
20

商
　
業

商業
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infomation

head-office@ks-joy.co.jp
土・日・祝休
AM9:00 PM6:00

芳賀郡益子町益子1453-3
0285-72-8668TEL：

飲食店オープン見積無料。
洗剤、消毒液が年中お買い得。
プロの料理道具1ヶから卸値。

益子駅から南へ徒歩3分、踏切の横に黄色
い看板が目印、6年前に独立、県内外の飲食
店、道の駅、幼稚園、施設、ホテル、ゴルフ場
の他、国内や海外展開している大手外食チ
ェーン各社を顧客にご愛顧頂き、お客様の
喜びは私たちの喜びをモットーに常に感謝
の気持ちを持ち迅速丁寧な対応を心掛け
ています。お気軽にお電話ください。

厨房・食卓の盟脇役としてお役に立
ちます。

創業27年

株式会社キッチンシステムのジョイ

業務用食器・厨房機器卸売◆ ◆

～

infomation

http://www.nakayamashouji.co.jp
info@nakayamashouji.co.jp
土・日・祝休
AM8:30 PM5:15

芳賀郡益子町益子3288-8
0285-72-4114TEL：

贈り物のご相談お待ちしており
ます。

「ありがとう」のお手伝い
創業70年

株式会社 仲山商事
◆ ギフト卸売業 ◆

～

記念品や贈答品、景品など、ギフト商品を通
して「ありがとう」のお手伝いをしております。
最近は安心・安全の日本製の商品が人気が
あり、海外のお客様からもご要望を頂きます。

infomation

日・祝休
AM10：00～PM6：00

芳賀郡益子町益子2893
0285-72-3173TEL：

4日・28日特割、
シニア写真4,280円
ご予約の上お越しください。

益子の中心に建つ写真スタジオ。地域に愛
され常に時代を先取りし写真のネット販売
から格調ある肖像写真まで写真のことなら
お任せ下さい。シニア特割で60歳から家族
へ贈る自分写真を格安でお作りいたします。
きれいなお顔をいつまでも…。4日と28日は
特割日、ご予約の上お越しください。

人生の証し、あこがれのシニア写
真をご家族に贈りましょう。

創業70年

アートスタジオ・カネコ
◆ 写真館 ◆

（株）ティムチャイナ
◆ 陶磁器卸売業 ◆

芳賀郡益子町塙1147-4
AM8:30～PM5:30

創業51年
食器全般をお取扱い致しております

お陰様で創業51周年を迎えることができ
ました。弊社は、益子焼、笠間焼及び全国
の陶磁器やガラス、漆器、木製品、金物等
を取り扱っております。卸売業や直接販売
等も行っており、地元のイベントでもある
年2回の益子陶器市にも出店しておりま
すので是非お越し頂ければと思います。

土・日・祝休

TEL：0285-72-2299
FAX：0285-72-2233

temchina@fuga.ocn.ne.jp

AM11:00～
月

 PM8:00
芳賀郡益子町益子968-2

0285-77-5881TEL・FAX：

バイカー達が集う店！
創業1年

Frog-Amulet
◆ 衣類品小売 ◆

休

足利銀行の右隣、「カエル」のお守りを意味
する「フロッグアミュレット」が益子にオープ
ンして半年！
店内にはバイカーファッションのブランド
をはじめ、ワーク、カジュアルなど多数取り
揃えています。その他一般の女性客でも人
気の小物が揃っています。フロッグアミュレ
ットで一つ上のおしゃれを！

frog-amulet@outlook.jp
http://www.frogamulet.com

小林写真館
◆ 写真館 ◆

TEL：

芳賀郡益子町大沢1753-1
AM9:00～PM6:00 不定休休

0285-72-3336

創業70年
大変きれいな銀塩写真で
仕上げております
当写真館は、お客様の表情・雰囲気を大切
にし、ずっとずっと思い出に残る写真作り
を心がけております。各種記念写真・証明
写真・デジカメプリント・肖像写真・古い写
真の作り直し・出張撮影など承り中。

photo-kobayashi@purple.plala.or.jp

FAX：0285-72-8330
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衣料センター こぐち
◆ 衣料品販売 ◆

芳賀郡益子町益子909
AM9:00～PM6:00

季節に合わせて、おしゃれを！
おしゃべりを！楽しんで頂けます。

創業70年

infomation

ベテラン販売員のおばちゃんとおじちゃ
んがいるよ！ぜひ、お茶飲みにご来店下
さいませ、まってます。

TEL：0285-72-3151
おしゃれ婦人洋品がいっぱい！
お得です。

（有）正喜屋呉服店
◆ 衣料品小売業 ◆

各種学校指定衣料・スクール用品の
ことならお任せ下さい

芳賀郡益子町益子1538
AM8:30～PM7:00

創業90年

infomation

中高年向きの衣料品を豊富に品揃え。益
子の「一軒とげぬき地蔵商店」のように頑
張っています。
夏には祭り用品も多数品揃え‼

TEL：0285-72-2075
FAX：0285-72-6060

毎月1日・10日・20日休

名入れタオルや各種イベント用
Tシャツ等のプリントも承ります。
その他東京銀座・山形屋の紳士、
婦人服のお誂え会も行っております。
どうぞお気軽にお声かけ下さい。

NaturalBakery日々舎
◆ パン・菓子製造販売 ◆

からだとこころが
「おいしい」と喜ぶようなパンを

芳賀郡益子町益子4283-5（敷地内工房）
AM11:00～PM5:00

創業4年

infomation

日々舎では、自分たちが日々の暮らしの
中で、毎日食べたいと思うパンやお菓子
を作っています。それは食べておいしい
だけでなく、からだとこころが喜ぶもの。
食材もできるだけ有機のものや、国産の
もの、身近な食材を無理なく選んでいま
す。

日・月
nichinichisha@gmail.com

http://nichinichisha.com

休

自家製酵母と国産小麦粉をベースに
一晩じっくり発酵させたシンプルな
ハード系のパンやベーグルなどを
焼いています。酵母菓子もおすすめ
です。

もおかや （株）真岡屋呉服店
◆ 衣料品販売 ◆

芳賀郡益子町益子1688-1
AM9:30～PM6:00 木休

創業106年

infomation

益子の中心街、田町屋台パーク隣にある
オレンジ色の素敵なお店。創業106年、3
代目となる呉服店を平成14年にリニュー
アルオープンしました。婦人洋品に重きを
置き、中高年層の品揃えにし、旅行、お出
かけ時のおしゃれなアドバイスをしてお
ります。片隅のサロンでお茶を飲みなが
ら、お客様とのお話が楽しい毎日です。お
しゃれのアドバイスいつもお待ちしてい
ます。

TEL：0285-72-2030
FAX：0285-72-2602お手頃な値段の商品を取り揃えて

おります

（有）水戸屋金物店

芳賀郡益子町益子1686-1
AM8:30~PM6:30

infomation

日休

TEL：0285-72-7111
FAX：0285-72-7113

田町で昔ながらの金物店営業してい
ます

5年前に現在地に移転。鹿島神社東側にて
金物と暮らしの道具、水戸屋として営業して
います。目新しいものはありませんが、包丁
や鍋などキッチン用品、鎌や鋏など園芸用
品、釘など金物類、配管材と品揃えはいろい
ろです。ぜひ、ご来店ください。

合鍵すぐ作ります。
ディンプルキーもOK。
玄関鍵やシリンダーの交換も承ります。

創業明治初年

◆ 金物小売業 ◆

infomation

https://www.instagram.com
　　　　　　/moukayakanamono/

日休
AM6：30～PM7：00

芳賀郡益子町七井中央12-5
0285-72-2427TEL：

建築金物/工具/エクステリア　
カーポート/ガラス入替/網戸・
障子の張替/お中元・お歳暮・初
盆ギフト

釘から家一軒まで、お客様のニーズ
に細かく対応します。

創業90年

（有）真岡屋金物店
金物・建材販売　リフォーム◆ ◆

金物屋と言えば固い商品と思われがちで
すが、当店ではお客様の多様なニーズに
お応えします。「窓ガラス割れちゃった」

「網戸張り替えてくろ」等お困りの際はご
一報下さい。ギフトの扱いもございます。
男気社長と浪速商人の嫁がお客様の立
場に立って笑顔で対応させていただきま
す。マスコットのQP人形のインスタグラ
ムご覧ください。

商13 商14

商15 商16

商17 商18infomation

無休（年始除く）休
AM8:00 PM5:30

芳賀郡益子町七井中央1-6
0285-72-3588TEL：

通信販売はお気軽にお電話ください。

地元の野菜を美味しい漬物に
しました♪

マルユウ食品
◆ 小売 ◆

～

生姜がきいたきゅうりテッポウ漬けは、お
酒のおつまみに最高！グリーンボールの
漬物もおすすめ！地元の野菜を使った一
夜漬け～地方発送も可。

infomation

miyashita@mooka.jp
不定休休
AM9:00 PM5:00

芳賀郡益子町大字小泉1090-1
0285-77-4705TEL：

生活用水が入り込まない綺麗な沢水で
栽培している、有機米（コシヒカリ）。
とげ無しで柔らかいナス。その他旬の
おいしい野菜や果物等、産地から仕入
れて、販売しております。

