サービス業

サービス業
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サービス業

◆

飲食業

◆

◆

◆

居酒屋 いわや

居酒屋 味平

創業20年

創業37年

手造り焼ギョーザが当店の
一番人気商品です

益子で最初の居酒屋として37年
刺身、焼鳥、チゲなど
旨い安い安心がモットー

益子のはずれの居酒屋
営業して20年、
店の特徴はギョーザ、
ラーメン、
肉野菜炒め等、
中華風料理を主に、
その他、
魚
料理、
肉料理を扱っています。
益子ローカルフ
ードのビルマ汁は16年17年と連続グランプリ
を頂きました！是非とも当店自慢の手造りギョ
ーザを食べに来て下さい！

長い歴史の有る居酒屋 味平
メニューも豊富で地元の皆様に愛される老
舗になりました。秋から冬にかけての当店一
番人気の海鮮チゲ、オリジナルチューハイ、
定番の一品料理から旬の魚介を使ったお刺
身まで、宴会も３０名様まで予約承っており
ます。一度ご利用してはいかが。

infomation

益子駅から徒歩12分
役場から徒歩5分

飲食業

TEL/FAX： 0285-72-6369

サ1

TEL： 0285-72-2952

infomation

焼ギョーザ1人前5ヶ

090-1849-4720

350円

芳賀郡益子町七井1692

芳賀郡益子町益子2108-1
PM5:00〜PM11:00

サ2

PM6:00 〜 PM11:00

休 日

休 日・月

daigorouchin@ezweb.ne.jp

◆

居酒屋 ◆

居酒屋

◆

イタリアン・カフェ ◆

茶屋雨巻

輝作

創業15年

80種類以上の豊富なメニューと
飲み放題毎日実施

石窯ナポリピッツァ
薪で焼き上げたピッツァを自然に囲
まれた中で堪能する

益子駅から徒歩３分の場所に店を構える。
珍しい納豆創作料理がオススメ。
納豆オムレツ・納豆ピザ・納豆春巻etc。そ
の他８０種類以上のバラエティ豊かなメニ
ューをとり揃えております。また、生ビール
をはじめ、焼酎・カクテル・サワー・ワイン等
各種飲物も豊富にございます。飲み放題
2H1,980円、3H2,680円（毎日実施）

雨巻山の登山道入口に佇む山小屋風の建
物が目印。ピッツァのベースはイタリア産、
トッピングは地元産を中心に季節の素材を。
益子の窯師とベースを造り、その後自分
たちで改良した石窯で一気に焼き上げる
ナポリピッツァが人気。定期的に環境を活
かした音楽ライブやイベントも開催。

infomation

飲み放題
2H 1,980円（税別）
3H 2,680円（税別）
※2名様以上

◆

TEL： 0285-70-6777
芳賀郡益子町益子2267

サ3

infomation

マルゲリータ
マリナーラ

PM6:00〜0:00
（準備中PM5:00〜6:00）

休 水曜日

平日限定 ランチセット 自家製はちみつレモンジンジャー
1,200円
500円

◆

芳賀郡益子町上大羽1234

平日 AM11：00〜PM3：00
土日祝 AM11：30〜PM4：00 休 月・火
info@amamaki.com
http://pizza-restaurant-amamaki.business.site/

◆

益子焼を楽しみながら
コーヒーとお食事でゆっくりと
くつろいで頂けるお店です

益子の長閑な空間で極上のフレンチ
トーストを！
ふるカフェ系
ハルさんの休日に出演

infomation

ました（テイクアウトできます）

サ4

創業40年

創業8年

たっぷりと浸し、丁寧に丁寧に焼き上げ

益子焼販売・飲食

TEL： 0285-77-5354
FAX：0285-70-3252

壺々炉

納屋珈琲ひなた

厳選したフランスパンを特製ソースに

950円

地元野菜の
石窯焼きリンゴ バニラアイス添え
グリーンサラダ 650円
500円

カフェ ◆

益子の道の駅から5分、長閑な空間にひっ
そりと大正時代から佇む納屋そこにコツ
コツと息を吹き込みcafeにしました。季節
ごとに変化するガーデンには烏骨鶏がト
コトコ歩き回っています。ゆっくり流れる
時間の中で癒されてみては如何でしょう
か。皆様のお越しを心からお待ちしており
ます。

