの呉服店とフォトスタジオ
子 供の健やかな成長を見守る「延生地蔵尊」門前
の呉服 店です。日本の記念日を美しく残す事にこ
だわった呉服専門店がプロデュースしたフォトスタ
ジオも完備。衣裳レンタル・着付・ヘアメイク・撮影
までトータルしたサービスで大切な記念日のお手
伝いをさせて頂きます。

割引特典

ガーゼ手ぬぐいプレゼント
お子様には駄菓子100円分プレゼント

☎028-678-0540 営 芳賀町下延生1687
住 10：00〜17：00 休 木曜日
［呉服店］http://ohtsuya.net/
［フォトスタジオ］https://ohtsuyaphoto.studio/
24

MAP：祖母井周辺図

（有）ファミリー交通

安心・安全を約束した
地域密着貸切バス会社です！
！
弊社は「安心・安全サービス」をモットーに、お客様
のご期待以上のサービスでご奉仕することに取り
組んでいます。旅行、部活動送迎、冠婚葬祭など小
型バスから大型バスまでご利用人数や目的に応じ
て対応いたします。まずはお気軽にお電話をお待
ちしております。

割引特典

ご利用時お飲物サービス有

BOOK FOREST 森百貨店

☎ 028-677-1408
住 芳賀町祖母井816-3
営 9：00〜17：00 休 不定休
https://www.bus-family.com/
MAP：祖母井周辺図

お気に入りの1冊が、きっと見つかる
“絵本の森”へようこそ♪
芳賀町唯一の本・文具店で、地域に根ざしたアット
ホームなお店。店内は2階天井までのびる絵 本棚
ブックツリーを中心に絵本が所狭しと並びます。
書 籍・雑 誌・コミック・教 科 書・学習参 考書・学用
品・事務機器も取り扱っております。

割引特典
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ひばりポイント3倍

☎ 028-677-0017
住 芳賀町祖母井南1-10-8
営［平日］
9：00〜19：00
［土祝］
10：00〜18：00 休 日曜日
http://book-forest.jugem.jp/

MAP：祖母井周辺図

森写真館

アートとデジタルで人生を応援!
「写真」から「写心」へ
1枚の写真に込めるあなたの思い。人生の節目の記
念写真から証明写真、写真の復元、プリントサービ
スまで。多ポーズを大画面にマルチ配置した豪華
格安オリジナルアルバムは人気です。証明写真は
地域最安値宣言。

割引特典

スタジオ撮影１割引

☎ 028-677-0056
住 芳賀町祖母井南1-11-3
（たいらや東隣)
営 8：00〜18：30 休 不定休
https://www.mori-photostudio.com/
MAP：P30 B-4

（有）
塩田屋百貨店 水橋GS

洗車のことなら・セルフ洗車・
スチーム洗車・コーティングまで
EXKeeper技術資格修得者がていねいに施工いた
します。その 他レンズコーティング・ホイールコー
ティングもできます。また当店ではweb販売もやっ
ていて、タイヤ等をお客様がwebで購入して当店で
取り付けることもできます。

割引特典

洗車プリペードカード3,000円分が
50％OFFの1.500円

☎028-678-0157
住 芳賀町西水沼419
営 7：00〜19：00 休 日曜日
http://shiotaya.co.jp/
26

ファッションバリュー

マルタ

MAP：祖母井周辺図

中高年のファッション、お任せください！
月2回の東京仕入と産地新潟からの巡回仕入で、
いつも新鮮なファッションを取り揃えております。
特に中高年のファッションは他店に負けない自信
があります。
是非、ご来店ください。

☎ 028-677-8484
住 芳賀町祖母井南1-11-1
（モテナス芳賀内）
営 10：00〜18：30 休 水曜日

さいとう時計店

MAP：祖母井周辺図

80年以上続く時計修理・販売の専門店。
高級時計もお任せください！
義祖父・義父に続く3代目。時計修理専門工房で確
かな技術を継承しました。
栃木県時計眼鏡商組合加盟店。電池交換・バンド
調整は即日対応。回路チェック・クサリ洗浄サービ
ス付。補聴器の調整・電池、メガネ・宝飾品の修理
も取扱い。

割引特典
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メガネ・スマホクリーナープレゼント

☎028-677-0072
住 芳賀町祖母井522-3 営 9：00〜19：00
休 火曜日、
第2・3土・日曜日
http://totchijisyo.sakura.ne.jp/haga-saitonewpage.html

薬師堂

MAP：祖母井周辺図

「今日は調子が良い！」
そう思える、
そう思いたい方を応援します。
忙しい日々の生活で溜まるストレス。漢方は、そん
な疲れた身体や心を自然な健康バランスに整えて
くれます。当店では、世界にたった1人のあなたに向
き合って健 康を支えます 。
「 美と健 康 の 両 立 」を
テーマに漢方やフェイシャルエステであなたの心と
身体の「美」を提供します。

☎ 028-677-8880
住 芳賀町祖母井南1-11-1
（モテナス芳賀内）
営 10：00〜19：00 休 日曜日

アイ・ラブ カトウ

MAP：祖母井周辺図

修理の出来る靴屋さん。
せっかく選んだ
お気に入りの1足、
丁寧にお直しします。
いつまでもご愛用頂けるベストフィットのお靴をお
届けします。細やかな履き心地調整、靴底修理、革
製品修理承ります。合鍵、錠前、硝子、サッシ、アミ
戸修理までお客様の「困った」にお応えしておりま
す。真岡店もよろしく！
！

真岡店外観

［芳賀店］
［真岡店］
☎028-677-0074
☎0285-81-7357
住 芳賀町祖母井758
住 真岡市荒町3-45-1
営 9：00〜19：00 休 水曜日 営 10：00〜19：00 休 水曜日
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