安心安全で、旬のおいしいを
お客様にお届けいたします

創業3ヶ月

アグリ:高松
◆ 食品生産・販売 ◆

～

美味しい食材にこだわり、自ら生産した物だけ
でなく、各地から旬の食材を仕入れ、販売もして
おります。自家生産の物としては、益子の自然の
恩恵を受けた、生活用水の入り込まない入山の
沢水で栽培している有機米（コシヒカリ）。減農
薬・有機肥料で栽培しているナス。他には農薬
不使用、無化学肥料で栽培している季節の野菜
等。品種用途に応じて栽培方法も変えておりま
す。お客様が安心して、美味しく召し上がれる食
材を提供する事をモットーに活動しております。

infomation TEL：
芳賀郡益子町益子2307-2

AM9：00～PM7：00 日休

0285-72-3113

惣菜・食肉専門店（主に国産食肉）
創業53年

関澤精肉店
◆食肉販売◆ 

食肉みそ漬け、
焼豚の手造がおすすめ

商売は心と心の触れ合いが口癖。義理と
人情日頃からの付き合いを何よりも大切
にしている。創業53年の看板は、「地元の
支えがあればこそ」と常に感謝の気持ち
を忘れない。
肉の専門店として、手造りの牛豚肉の味
噌漬、焼豚は当店自慢で、オリジナル商
品として、好評を受けて喜ばれています。

infomation

AM11:00
月・火

PM5:00
芳賀郡益子町益子3018-1

0285-81-6525TEL：

一番人気は昔懐かしいこっぺぱん
地元産のフルーツを使った自家製ジャ
ムは季節によって変わります

北海道産小麦と白神こだま酵母で作
るふんわりもちもちパン

パン・菓子 製造・販売

創業10年

小さなパン屋さん えみぱん

◆ ◆

休

山の麓に建つ小さなパン屋さんです。お店
の窓から見える景色もえみぱんの味の一部。
四季折々の山の木々たちや野鳥を眺めなが
らパンを焼いています。おすすめはこっぺぱ
ん。地元で採れる旬の果物を使った自家製
のジャムをその場で挟みます。その他にもあ
んこやピーナッツなど。昔懐かしいこっぺぱ
んをぜひ食べに来て下さい。

～

（有）赤羽まんぢう本舗
◆ 和菓子製造・販売 ◆

芳賀郡益子町益子2910-2
AM8:00~PM6:00

infomation TEL/FAX： 0285-72-3153

日・祝・月休

創業95年
小豆から煮ておりまして全て手作り

赤羽まんぢう 100円
苺大福 　　　200円
最中 　　　　120円

四代目赤羽岳治を中心に家族で営む街の
和菓子店、看板商品は赤羽まんぢう。創業
大正13年、今年で95年です。益子の焼き物
の発展に大きく貢献した濱田庄司も茶まん
ぢうが大好物でした。12月より5月頃までに
は、地元産の苺が入ったいちご大福も販売、
こちらも美味しいです。

infomation

http://takahashi-farm.com
info@takahashi-farm.com
AM9:00～ PM5:00

芳賀郡益子町生田目526-1
0285-72-9108TEL：

・丈夫卵   6個 　　　　　  380円
・丈夫卵10個 　　　　　  630円
・紅カブトエビ玄米2kg  1400円
・紅カブトエビ白米2kg  1600円

益子のこだわり卵・米・野菜
創業60年

生命農法 高橋ファーム
◆ 小売業 ◆

60年以上前より養鶏業を営んでおり、現在
でも純国産品種のヒヨコを0日命より無投
薬、成長に合わせた完全自家配合の餌、平
飼いにて育てております。その他にも除草
剤に頼らずに稲を作る無農薬紅カブトエビ
米や安全な鶏糞を使用した有機無農薬野
菜栽培など自然本来の力と共生した活動を
しております。
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芳賀郡益子町益子1538
AM8:30～PM7:00

創業90年

infomation

中高年向きの衣料品を豊富に品揃え。益
子の「一軒とげぬき地蔵商店」のように頑
張っています。
夏には祭り用品も多数品揃え‼

TEL：0285-72-2075
FAX：0285-72-6060

毎月1日・10日・20日休

名入れタオルや各種イベント用
Tシャツ等のプリントも承ります。
その他東京銀座・山形屋の紳士、
婦人服のお誂え会も行っております。
どうぞお気軽にお声かけ下さい。

NaturalBakery日々舎
◆ パン・菓子製造販売 ◆

からだとこころが
「おいしい」と喜ぶようなパンを

芳賀郡益子町益子4283-5（敷地内工房）
AM11:00～PM5:00

創業4年

infomation

日々舎では、自分たちが日々の暮らしの
中で、毎日食べたいと思うパンやお菓子
を作っています。それは食べておいしい
だけでなく、からだとこころが喜ぶもの。
食材もできるだけ有機のものや、国産の
もの、身近な食材を無理なく選んでいま
す。

日・月
nichinichisha@gmail.com

http://nichinichisha.com

休

自家製酵母と国産小麦粉をベースに
一晩じっくり発酵させたシンプルな
ハード系のパンやベーグルなどを
焼いています。酵母菓子もおすすめ
です。

もおかや （株）真岡屋呉服店
◆ 衣料品販売 ◆

芳賀郡益子町益子1688-1
AM9:30～PM6:00 木休

創業106年

infomation

益子の中心街、田町屋台パーク隣にある
オレンジ色の素敵なお店。創業106年、3
代目となる呉服店を平成14年にリニュー
アルオープンしました。婦人洋品に重きを
置き、中高年層の品揃えにし、旅行、お出
かけ時のおしゃれなアドバイスをしてお
ります。片隅のサロンでお茶を飲みなが
ら、お客様とのお話が楽しい毎日です。お
しゃれのアドバイスいつもお待ちしてい
ます。

TEL：0285-72-2030
FAX：0285-72-2602お手頃な値段の商品を取り揃えて

おります

（有）水戸屋金物店

芳賀郡益子町益子1686-1
AM8:30~PM6:30

infomation

日休

TEL：0285-72-7111
FAX：0285-72-7113

田町で昔ながらの金物店営業してい
ます

5年前に現在地に移転。鹿島神社東側にて
金物と暮らしの道具、水戸屋として営業して
います。目新しいものはありませんが、包丁
や鍋などキッチン用品、鎌や鋏など園芸用
品、釘など金物類、配管材と品揃えはいろい
ろです。ぜひ、ご来店ください。

合鍵すぐ作ります。
ディンプルキーもOK。
玄関鍵やシリンダーの交換も承ります。

創業明治初年

◆ 金物小売業 ◆

infomation

https://www.instagram.com
　　　　　　/moukayakanamono/

日休
AM6：30～PM7：00

芳賀郡益子町七井中央12-5
0285-72-2427TEL：

建築金物/工具/エクステリア　
カーポート/ガラス入替/網戸・
障子の張替/お中元・お歳暮・初
盆ギフト

釘から家一軒まで、お客様のニーズ
に細かく対応します。

創業90年

（有）真岡屋金物店
金物・建材販売　リフォーム◆ ◆

金物屋と言えば固い商品と思われがちで
すが、当店ではお客様の多様なニーズに
お応えします。「窓ガラス割れちゃった」

「網戸張り替えてくろ」等お困りの際はご
一報下さい。ギフトの扱いもございます。
男気社長と浪速商人の嫁がお客様の立
場に立って笑顔で対応させていただきま
す。マスコットのQP人形のインスタグラ
ムご覧ください。

商13 商14

商15 商16

商17 商18infomation

無休（年始除く）休
AM8:00 PM5:30

芳賀郡益子町七井中央1-6
0285-72-3588TEL：

通信販売はお気軽にお電話ください。

地元の野菜を美味しい漬物に
しました♪

マルユウ食品
◆ 小売 ◆

～

生姜がきいたきゅうりテッポウ漬けは、お
酒のおつまみに最高！グリーンボールの
漬物もおすすめ！地元の野菜を使った一
夜漬け～地方発送も可。

infomation

miyashita@mooka.jp
不定休休
AM9:00 PM5:00

芳賀郡益子町大字小泉1090-1
0285-77-4705TEL：

生活用水が入り込まない綺麗な沢水で
栽培している、有機米（コシヒカリ）。
とげ無しで柔らかいナス。その他旬の
おいしい野菜や果物等、産地から仕入
れて、販売しております。

安心安全で、旬のおいしいを
お客様にお届けいたします

創業3ヶ月

アグリ:高松
◆ 食品生産・販売 ◆

～

美味しい食材にこだわり、自ら生産した物だけ
でなく、各地から旬の食材を仕入れ、販売もして
おります。自家生産の物としては、益子の自然の
恩恵を受けた、生活用水の入り込まない入山の
沢水で栽培している有機米（コシヒカリ）。減農
薬・有機肥料で栽培しているナス。他には農薬
不使用、無化学肥料で栽培している季節の野菜
等。品種用途に応じて栽培方法も変えておりま
す。お客様が安心して、美味しく召し上がれる食
材を提供する事をモットーに活動しております。

infomation TEL：
芳賀郡益子町益子2307-2

AM9：00～PM7：00 日休

0285-72-3113

惣菜・食肉専門店（主に国産食肉）
創業53年

関澤精肉店
◆食肉販売◆ 

食肉みそ漬け、
焼豚の手造がおすすめ

商売は心と心の触れ合いが口癖。義理と
人情日頃からの付き合いを何よりも大切
にしている。創業53年の看板は、「地元の
支えがあればこそ」と常に感謝の気持ち
を忘れない。
肉の専門店として、手造りの牛豚肉の味
噌漬、焼豚は当店自慢で、オリジナル商
品として、好評を受けて喜ばれています。

infomation

AM11:00
月・火

PM5:00
芳賀郡益子町益子3018-1

0285-81-6525TEL：

一番人気は昔懐かしいこっぺぱん
地元産のフルーツを使った自家製ジャ
ムは季節によって変わります

北海道産小麦と白神こだま酵母で作
るふんわりもちもちパン

パン・菓子 製造・販売

創業10年

小さなパン屋さん えみぱん

◆ ◆

休

山の麓に建つ小さなパン屋さんです。お店
の窓から見える景色もえみぱんの味の一部。
四季折々の山の木々たちや野鳥を眺めなが
らパンを焼いています。おすすめはこっぺぱ
ん。地元で採れる旬の果物を使った自家製
のジャムをその場で挟みます。その他にもあ
んこやピーナッツなど。昔懐かしいこっぺぱ
んをぜひ食べに来て下さい。