前菜5品セット

1,050円 イタリア産生ソーセージ
石窯グリル 850円
900円

TEL/FAX：0285-72-2968

日々の暮らしをもっと楽しくもっと豊かに。
作り手の願いのこもった温かみのある益子
焼を揃えてあります。お食事は味もボリュー
ムもきっと満足して頂けると思います。デザ
ートも充実。ちょっとコーヒーブレイクにも
どうぞ。お土産にぴったりなスイートポテト
もございます。併設の工房では、益子焼の
製作をしています。作り手のぬくもり残るオ
リジナルの益子焼。
どうぞ手に取ってみて
下さい。

サ5

infomation

壷々炉の益子焼ギフト
いろいろな節目のお祝、そしてお返しものに
大切なあの方へ・・・心をこめた贈り物

芳賀郡益子町前沢949

AM10：30〜PM6：00 休 水・木

http://nayacafe.jimdo.com
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TEL： 0285-72-2261
FAX：0285-72-1945

サ6

芳賀郡益子町城内坂138

AM10:00〜PM6:00 休 12月25〜1月1日

飲食

◆

◆

ゾーファンチィ

サトヤマ

郷山カフェ ひだまり

創業2年

里山の美しい景色を眺め絶品のもち
豚入りカレーを堪能

地元産の新鮮野菜やハーブを使った
元気になるアジア料理

益子駅より南東に位置し、みちの駅ましこよ
り車で5分の所にあります。メニューはもち
豚入り郷山カレー、
トマトチキンカレー、ひ
だまり定食など。ケーキ、
コーヒー、
トースト
も当店のお勧めです。足を止めほっとする
ひとときをお過ごし下さい。お待ちしており
ます。

季節ごとの美しさを見せる益子の里山にあ
り、街中のにぎやかさから離れ、ゆっくり落
ち着いた雰囲気のお店です。
地元の野菜やハーブ、スパイスをつかって
体の中から元気になるようにとアジア料理
を作っています。

infomation
季節で内容の変わるお得なチィプレート
1,200円

TEL/FAX： 0285-72-3606
芳賀郡益子町上大羽2455

サ7

infomation

郷山カレー
トースト＋ドリンク
トマトキチンカレー
ケーキ

PM11:00〜PM18:00
休 水・木・金

fumuska@gmail.com
http://zuofang-chi.jimdo.com

◆

飲食業

◆

◆

キッチン＆喫茶絵里珈
益子参考館前の赤い三角屋根のお店

TEL/FAX： 0285-77-5875

サ10

カフェギャラリー ◆

千とマロン

ほっと一息、ゆったりした空間を
お届けしたい・・・
県道２３０号沿い、緑の屋根が目印。目の
前の須田ヶ池を眺めながら、本格エスプレ
ッソを色々な器で楽しめる。ランチ時間を
設けておらず、好きな時間に食事が出来る
のも魅力。焼き菓子、軽食、
ドリンクはテイ
クアウト可能。ショップ＆ギャラリーでは、
個性的な作家物陶器を揃え、
ご贈答用ラッ
ピング、配送も出来る。