～

（有）赤羽まんぢう本舗
◆ 和菓子製造・販売 ◆

芳賀郡益子町益子2910-2
AM8:00~PM6:00

infomation TEL/FAX： 0285-72-3153

日・祝・月休

創業95年
小豆から煮ておりまして全て手作り

赤羽まんぢう 100円
苺大福 　　　200円
最中 　　　　120円

四代目赤羽岳治を中心に家族で営む街の
和菓子店、看板商品は赤羽まんぢう。創業
大正13年、今年で95年です。益子の焼き物
の発展に大きく貢献した濱田庄司も茶まん
ぢうが大好物でした。12月より5月頃までに
は、地元産の苺が入ったいちご大福も販売、
こちらも美味しいです。

infomation

http://takahashi-farm.com
info@takahashi-farm.com
AM9:00～ PM5:00

芳賀郡益子町生田目526-1
0285-72-9108TEL：

・丈夫卵   6個 　　　　　  380円
・丈夫卵10個 　　　　　  630円
・紅カブトエビ玄米2kg  1400円
・紅カブトエビ白米2kg  1600円

益子のこだわり卵・米・野菜
創業60年

生命農法 高橋ファーム
◆ 小売業 ◆

60年以上前より養鶏業を営んでおり、現在
でも純国産品種のヒヨコを0日命より無投
薬、成長に合わせた完全自家配合の餌、平
飼いにて育てております。その他にも除草
剤に頼らずに稲を作る無農薬紅カブトエビ
米や安全な鶏糞を使用した有機無農薬野
菜栽培など自然本来の力と共生した活動を
しております。
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infomation

miyachan-38@live.jp
AM11:50 PM7:00

芳賀郡益子町益子1651
0285-72-2260TEL：

宇都宮中央市場より毎日直送。
新鮮で安心、安全な食材の提供
を心がけています。

食べて美味しい
贈って喜ばれる物を

創業55年
芳美屋支店

青果・鮮魚・食料品店◆ ◆

ヨシミヤ

～

創業55年。現在、特に業務用の野菜、果物
の卸しに力を入れています。適地適作の食
材に心がけ、和洋中華用の野菜、ハーブ類、
イタリア野菜等取り扱っています。また給食
サービス機関への卸しもしていますので、
量目価格等の相談も承っています。店頭販
売においては、特に生食にこだわり、お刺身
の販売に力を入れています。

infomation

日休
AM8:00 PM5:00

芳賀郡益子町山本735
0285-72-2789TEL：

米、そば粉、
アスパラガスの販売

我が社は、農産物の生産を主体とする会社
です。主に水稲、麦、大豆、そば、アスパラガ
スを栽培しており、地域で栽培された安心
安全な農産物を消費者の皆様へ提供させ
ていただいております。特に28年度よりア
スパラガス栽培を始め、朝取りを主体とし
て道の駅、JA直売所に出荷しておりますの
でよろしくお願いいたします。

あなたも一緒にアスパラガスを栽培
してみませんか

創業5年

株式会社 益子未来ファーム

◆ 農業 ◆

～

（有）スーパーモガキ
◆ 小売業 ◆

美味お刺身＆手作り惣菜・特注OK

芳賀郡益子町大沢125
AM9:00～PM7:00
日休

創業60年

infomation

店頭にて焼芋、旬の果実販売中

地元のお客様に親しく利用していただき、
30年になり、さらに便利にお買物してい
ただける様に社員一同努力しております。
好評のお刺身コーナー、又、手づくり惣菜
など、お客様に喜んでいただける商品を
販売してまいります。特注もお受けいたし
ます。お気軽にお声がけ下さい。ご来店お
待ちしております。

SPmogaki@fuga.ocn.ne.jp

TEL：0285-72-5336
FAX：0285-72-8775

薄羽養鶏場
◆ たまごの生産・販売 ◆

「孫が喜んでくれたから、また
買いに来た」と好評のたまごです

芳賀郡益子町塙2588
AM8:00～PM4:30

創業51年

infomation

こだわりの平飼い飼育の『元気たまご』と、
料理のプロにご利用頂いている『赤たま
ご』。いずれも食欲を掻き立て、できあが
った料理に華やかさをもたらす綺麗なオ
レンジ色の黄身。ぷりぷりに盛り上がった
白身は、箸でかき回してもなかなか切れ
ない。食べたときには濃い味がお口いっ
ぱいに広がり、これまでにない体験です。

TEL/FAX： 0285-72-2666

usubaegg1@gmail.com
https://usubaegg.amebaownd.com

普段の食卓で食べるだけでなく、業務用
販売やお中元・お歳暮・手土産・コンペ
やイベントの景品など贈り物や化粧箱も
扱っております。全国発送も承りますの
でお気軽にお電話ください。

吉田屋鮮魚店
◆ 鮮魚販売 ◆

芳賀郡益子町益子942
AM10:00～PM7:00

創業60年

infomation

鮮魚、刺身等注文、配達いたしますので
気軽にお電話下さい。

TEL：0285-72-3115
刺身、オードブル（要予約）等
注文承ります。

不定休休

小林商店
◆ 酒類小売店 ◆

芳賀郡益子町七井848-1
AM9:00～PM8:00 不定休休

infomation TEL：0285-72-1122
FAX：0285-72-1270久保田・越州特約店

創業100年
楽しいお酒 こばやし
当店は、七井123号旧道踏切近くで営
業しています。久保田・越州・朝日山・
天鷹・四季桜などの日本酒をメインに
楽しいお酒を提供しております。町内
唯一の久保田と越州の特約店ですの
で、是非一度ご来店下さい。

商25 商26

商27 商28

商29 商30

infomation

不定休休

芳賀郡益子町七井69番地2
0285-72-2428TEL・FAX：

心が通じ合った蔵元の酒
創業90年

日野屋酒店
◆ 酒販業 ◆

辛口特醸酒　　　　　1,800円
芳賀の香り吟醸酒　　2,910円
純米吟醸酒　　　　　2,600円
生酛仕込特別純米酒　2,860円
　　　　　　　　 （全て税別）

AM8:30～ PM7:00～

創業90年、滋賀県日野町出身の祖父が昭和
の初期に始めた酒屋です。地元の酒「惣誉」
を主に取扱い人気の芳賀の香り吟醸酒や昔
ながらの生酛仕込み純米酒やフルーティな
香りの多い季節ごとの限定品が喜ばれてお
ります。その他コーヒーや調味料の各種贈
答品も取り揃えております。SLの通る真岡鉄
道七井駅近くですのでお立ち寄りください。

infomation

体にやさしい手作りのお弁当・
和惣菜が大人気！

創業90年

モンマートよこやま
◆ 食料品小売 ◆

第3日曜休

AM8:00 PM8:00
芳賀郡益子町大字塙2219

0285-72-6454TEL：
人気商品　
・スタミナ弁当　・鮭弁当
・金時豆　　　　・焼肉弁当
・さばのうま煮

～
（日曜日～PM7:00）

地域に根ざして90年以上！　惣菜、弁当、お
酒を中心に生鮮食品まで揃える、ちょっと便
利なお店。ボリュームたっぷりのお弁当、鍋
でコトコト煮込んだ煮物も大人気。お酒は
地元の地酒中心。ワインはセラーを完備し、
価格以上に美味しいワインを多数取り揃え
ています。

infomation

なし休
芳賀郡益子町益子2811-1

0285-81-3032TEL：

お客様に「近くて便利」を実感し
て頂けるように！！

創業6年

セブンイレブン 益子中央店

◆ コンビニエンスストア ◆

（1）ナナコでお会計すると、
　　  ポイントがたまります。
（2）セブンアプリを使うと
　　  クーポンがもらえます。
（3）ナナコとアプリを紐づけすると、
　　  ナナコ会計でアプリが使えます。

24時間

おにぎり、お弁当、サンドイッチ、麺類、お惣
菜などのデイリー商品の“おいしさ”と“品揃
え”をご確認下さい。
＜取扱い商品・サービス＞
ATM、お酒、たばこ、揚げ物惣菜、セブンカ
フェ、マルチコピー機、セブンスポット（無料
Wi－Fi）、大型駐車場完備。

infomation

AM8:00～
日

PM6:00
芳賀郡益子町七井54

0285-72-2448TEL：
食料品　小売、卸売
灯油　ガス販売

地域密着のお店です
創業68年

中城屋ストアー
◆ 食料品小売業 ◆

休

地域に根ざしたお店です。食料品小売、卸
売、配達もしています。またガス灯油販売、
配達もしております。

谷口商店
◆ 酒・タバコ・食料品・他 ◆

芳賀郡益子町小宅972
AM7:00～PM6:00 月休

創業86年

infomation

ビックなアイス、スイーツあります

店は少々古くなっていますが、生活に必要
な品を、できる限り取り揃えて、お客様をお
待ちしています。どうぞ、ご来店を。
追伸　毎週、月曜日は定休となっています。
宅配もしています。よろしく！！

TEL：0285-72-3570

道の駅 ましこ
◆ 小売業・飲食業・観光業 ◆

益子の農と食、観光の拠点

芳賀郡益子町長堤2271
AM9:00～PM6:00 第2火曜休

創業3年

建築大賞を受賞した建物と里山の自然豊
かなロケーションにある道の駅である。
益子界隈の農産物、地のもの旬のものを
使用した加工品、益子の手仕事を紹介す
る民芸品など益子ならではの品揃えが充
実した売り場と、地産地消をコンセプトに
したカフェレストラン。益子の事ならなん
でもわかるコンシェルジュがおります。

info@m-mashiko.com
http://m-mashiko.com

TEL：0285-72-5530
FAX：0285-72-5531



25

商
　
業商19 商20

商21 商22

商23 商24

infomation

miyachan-38@live.jp
AM11:50 PM7:00

芳賀郡益子町益子1651
0285-72-2260TEL：

宇都宮中央市場より毎日直送。
新鮮で安心、安全な食材の提供
を心がけています。

食べて美味しい
贈って喜ばれる物を

創業55年
芳美屋支店

青果・鮮魚・食料品店◆ ◆

ヨシミヤ

～

創業55年。現在、特に業務用の野菜、果物
の卸しに力を入れています。適地適作の食
材に心がけ、和洋中華用の野菜、ハーブ類、
イタリア野菜等取り扱っています。また給食
サービス機関への卸しもしていますので、
量目価格等の相談も承っています。店頭販
売においては、特に生食にこだわり、お刺身
の販売に力を入れています。

infomation

日休
AM8:00 PM5:00

芳賀郡益子町山本735
0285-72-2789TEL：

米、そば粉、
アスパラガスの販売

我が社は、農産物の生産を主体とする会社
です。主に水稲、麦、大豆、そば、アスパラガ
スを栽培しており、地域で栽培された安心
安全な農産物を消費者の皆様へ提供させ
ていただいております。特に28年度よりア
スパラガス栽培を始め、朝取りを主体とし
て道の駅、JA直売所に出荷しておりますの
でよろしくお願いいたします。

あなたも一緒にアスパラガスを栽培
してみませんか

創業5年

株式会社 益子未来ファーム

◆ 農業 ◆

～

（有）スーパーモガキ
◆ 小売業 ◆

美味お刺身＆手作り惣菜・特注OK

芳賀郡益子町大沢125
AM9:00～PM7:00
日休

創業60年

infomation

店頭にて焼芋、旬の果実販売中

地元のお客様に親しく利用していただき、
30年になり、さらに便利にお買物してい
ただける様に社員一同努力しております。
好評のお刺身コーナー、又、手づくり惣菜
など、お客様に喜んでいただける商品を
販売してまいります。特注もお受けいたし
ます。お気軽にお声がけ下さい。ご来店お
待ちしております。

SPmogaki@fuga.ocn.ne.jp

TEL：0285-72-5336
FAX：0285-72-8775

薄羽養鶏場
◆ たまごの生産・販売 ◆

「孫が喜んでくれたから、また
買いに来た」と好評のたまごです

芳賀郡益子町塙2588
AM8:00～PM4:30

創業51年

infomation

こだわりの平飼い飼育の『元気たまご』と、
料理のプロにご利用頂いている『赤たま
ご』。いずれも食欲を掻き立て、できあが
った料理に華やかさをもたらす綺麗なオ
レンジ色の黄身。ぷりぷりに盛り上がった
白身は、箸でかき回してもなかなか切れ
ない。食べたときには濃い味がお口いっ
ぱいに広がり、これまでにない体験です。

TEL/FAX： 0285-72-2666

usubaegg1@gmail.com
https://usubaegg.amebaownd.com

普段の食卓で食べるだけでなく、業務用
販売やお中元・お歳暮・手土産・コンペ
やイベントの景品など贈り物や化粧箱も
扱っております。全国発送も承りますの
でお気軽にお電話ください。

吉田屋鮮魚店
◆ 鮮魚販売 ◆

芳賀郡益子町益子942
AM10:00～PM7:00

創業60年

infomation

鮮魚、刺身等注文、配達いたしますので
気軽にお電話下さい。

TEL：0285-72-3115
刺身、オードブル（要予約）等
注文承ります。

不定休休

小林商店
◆ 酒類小売店 ◆

芳賀郡益子町七井848-1
AM9:00～PM8:00 不定休休

infomation TEL：0285-72-1122
FAX：0285-72-1270久保田・越州特約店

創業100年
楽しいお酒 こばやし
当店は、七井123号旧道踏切近くで営
業しています。久保田・越州・朝日山・
天鷹・四季桜などの日本酒をメインに
楽しいお酒を提供しております。町内
唯一の久保田と越州の特約店ですの
で、是非一度ご来店下さい。

商25 商26

商27 商28

商29 商30

infomation

不定休休

芳賀郡益子町七井69番地2
0285-72-2428TEL・FAX：

心が通じ合った蔵元の酒
創業90年

日野屋酒店
◆ 酒販業 ◆

辛口特醸酒　　　　　1,800円
芳賀の香り吟醸酒　　2,910円
純米吟醸酒　　　　　2,600円
生酛仕込特別純米酒　2,860円
　　　　　　　　 （全て税別）

AM8:30～ PM7:00～

創業90年、滋賀県日野町出身の祖父が昭和
の初期に始めた酒屋です。地元の酒「惣誉」
を主に取扱い人気の芳賀の香り吟醸酒や昔
ながらの生酛仕込み純米酒やフルーティな
香りの多い季節ごとの限定品が喜ばれてお
ります。その他コーヒーや調味料の各種贈
答品も取り揃えております。SLの通る真岡鉄
道七井駅近くですのでお立ち寄りください。

infomation

体にやさしい手作りのお弁当・
和惣菜が大人気！

創業90年

モンマートよこやま
◆ 食料品小売 ◆

第3日曜休

AM8:00 PM8:00
芳賀郡益子町大字塙2219

0285-72-6454TEL：
人気商品　
・スタミナ弁当　・鮭弁当
・金時豆　　　　・焼肉弁当
・さばのうま煮

～
（日曜日～PM7:00）

地域に根ざして90年以上！　惣菜、弁当、お
酒を中心に生鮮食品まで揃える、ちょっと便
利なお店。ボリュームたっぷりのお弁当、鍋
でコトコト煮込んだ煮物も大人気。お酒は
地元の地酒中心。ワインはセラーを完備し、
価格以上に美味しいワインを多数取り揃え
ています。

infomation

なし休
芳賀郡益子町益子2811-1

0285-81-3032TEL：

お客様に「近くて便利」を実感し
て頂けるように！！

創業6年

セブンイレブン 益子中央店

◆ コンビニエンスストア ◆

（1）ナナコでお会計すると、
　　  ポイントがたまります。
（2）セブンアプリを使うと
　　  クーポンがもらえます。
（3）ナナコとアプリを紐づけすると、
　　  ナナコ会計でアプリが使えます。

24時間

おにぎり、お弁当、サンドイッチ、麺類、お惣
菜などのデイリー商品の“おいしさ”と“品揃
え”をご確認下さい。
＜取扱い商品・サービス＞
ATM、お酒、たばこ、揚げ物惣菜、セブンカ
フェ、マルチコピー機、セブンスポット（無料
Wi－Fi）、大型駐車場完備。

infomation

AM8:00～
日

PM6:00
芳賀郡益子町七井54

0285-72-2448TEL：
食料品　小売、卸売
灯油　ガス販売

地域密着のお店です
創業68年

中城屋ストアー
◆ 食料品小売業 ◆

休

地域に根ざしたお店です。食料品小売、卸
売、配達もしています。またガス灯油販売、
配達もしております。

谷口商店
◆ 酒・タバコ・食料品・他 ◆

芳賀郡益子町小宅972
AM7:00～PM6:00 月休

創業86年

infomation

ビックなアイス、スイーツあります

店は少々古くなっていますが、生活に必要
な品を、できる限り取り揃えて、お客様をお
待ちしています。どうぞ、ご来店を。
追伸　毎週、月曜日は定休となっています。
宅配もしています。よろしく！！