TEL/FAX： 0285-72-6033

サ9

infomation

・ランチセット
1,100円
ミニサラダ、ミニスープ付
・ブレンドコーヒー
400円
・カフェラテ
450円

芳賀郡益子町益子3345-3
AM10:00〜PM8:30

休 月

http://erika.dreamblog.jp

◆

サ8

創業2年

焼ものの里益子で４3年変わらずの自慢の
コーヒーと勝つサンドをお楽しみ下さい。
勝利の神様、勝負の神様をお奉りする鹿島
神社で必勝祈願をした後に“勝サンド”と言
う学校の部活関係の方今増えています。ぜ
ひ、おためしを！
！

infomation

TEL： 0285-72-0706

800円 ひだまり定食 800円
芳賀郡益子町山本1293-2
750円 （ドリンク付 1,000円）
AM10：00〜PM5：00
800円 （ケーキ＋ドリンク
休 火・水
1,300円）
400円

Gallery&Cafe

創業43年

勝サンド（テイクアウト可）

カフェ ◆

サービス業

◆

飲食業・カフェ ◆

◆

カフェキカラキ

飲食

芳賀郡益子町益子3270-4
AM11:00〜PM5:00
休 水・木

（税込）

sentomaron@gmail.com
http://sentomaron.com

◆

カフェ＆ギャラリーむじなっぱら
創業5年

創業2年

益子の路地裏で挽き立てコーヒーを
お召し上がりください

落ち着いた趣きのあるアンティークな
空間でゆったりとくつろぎのひとときを。

益子焼共販センターの裏手に位置し、城内
坂とはまた違った益子の景色をながめな
がら、ゆったりとした時間をお過ごしいただ
けます。週替りで地産のお野菜を使ったプ
レートランチや男性にも満足いただけるボ
リュームたっぷりの自家製ベーコンBLTサン
ドやピザもご用意しております。

国道２９４号沿。木立に囲まれたジョニー
ズアートスタジオ。店主の陶芸家である夫
のつくる器を使用しサイフォンコーヒー、オ
ーブン料理、鉄板焼ナポリタン、季節の手
作りスイーツなどでおもてなし。
スタジオの
奥に進むと小さな雑貨店、益子陶芸展のア
トリエ、窯焼小屋が立ち並ぶ。少し不思議
な異空間に是非お立ち寄りください。

infomation

地元産の野菜を多く取り入れた
プレートランチ、自家製ベーコンを
たっぷり使ったBLTサンドやピザを
ご用意しています。

TEL： 0285-81-6460
芳賀郡益子町益子3106-3

サ11

infomation

税別表記

森のきのこグラタン
（サラダ・パン付）
1,100円
ドリンク付
1,400円
チキンフライパングリル（サラダ・パン付）1,200円
ドリンク付 1,500円
鉄板焼ナポリタン
（サラダ付）
700円
ドリンク付
1,000円
ケーキセット
（ケーキ・ドリンク）
800円

AM11:00〜PM5:00（夜は要予約）
休 月・火

m̲hiwatari@solid.ocn.ne.jp

http://www.instagram.com/kikaraki8018
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TEL/FAX： 0285-72-0891
芳賀郡益子町塙490

サ12

AM11:00~PM6:00
休 水・木

mujinappara490@docomo.ne.jp

http://johnnysartstudio.jimdo.com

サービス業

◆

カフェ ◆

カフェ

◆

Café ましこびと

◆

カフェ フーネ

創業7年

創業9年

陶芸一家が営むアットホームカフェ

益子町上大羽の里山の風景の中に、黒塗りの
モダンな造りの建物とテラス。店内は一転して、
地元益子産の木材が贅沢に使われた温もりあ
ふれる癒しの空間。若きオーナーは栄養士にし
てスポーツインストラクター。アウトドアフィー
ルドとしての益子の魅力を発信している。
お薦めメニューは地元産食材を使ったハンバ
ーグメインのプレートランチ。味は勿論、ボリュ
ームも満点。ランチは他にパスタやカレーなど
もあります。
infomation