TEL：0285-72-3570

道の駅 ましこ
◆ 小売業・飲食業・観光業 ◆

益子の農と食、観光の拠点

芳賀郡益子町長堤2271
AM9:00～PM6:00 第2火曜休

創業3年

建築大賞を受賞した建物と里山の自然豊
かなロケーションにある道の駅である。
益子界隈の農産物、地のもの旬のものを
使用した加工品、益子の手仕事を紹介す
る民芸品など益子ならではの品揃えが充
実した売り場と、地産地消をコンセプトに
したカフェレストラン。益子の事ならなん
でもわかるコンシェルジュがおります。

info@m-mashiko.com
http://m-mashiko.com

TEL：0285-72-5530
FAX：0285-72-5531
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infomation

http://www.kamashin.co.jp
元旦のみ休
AM9:30 PM9:45

芳賀郡益子町益子2024
0285-70-1139TEL：

曜日サービスで毎日がお買い得！！

いい街・いい暮らし・安心・安全発信
創業53年 益子店としては10年

（株）かましん 益子店
◆ スーパーマーケット ◆

～

毎日新鮮な商品を、豊富な品揃えで提供し
ております。月曜日のパン・ひき肉や、木曜
日のたまご・牛乳など曜日ごとのお買い得
品も必見！ホームセンターや本屋さんも併
設されており、充実したお買い物を楽しん
でいただけますので、ぜひご来店ください。

infomation

http://www.yamashin-grp.co.jp
mashiko.hc@yamashin-grp.co.jp
AM9:00 PM8:00

芳賀郡益子町益子2024
0285-70-3737TEL：

オートマの軽トラック90分貸し
出し無料サービス実施中！
（当店お買い上げの大型商品持
ち帰りに限る）

山新は快適な住まいと暮らしを
創造します。

創業150年

ホームセンター山新 益子店

◆ 小売業 ◆

～

地域のお客様の住まいの不便や困りごとを
解決！快適な生活をお手伝い致します。山
新に行けばなんとかなる、山新があってよ
かったと言って頂ける様、地域に根ざした
ホームセンターを目指しております。日用品
や園芸用品、電動工具、建築資材や農業資
材など充実の品揃えで、お客様のご来店を
お待ち致しております。

（株）famic
◆ 家電販売・修理・住宅設備等工事全般 ◆

安心！親切！便利！街の便利な
でんき屋さんにお任せ下さい！
当店は街の便利なでんき屋さんとして、長
年この地で営業させて頂いております。
家電品はもちろん、リフォーム・水道・工事
全般、その他「おうちのこと丸ごと」ご相談
下さい！当店スタッフが親切・丁寧にご対
応致します。是非、お気軽にご相談くださ
い！

TEL：

芳賀郡益子町北中20番地
AM10：00～PM8：00
famic@famic.co.jp

1/1～1/3休

0285-72-1465

創業60年

FAX：0285-72-1418
infomation

ファミック

家電品の販売・修理・リフォーム・オー
ル電化工事・設備工事・上下水道工事・
太陽光発電など幅広く行っておりま
す。お気軽にお問合せ下さい。

（有）山崎電気商会
◆ 小売業 ◆

あなたの街の電気屋さん

芳賀郡益子町益子1538
AM9:00～PM7:00 水休

創業70年

infomation

Panasonic専門店ならではの高品質な
家電販売や確かな技術の電気工事は
もちろん、バス・トイレ・キッチンを
はじめとしたあらゆる場所のリフォーム
もおまかせください。

昭和24年創業。益子駅の目の前にある、
電気の他にリフォーム・住まいに関する事
も承る電気屋です。細やかなサービスと
確かな技術でお客様の暮らしを支え、豊
かにすることを第一優先に営業しており
ます。電気だけでなく、暮らしのお困りごと
はどうぞ当店にご相談ください。

yama4656@sea.plala.or.jp
http://www.yamazakidenki.com

TEL：0285-72-4656
FAX：0285-72-1903

（有）上野小間物店
◆ 化粧品・洋品販売 ◆

日やけ・シミ・ソバカス・くすみ
紫外線の影響です

芳賀郡益子町益子1538
AM8:00～PM7:00 なし休

創業78年

infomation

資生堂のベースメイクアップなら
肌を守りながら紫外線をカットします。

いつものお手入れなのに「あれって」思うこ
とはありませんか？季節によって肌は変化し
ています。1年中紫外線は貴方の肌を狙って
います。肌を乾燥させないために大切なの
は水分と油分を保ち続けることです。肌の調
子が悪くなった時にお気軽にご相談下さい。
当店は益子駅から徒歩2分、化粧品、衣料品、
クリーニング、小間物等を扱っています。

TEL/FAX： 0285-72-3152

トライアルドラッグ 益子店
◆ ドラッグストア ◆

お薬、お化粧品から食品、日用雑貨まで
毎日お買い得です！

芳賀郡益子町益子2795-1
AM10:00～PM9:00
年中無休休

http://www.trial-net.co.jp/shops/view/402

創業1年

infomation

第2類 第3類医薬品取扱の
ドラッグストアです
年中無休営業！
毎週金曜、毎月25日はお得なポイント
セール開催！

街のお客様の美と健康をサポートするド
ラッグストアとして2018年にオープン致
しました！医療品お化粧品健康食品の他、
毎日使う食料品日用品までお買い得価格
で各種品ぞろえしております。登録販売者
が常駐して美や健康のお悩み相談も承っ
ております。お気軽にご来店、ご相談くだ
さいませ！

TEL：0285-70-1770

infomation

http://www.hardoff.co.jp
無休休
AM10:00～PM7:30

芳賀郡益子町大字大沢48
0285-70-1040TEL：

ご不要なものがありましたらまず
はお気軽にお電話ください。

ご自宅で眠っているご不要な品をお
売り下さい！買うのも売るのもオフ
ハウス！！

オフハウス 123号益子店
◆ リユースショップ ◆

洋服・家具・家電・貴金属・ブランド品・スポ
ーツ用品等の不用な品を買取り、点検クリ
ーニングし、必要な方に売るお店です。大き
な家具や家電品は無料で出張買取りに伺
います。
ちょっと変わった品や昔懐かしい品、最新の
品などがあるので、探していた品に出会え
るかも。宝探しにぜひご来店ください。

sppro-as@muf.biglobe.ne.jp
不定休休
AM10：00～PM8：00

芳賀郡益子町北中889-1
0285-72-6062TEL：

MIZUNO BSS SHOP
創業33年

スポーツショップ プロ
スポーツ用品販売◆ ◆

学生野球用品を中心としたベースボール
ショップです。グラブの修理からスパイク
の修理まで行います。最近特に父母会の
応援グッズ三点セット（Tシャツ、タオル、
帽子）は郡内の高校や中学校を中心に納
品しています。特にTシャツは野球部以外
の部活にも人気があります。自分だけの
オリジナルTシャツを作ってみてはどうで
すか。

えびすや
◆ 米穀 ◆

TEL：
芳賀郡益子町益子1695

AM8:00～PM6:00

0285-72-3370infomation

創業120年
益子・茂木の山手のおいしいお米は
当店でお求めください
料理屋さんから始まり、文房具屋、米屋、化
粧品や日用品の卸し、小売りを手掛けてま
いりましたが、今では米穀専門店として「益
子・茂木の山の手のコシヒカリにこだわり、
自家精米のお米を販売しています。当店自
慢は、お米が美味しく仕上がる昔ながらの
循環式精米機を使っている事です。ご要望
があれば配達も承ります。お気軽にご連絡
下さい。

お電話をいただければ取扱品について
は配達させていただきますので、お問
い合わせ下さい。

フィッシングハウス ほその
◆ 釣具小売業 ◆

焼き物の里で釣り人が集う店

芳賀郡益子町益子1796
AM8:00～PM8:00 元旦のみ休

創業50年

infomation

へら鮒 鮎 ルアーフィッシング
渓流 海 各種用品ございます

永年お客様のご愛顧を受け、今日まで続け
させていただきました。魚の種類の数だけ
道具や用品があり、時代の流れに対応でき
るように努めています。個性豊かなお客様
のアドバイスを受けながら、釣具は当店で
と自負しながら営業しております。
豊富な商品のホームページも人気です‼

hosono2215@gmail.com
http://fish-hosono.com

TEL：0285-72-2215
FAX：0285-72-2294

SOITOGE
◆ 器と生活雑貨 ◆

芳賀郡益子町益子903-1

AM11:00~PM3:00
（土曜のみ～PM4:00）

infomation
TEL/FAX：0285-81-3892

創業1年
里山モダンなライフスタイルを提案
器と生活雑貨のセレクトショップ

贈答セット好評
ソイトゲの名にちなんで、
送り物が好評。
ご結婚、記念日などラッピング
致します。

益子小への坂の入り口角に、2018年11月秋
の陶器市にOPENしたソイトゲ。日々の生活
を楽しむための、器や生活雑貨を集めたセ
レクトショップ。里山モダンなライフスタイ
ルを提案。ずっとソイトゲたいなぁと思える
作家さんの器や暮らしを豊かにする道具の
お店。日本には未だ紹介されていないイン
ドネシア雑貨も豊富。

soitogemashiko@gmail.com
http://soitoge.amebaownd.com/

｝陶器市の
シーズン営業

春・秋

infomation

hirom@fine.ocn.ne.jp
不定休休
AM8:00 PM6:30

芳賀郡益子町益子980
0285-72-2230TEL：

一級時計修理技能士
日本眼鏡技術者協会認定眼鏡士
修理料金　
ゼンマイ式の時計
10,000より　電池取替可

時計の修理も行っています。古い時計は部
品も無くなって修理が出来ない場合もあり
ますが、一度ご相談ください。メガネは
HOYAレンズオンライン店で、電話注文では
出来ないレンズ加工も出来ますので、ぜひ
ご来店ください。

田舎の普通の時計屋です。
HOYAレンズオンライン店

創業80年

たちばなや
時計・メガネ・補聴器　販売、修理◆ ◆

～



27

商
　
業商31 商32

商33 商34

商35 商36

infomation

http://www.kamashin.co.jp
元旦のみ休
AM9:30 PM9:45

芳賀郡益子町益子2024
0285-70-1139TEL：

曜日サービスで毎日がお買い得！！

いい街・いい暮らし・安心・安全発信
創業53年 益子店としては10年

（株）かましん 益子店
◆ スーパーマーケット ◆

～

毎日新鮮な商品を、豊富な品揃えで提供し
ております。月曜日のパン・ひき肉や、木曜
日のたまご・牛乳など曜日ごとのお買い得
品も必見！ホームセンターや本屋さんも併
設されており、充実したお買い物を楽しん
でいただけますので、ぜひご来店ください。

infomation

http://www.yamashin-grp.co.jp
mashiko.hc@yamashin-grp.co.jp
AM9:00 PM8:00

芳賀郡益子町益子2024
0285-70-3737TEL：

オートマの軽トラック90分貸し
出し無料サービス実施中！
（当店お買い上げの大型商品持
ち帰りに限る）

山新は快適な住まいと暮らしを
創造します。

創業150年

ホームセンター山新 益子店

◆ 小売業 ◆

～

地域のお客様の住まいの不便や困りごとを
解決！快適な生活をお手伝い致します。山
新に行けばなんとかなる、山新があってよ
かったと言って頂ける様、地域に根ざした
ホームセンターを目指しております。日用品
や園芸用品、電動工具、建築資材や農業資
材など充実の品揃えで、お客様のご来店を
お待ち致しております。

（株）famic
◆ 家電販売・修理・住宅設備等工事全般 ◆

安心！親切！便利！街の便利な
でんき屋さんにお任せ下さい！
当店は街の便利なでんき屋さんとして、長
年この地で営業させて頂いております。
家電品はもちろん、リフォーム・水道・工事
全般、その他「おうちのこと丸ごと」ご相談
下さい！当店スタッフが親切・丁寧にご対
応致します。是非、お気軽にご相談くださ
い！

TEL：

芳賀郡益子町北中20番地
AM10：00～PM8：00
famic@famic.co.jp

1/1～1/3休

0285-72-1465

創業60年

FAX：0285-72-1418
infomation

ファミック

家電品の販売・修理・リフォーム・オー
ル電化工事・設備工事・上下水道工事・
太陽光発電など幅広く行っておりま
す。お気軽にお問合せ下さい。

（有）山崎電気商会
◆ 小売業 ◆

あなたの街の電気屋さん

芳賀郡益子町益子1538
AM9:00～PM7:00 水休

創業70年

infomation

Panasonic専門店ならではの高品質な
家電販売や確かな技術の電気工事は
もちろん、バス・トイレ・キッチンを
はじめとしたあらゆる場所のリフォーム
もおまかせください。

昭和24年創業。益子駅の目の前にある、
電気の他にリフォーム・住まいに関する事
も承る電気屋です。細やかなサービスと
確かな技術でお客様の暮らしを支え、豊
かにすることを第一優先に営業しており
ます。電気だけでなく、暮らしのお困りごと
はどうぞ当店にご相談ください。

yama4656@sea.plala.or.jp
http://www.yamazakidenki.com

TEL：0285-72-4656
FAX：0285-72-1903

（有）上野小間物店
◆ 化粧品・洋品販売 ◆

日やけ・シミ・ソバカス・くすみ
紫外線の影響です

芳賀郡益子町益子1538
AM8:00～PM7:00 なし休

創業78年

infomation

資生堂のベースメイクアップなら
肌を守りながら紫外線をカットします。

いつものお手入れなのに「あれって」思うこ
とはありませんか？季節によって肌は変化し
ています。1年中紫外線は貴方の肌を狙って
います。肌を乾燥させないために大切なの
は水分と油分を保ち続けることです。肌の調
子が悪くなった時にお気軽にご相談下さい。
当店は益子駅から徒歩2分、化粧品、衣料品、
クリーニング、小間物等を扱っています。

TEL/FAX： 0285-72-3152

トライアルドラッグ 益子店
◆ ドラッグストア ◆

お薬、お化粧品から食品、日用雑貨まで
毎日お買い得です！

芳賀郡益子町益子2795-1
AM10:00～PM9:00
年中無休休

http://www.trial-net.co.jp/shops/view/402

創業1年

infomation

第2類 第3類医薬品取扱の
ドラッグストアです
年中無休営業！
毎週金曜、毎月25日はお得なポイント
セール開催！

街のお客様の美と健康をサポートするド
ラッグストアとして2018年にオープン致
しました！医療品お化粧品健康食品の他、
毎日使う食料品日用品までお買い得価格
で各種品ぞろえしております。登録販売者
が常駐して美や健康のお悩み相談も承っ
ております。お気軽にご来店、ご相談くだ
さいませ！

TEL：0285-70-1770

infomation

http://www.hardoff.co.jp
無休休
AM10:00～PM7:30

芳賀郡益子町大字大沢48
0285-70-1040TEL：

ご不要なものがありましたらまず
はお気軽にお電話ください。

ご自宅で眠っているご不要な品をお
売り下さい！買うのも売るのもオフ
ハウス！！

オフハウス 123号益子店
◆ リユースショップ ◆

洋服・家具・家電・貴金属・ブランド品・スポ
ーツ用品等の不用な品を買取り、点検クリ
ーニングし、必要な方に売るお店です。大き
な家具や家電品は無料で出張買取りに伺
います。
ちょっと変わった品や昔懐かしい品、最新の
品などがあるので、探していた品に出会え
るかも。宝探しにぜひご来店ください。

sppro-as@muf.biglobe.ne.jp
不定休休
AM10：00～PM8：00

芳賀郡益子町北中889-1
0285-72-6062TEL：

MIZUNO BSS SHOP
創業33年

スポーツショップ プロ
スポーツ用品販売◆ ◆

学生野球用品を中心としたベースボール
ショップです。グラブの修理からスパイク
の修理まで行います。最近特に父母会の
応援グッズ三点セット（Tシャツ、タオル、
帽子）は郡内の高校や中学校を中心に納
品しています。特にTシャツは野球部以外
の部活にも人気があります。自分だけの
オリジナルTシャツを作ってみてはどうで
すか。

えびすや
◆ 米穀 ◆

TEL：
芳賀郡益子町益子1695

AM8:00～PM6:00

0285-72-3370infomation

創業120年
益子・茂木の山手のおいしいお米は
当店でお求めください
料理屋さんから始まり、文房具屋、米屋、化
粧品や日用品の卸し、小売りを手掛けてま
いりましたが、今では米穀専門店として「益
子・茂木の山の手のコシヒカリにこだわり、
自家精米のお米を販売しています。当店自
慢は、お米が美味しく仕上がる昔ながらの
循環式精米機を使っている事です。ご要望
があれば配達も承ります。お気軽にご連絡
下さい。

お電話をいただければ取扱品について
は配達させていただきますので、お問
い合わせ下さい。

フィッシングハウス ほその
◆ 釣具小売業 ◆

焼き物の里で釣り人が集う店

芳賀郡益子町益子1796
AM8:00～PM8:00 元旦のみ休

創業50年

infomation

へら鮒 鮎 ルアーフィッシング
渓流 海 各種用品ございます

永年お客様のご愛顧を受け、今日まで続け
させていただきました。魚の種類の数だけ
道具や用品があり、時代の流れに対応でき
るように努めています。個性豊かなお客様
のアドバイスを受けながら、釣具は当店で
と自負しながら営業しております。
豊富な商品のホームページも人気です‼

hosono2215@gmail.com
http://fish-hosono.com

TEL：0285-72-2215
FAX：0285-72-2294

SOITOGE
◆ 器と生活雑貨 ◆

芳賀郡益子町益子903-1

AM11:00~PM3:00
（土曜のみ～PM4:00）

infomation
TEL/FAX：0285-81-3892

創業1年
里山モダンなライフスタイルを提案
器と生活雑貨のセレクトショップ

贈答セット好評
ソイトゲの名にちなんで、
送り物が好評。
ご結婚、記念日などラッピング
致します。

益子小への坂の入り口角に、2018年11月秋
の陶器市にOPENしたソイトゲ。日々の生活
を楽しむための、器や生活雑貨を集めたセ
レクトショップ。里山モダンなライフスタイ
ルを提案。ずっとソイトゲたいなぁと思える
作家さんの器や暮らしを豊かにする道具の
お店。日本には未だ紹介されていないイン
ドネシア雑貨も豊富。

soitogemashiko@gmail.com
http://soitoge.amebaownd.com/

｝陶器市の
シーズン営業

春・秋

infomation

hirom@fine.ocn.ne.jp
不定休休
AM8:00 PM6:30

芳賀郡益子町益子980
0285-72-2230TEL：

一級時計修理技能士
日本眼鏡技術者協会認定眼鏡士
修理料金　
ゼンマイ式の時計
10,000より　電池取替可

時計の修理も行っています。古い時計は部
品も無くなって修理が出来ない場合もあり
ますが、一度ご相談ください。メガネは
HOYAレンズオンライン店で、電話注文では
出来ないレンズ加工も出来ますので、ぜひ
ご来店ください。

田舎の普通の時計屋です。
HOYAレンズオンライン店

創業80年

たちばなや
時計・メガネ・補聴器　販売、修理◆ ◆

～
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infomation

AM10:00～PM7:00
芳賀郡益子町大字益子1688

0285-72-2044TEL：
書籍・文具・教科書・学校教材
・事務機器・オフィス家具

創業115年

有限会社 添谷書店
◆ 小売り◆

「地域に根差した書店」をモットーに、益子町
で100年以上にわたり営業を続けています。
書籍や文具はもちろん、小中学校の学用品
やＯＡ機器、オフィス家具まで何でもご相談
ください。

infomation

http://www.antiques008.com
customer@antiques008.com
木休
AM9:00 PM6:00

芳賀郡益子町益子3132-4
0285-72-0990TEL：

各種カード取扱い
配達も承ります

日々の暮らしに生きる古いものたち
創業20年

Antiques道具屋
◆ 古道具販売 ◆

～

昔の暮らしに根付いた様々な古道具が並
ぶ店。時計、火鉢、電笠などの懐かしい小物
から箪笥やテーブル、椅子など素材や作り
の良い大物家具まで広く扱います。古民家
／石蔵／古材／古大谷石／古建具などの
建材も豊富にございますので、店舗オーナ
ー様や新築リフォームを検討中の個人のお
客様も、お気軽にご相談下さい。

infomation

https://hananoikegami25033.hanatown.net/

木・日 行事営業あり　
定休日も予約商品の受取可

休
AM9：00～PM6：00

芳賀郡益子町1009-1
0285-72-3485TEL：

人気のドライフラワー
多数ご用意しております。

花を贈り送られる瞬間は互いが笑顔になる
とても素敵なひとときです。花で日常を記念
日に変えるお手伝いができたらなと思って
おります。季節の切り花、枝物、ドライフラワ
ー、プリザーブドフラワー、ブライダルブー
ケ、鉢物、胡蝶蘭等ご用意しております。出
張教室もご好評いただいております。

あなたの街のお花屋さん　創業50年、
お花の事ならおまかせください

創業50年

花のいけがみ
◆ 生花店 ◆

infomation

AM8:00～
日・祝

PM7:00
芳賀郡益子町益子942

0285-72-2704TEL：
鹿島神社前、足利銀行益子支店の
そばです。

健康を提供する地域密着の「健康ス
テーション」

創業75年

大坂屋薬局
◆ 医薬品販売 ◆

休

いつでも、どこでも、どのような場合でも必
要とされる医薬品を適切に供給する事をめ
ざしています。薬局は皆様の日常で最も近
い医療提供施設であり、健康に大きく係わ
っています。特に地域と密着したかかりつけ
薬局の機能を活用して、皆様に薬や病気以
外の事でも気軽に相談してもらえる様にな
る事が当薬局の目標です。

ハンズショップ やまもと
◆ 手芸材料販売 ◆

一度のぞいて見て！
品揃えならピカイチ。
手芸材料専門店です。

芳賀郡益子町塙2365
AM9:00～ 火休

創業48年

infomation

毛糸（ダイヤ、ハマナカ、スキー他）
布地、手芸材料全般

小売店ならではのバラ売り（鈴・ボタン・
他）、切り売り（布・リボン・ゴム・ひも・他）
をしています。お客様の必要な分をお求
めいただけます。ぜひ、ご来店下さい！

h.yama@joy.ocn.ne.jp

TEL：0285-72-4217
FAX：0285-72-4875

竹谷商店・輪業
◆ 食料品・雑貨販売・自転車、オートバイ修理販売 ◆

芳賀郡益子町上山54-1
AM7:00～PM6:00
元旦休

創業90年
地元に愛される便利屋さん！！

食料品などの配達や移動販売などお電話一
本で伺います！自転車・オートバイの修理販
売も伺いますヨ！！整備に関しては、「自転車
技能検定、自転車技士」「ホンダ整備士」の
資格持ちなので安心しておまかせ下さい！！

TEL/FAX：0285-72-3478

商49 商50

商51 商52

商53 商54

infomation

AM7:00～
日

PM8:00
芳賀郡益子町大字益子798

0285-72-2700TEL：
ガス・ガソリンは地元のお店で
安心です。

満タンで安心
灯油プラス一缶で安心

創業89年

大山燃料店
◆ ガソリンスタンド ◆

休

大山燃料店は今年で90周年を迎える地域
に根ざしたガソリンスタンドです。
ガソリン・軽油等の燃料の販売、タイヤの空
気圧、エンジンオイルの点検をはじめお車
の整備等様々なサービスをお客様へ提供し
ています。
弊社はセルフサービスではなく、一人一人の
お客様に丁寧な対応を心掛けております。

infomation

http://www.antiques008.com
customer@antiques008.com
不定休休
AM9:00 PM6:00

芳賀郡益子町
0285-72-3851TEL：

作家物、新・古美術全般随時
買い取り致します。

古美術、作家物、掛け軸など幅広く
創業40年

おお屋
◆ 古美術販売 ◆

～

（おお屋　益子店）作家物の焼物や古時計、
浮世絵など和骨董を中心に豊富に商品を
揃えています。「益子の骨董屋」も近く、古物
巡りを楽しめます。

（おお屋　那須店）古い民家を移築し、その
建物を利用した古道具店、日常の暮らしの
中で懐かしい空間を演出したり古いものを
新しい感覚で楽しむ人にオススメ。

infomation

sumie.momo.hurry@gmail.com
不定休休
AM10:00 PM5:00

芳賀郡益子町益子3077-1
090-2321-8862TEL：

・益子の観光をおきもので楽しめます。
　手ぶらでOK！
・冠婚葬祭や式典参加の着付けを承り
　ます。着付教室、きもののレンタル
　や出張着付もいたします。

民芸の町益子を着物で
楽しみませんか？

創業3年

きもの貸し うめばちや
着物レンタル・着付け◆ ◆

～

観光用のレンタル着物は手ぶらでお越しで
もすぐにお着替えできます。益子観光がより
楽しめます。
着付教室も随時受付中です。特別な道具は
使わない手結びで、体形に合った着付け方
をお教えします。冠婚葬祭の式に出席のた
めの着付けや、お着物もお貸しいたします。
その際の出張着付けも承ります。お時間は
ご相談ください。

infomation

1/1～1/3休
AM7:30 PM7:30

芳賀郡益子町益子2321-1
0285-72-3061TEL：

家庭用灯油の他、工事現場や工場へ
燃料をお届けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

地域に根ざしたGSを目指していま
す。

塚本油店

～

城内坂入り口にある「塚本油店」です。場所
がら観光のお客様にもご利用いただいて
います。業務は燃料販売の他に、洗車や車
の点検も行っています。特に洗車は最新の
機械で、早くキレイに仕上がりますのでお
すすめです。
いつも元気で親しみのあるスタッフが皆様
のご来店をお待ちしております。

（有）高島油店
◆ ガソリンスタンド ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子1397-1
AM7:00～PM8:00 なし休

0285-72-3000infomation

ドライブスルー洗車 　　　400円～
レンタカー 軽トラ 6時間   3,900円～

創業50年
セルフのエネルギーステーション

ガソリンスタンドを始めて、50年を迎えさ
せて頂きました。今後エネルギーの使い方
が、大きく変わっていく中で、電気自動車の
充電、レンタカー、木質ペレットストーブな
ど扱い始めています。また震災後、大型の
発電機を導入、停電時でも営業できるよう
になりました。

chama777@nifty.com
http://www.takashima-e.com

FAX：0285-72-2302

（有）岩下太平商店
◆ ガソリンスタンド・ギャラリー ◆

芳賀郡益子町益子1670
AM7:00~PM7:00

infomation

日休

TEL：0285-72-2003

創業133年
ほっとするガソリンスタンド

ガソリンスタンドは、1959年（昭和34年）よ
り営業を始めました。スタンド隣りの元見世
蔵が、どこか懐かしいと評判です。一度のぞ
いて見て下さい。

今年、MobileからENEOSに看板が
代わりました。
家庭用LPガスも取り扱っています。

◆ ガソリンスタンド ◆



29

商
　
業商43 商44

商45 商46

商47 商48

infomation

AM10:00～PM7:00
芳賀郡益子町大字益子1688

0285-72-2044TEL：
書籍・文具・教科書・学校教材
・事務機器・オフィス家具

創業115年

有限会社 添谷書店
◆ 小売り◆

「地域に根差した書店」をモットーに、益子町
で100年以上にわたり営業を続けています。
書籍や文具はもちろん、小中学校の学用品
やＯＡ機器、オフィス家具まで何でもご相談
ください。

infomation

http://www.antiques008.com
customer@antiques008.com
木休
AM9:00 PM6:00

芳賀郡益子町益子3132-4
0285-72-0990TEL：

各種カード取扱い
配達も承ります

日々の暮らしに生きる古いものたち
創業20年

Antiques道具屋
◆ 古道具販売 ◆

～

昔の暮らしに根付いた様々な古道具が並
ぶ店。時計、火鉢、電笠などの懐かしい小物
から箪笥やテーブル、椅子など素材や作り
の良い大物家具まで広く扱います。古民家
／石蔵／古材／古大谷石／古建具などの
建材も豊富にございますので、店舗オーナ
ー様や新築リフォームを検討中の個人のお
客様も、お気軽にご相談下さい。

infomation

https://hananoikegami25033.hanatown.net/

木・日 行事営業あり　
定休日も予約商品の受取可

休
AM9：00～PM6：00

芳賀郡益子町1009-1
0285-72-3485TEL：

人気のドライフラワー
多数ご用意しております。

花を贈り送られる瞬間は互いが笑顔になる
とても素敵なひとときです。花で日常を記念
日に変えるお手伝いができたらなと思って
おります。季節の切り花、枝物、ドライフラワ
ー、プリザーブドフラワー、ブライダルブー
ケ、鉢物、胡蝶蘭等ご用意しております。出
張教室もご好評いただいております。

あなたの街のお花屋さん　創業50年、
お花の事ならおまかせください

創業50年

花のいけがみ
◆ 生花店 ◆

infomation

AM8:00～
日・祝

PM7:00
芳賀郡益子町益子942

0285-72-2704TEL：
鹿島神社前、足利銀行益子支店の
そばです。

健康を提供する地域密着の「健康ス
テーション」

創業75年

大坂屋薬局
◆ 医薬品販売 ◆

休

いつでも、どこでも、どのような場合でも必
要とされる医薬品を適切に供給する事をめ
ざしています。薬局は皆様の日常で最も近
い医療提供施設であり、健康に大きく係わ
っています。特に地域と密着したかかりつけ
薬局の機能を活用して、皆様に薬や病気以
外の事でも気軽に相談してもらえる様にな
る事が当薬局の目標です。

ハンズショップ やまもと
◆ 手芸材料販売 ◆

一度のぞいて見て！
品揃えならピカイチ。
手芸材料専門店です。

芳賀郡益子町塙2365
AM9:00～ 火休

創業48年

infomation

毛糸（ダイヤ、ハマナカ、スキー他）
布地、手芸材料全般

小売店ならではのバラ売り（鈴・ボタン・
他）、切り売り（布・リボン・ゴム・ひも・他）
をしています。お客様の必要な分をお求
めいただけます。ぜひ、ご来店下さい！

h.yama@joy.ocn.ne.jp

TEL：0285-72-4217
FAX：0285-72-4875

竹谷商店・輪業
◆ 食料品・雑貨販売・自転車、オートバイ修理販売 ◆

芳賀郡益子町上山54-1
AM7:00～PM6:00
元旦休

創業90年
地元に愛される便利屋さん！！

食料品などの配達や移動販売などお電話一
本で伺います！自転車・オートバイの修理販
売も伺いますヨ！！整備に関しては、「自転車
技能検定、自転車技士」「ホンダ整備士」の
資格持ちなので安心しておまかせ下さい！！

TEL/FAX：0285-72-3478

商49 商50

商51 商52

商53 商54

infomation

AM7:00～
日

PM8:00
芳賀郡益子町大字益子798

0285-72-2700TEL：
ガス・ガソリンは地元のお店で
安心です。

満タンで安心
灯油プラス一缶で安心

創業89年

大山燃料店
◆ ガソリンスタンド ◆

休

大山燃料店は今年で90周年を迎える地域
に根ざしたガソリンスタンドです。
ガソリン・軽油等の燃料の販売、タイヤの空
気圧、エンジンオイルの点検をはじめお車
の整備等様々なサービスをお客様へ提供し
ています。
弊社はセルフサービスではなく、一人一人の
お客様に丁寧な対応を心掛けております。

infomation

http://www.antiques008.com
customer@antiques008.com
不定休休
AM9:00 PM6:00

芳賀郡益子町
0285-72-3851TEL：

作家物、新・古美術全般随時
買い取り致します。

古美術、作家物、掛け軸など幅広く
創業40年

おお屋
◆ 古美術販売 ◆

～

（おお屋　益子店）作家物の焼物や古時計、
浮世絵など和骨董を中心に豊富に商品を
揃えています。「益子の骨董屋」も近く、古物
巡りを楽しめます。

（おお屋　那須店）古い民家を移築し、その
建物を利用した古道具店、日常の暮らしの
中で懐かしい空間を演出したり古いものを
新しい感覚で楽しむ人にオススメ。

infomation

sumie.momo.hurry@gmail.com
不定休休
AM10:00 PM5:00

芳賀郡益子町益子3077-1
090-2321-8862TEL：

・益子の観光をおきもので楽しめます。
　手ぶらでOK！
・冠婚葬祭や式典参加の着付けを承り
　ます。着付教室、きもののレンタル
　や出張着付もいたします。

民芸の町益子を着物で
楽しみませんか？

創業3年

きもの貸し うめばちや
着物レンタル・着付け◆ ◆

～

観光用のレンタル着物は手ぶらでお越しで
もすぐにお着替えできます。益子観光がより
楽しめます。
着付教室も随時受付中です。特別な道具は
使わない手結びで、体形に合った着付け方
をお教えします。冠婚葬祭の式に出席のた
めの着付けや、お着物もお貸しいたします。
その際の出張着付けも承ります。お時間は
ご相談ください。

infomation

1/1～1/3休
AM7:30 PM7:30

芳賀郡益子町益子2321-1
0285-72-3061TEL：

家庭用灯油の他、工事現場や工場へ
燃料をお届けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

地域に根ざしたGSを目指していま
す。

塚本油店

～

城内坂入り口にある「塚本油店」です。場所
がら観光のお客様にもご利用いただいて
います。業務は燃料販売の他に、洗車や車
の点検も行っています。特に洗車は最新の
機械で、早くキレイに仕上がりますのでお
すすめです。
いつも元気で親しみのあるスタッフが皆様
のご来店をお待ちしております。

（有）高島油店
◆ ガソリンスタンド ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子1397-1
AM7:00～PM8:00 なし休

0285-72-3000infomation

ドライブスルー洗車 　　　400円～
レンタカー 軽トラ 6時間   3,900円～

創業50年
セルフのエネルギーステーション

ガソリンスタンドを始めて、50年を迎えさ
せて頂きました。今後エネルギーの使い方
が、大きく変わっていく中で、電気自動車の
充電、レンタカー、木質ペレットストーブな
ど扱い始めています。また震災後、大型の
発電機を導入、停電時でも営業できるよう
になりました。

chama777@nifty.com
http://www.takashima-e.com

FAX：0285-72-2302

（有）岩下太平商店
◆ ガソリンスタンド・ギャラリー ◆

芳賀郡益子町益子1670
AM7:00~PM7:00

infomation

日休

TEL：0285-72-2003

創業133年
ほっとするガソリンスタンド

ガソリンスタンドは、1959年（昭和34年）よ
り営業を始めました。スタンド隣りの元見世
蔵が、どこか懐かしいと評判です。一度のぞ
いて見て下さい。

今年、MobileからENEOSに看板が
代わりました。
家庭用LPガスも取り扱っています。

◆ ガソリンスタンド ◆



30

商
　
業 infomation

AM6:00～ PM9：00
芳賀郡益子町七井中央13-3

0285-72-2557TEL：
車のことならまかせて安心、なんでもご
相談下さい。ポイント会員募集！どんな
カードでも無料登録、貯まったポイント
はガソリン・洗車にご利用頂けます。

作業ができる
セルフガソリンスタンド

創業52年

有限会社 三村商事
（セルフinナナイ）

◆ ガソリンスタンド ◆

地元に愛されるガソリンスタンドを目指し、
ニコニコ、ハキハキ、キビキビと、日々頑張
っています。皆様のご来店をお待ち申し上
げます。

ソレイユ
◆ 不動産・輸入業・売電 ◆

TEL/FAX：
芳賀郡益子町大沢254

0285-72-3874
infomation

創業20年
不動産、輸入業、電気小売サービス
益子町の不動産、でんき小売りサービス、世
界の良品情報、アンチエイジング、分子栄養
学、ギグエコノミー時代のビジネスモデル
情報。
自分の人生、目的や楽しみに仕事を合わせ
る「働き方」を大切にしています。

不動産（大沢の土地を主に扱っています）

take19sato@gmail.com
http://take19sato.jimdofree.com

（有）斉藤商店
◆ ガソリンスタンド ◆

TEL：

芳賀郡益子町塙309-2
AM7:00～PM7:30
第3・第5日曜休

0285-72-2303
FAX：0285-72-2903

infomation

創業48年
ひと手間かける洗車に注目！！
お客様目線で仕上げます。
国道294号沿いのフルサービスのスタンド。
お客様目線で行うひと手間洗車が人気。洗
車メニューも豊富。洗車と車内清掃の組合せ
がオススメ。灯油・軽油の配達（定期配達も
ＯＫ）ＬＰガス、ガスコンロ、給湯器等の住
宅機器の販売取付け処分まで行います。
まずは、問い合わせご相談下さい。
喜ばれ選ばれるＳＳをめざします。

シャンプー洗車　　 770円～
ワックス洗車　　　990円～
DUコート　　　　1,430円～
Gプロテクト　　　1,980円～
車内清掃　　　　　880円～（税込）

丸益商店
◆ ガソリンスタンド ◆

芳賀郡益子町益子1648
AM7:30～PM7:30

創業68年
燃料及びLPガスを安全安心で販売
しております。地域に愛されるGS
を目指します。

今年創業68周年を迎えますが、今迄長き
にわたりMobilのサインでMobil製品を
提供していましたが、今年元売の合併に
よりENEOSのサインに変わり、これからは
ENEOS製品を販売いたしますが、今まで
と変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しく
お願いいたします。

TEL：0285-72-3154
FAX：0285-81-5133

日休

有限会社 菊地新聞店
◆ 新聞販売業 ◆

TEL：
芳賀郡益子町益子1649-4

AM2:00～
日・祝（休刊日）休

0285-72-2214

創業70年
各種新聞・業界紙取扱い
受験を控える中学生向けの学習・受験を応
援する「中学生サポートクラブＣＨＵ（チュ
ー）サポ」がおすすめです。下野新聞をご購
読いただくと無料で会員登録、毎月学力Ｕ
Ｐ問題集のお届け等、特典があります。現在
も沢山の方が会員になっています。
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