夜は1日1組（4名様〜）限定
17:00〜21:00
Lunch/ 11:00〜14:30
Tea / 14:30〜16:00

◆

そば・うどん

表通りから少し山の中に入った陶芸一家の
営むカフェです。緑の風の音を感じながら、
地元の新鮮な食材を使った創作料理を召
し上がって戴きたいと思います。

TEL： 0285-81-3081

芳賀郡益子町上大羽496-1

サ13

AM11：00 〜 PM4：00

南蛮こわめし

休 木（第1・3）・土

AM11:00 〜 PM4:00

1,850円

休 水・木

fune.suzuki@angel.ocn.ne.jp

http://www.cafefune.jp

◆

◆

◆

創業53年

創業16年

家族で切り盛りして50年以上。
城内坂通りにある老舗店。

地元のそば粉、野菜、手づくりの器。
当店の益子づくしをご堪能下さい。

城内坂通り中腹にあるそば店で創業50年
以上続く老舗店です。県内産のそば粉を使
用し毎日手打ちで提供。うどんも手打ち。
つるっとした喉ごしを楽しむそばと、もちっ
とした歯ごたえを楽しむうどんの他に丼物
やセットメニュー等、色々食べたい家族連
れのお客様にもおすすめです。又、宴会も
承っています。ぜひお越し下さい。

当店は益子産そば粉、野菜を使い（一部は自
家栽培です）
そば、
うどんともに手打ちです。
使用している食器は、すべて当店の手作りで
お出ししています。
全席お座敷になっており、
おひとりでも良し。
ご家族皆さまでごゆっくり
召し上がるも良し。益子づくしの当店で益
子時間をご堪能して下さい。

えび天せいろ 1,100円
本鴨せいろ
1,050円
野菜天せいろ
900円

飲食店

手打ちそば うえの

手打蕎麦 藤人
トウジン

◆

芳賀郡益子町益子5196

Instagram mashiko̲bito965

infomation

サ14

TEL： 0285-81-6004

infomation

フーネプレート 1,650円

TEL： 0285-72-2337
芳賀郡益子町七井1407

サ15

infomation

そばセット（ミニ丼+もり又はかけ）1,100円
野菜天ざるそば
990円
けんちんそば
880円
うどんもあります。

AM11：00 〜 PM6:00

休 水

飲食業 ◆

◆

そば

TEL/FAX： 0285-72-3355

サ16

芳賀郡益子町城内坂114
AM11:00〜PM7:00

休 月

teutisobaueno@yahoo.co.jp

◆

萩そば

そば処 炉庵

創業3年

創業20年

ちょっとおしゃれな隠れ家風
そばカフェ

益子産の風味豊かな石臼挽き地粉を
使用した手打ち蕎麦です

そばは手打ちの二・八と十割、そば粉は益
子産の常陸秋そばで、石臼挽き。食材は、出
来るだけ自然界の季節の山菜、野草などを
活用。各メニューに対して、４から５点の小
鉢物を提供しています。
国道１２３号線の七井台町の信号を益子
塙方面に入り、町営住宅手前を右に入った
閑静な住宅街に佇む「そばカフェ」
です。

炉庵こだわりの蕎麦は全量益子産の地粉を
使用し、つなぎの入らない蕎麦粉のみで打
ち上げる風味豊かな「十割そば」
と喉越しと
コシが自慢の「二八そば」に打ち分けます。
地元の野菜をふんだんに使用したけんちん
汁や春野菜の天ぷらなどの季節メニューも
ご用意しております。
どうぞご賞味下さい。

infomation
TEL： 0285-70-1068
二八もりそば 670円 十割そば 920円 FAX： 0285-70-1069
天ぷらそば 1,170円 天丼 1,300円 芳賀郡益子町益子3580-2
（ナビ検索用 3508-2）
そばすいとん 1,000円
とろろご飯セット プラス 300円 税込
AM11:00~PM8:00 休 木

サ17

infomation

冷たいそば
天せいろ 1,300円
鴨せいろ 1,200円
温かいそば/もり
800円

http://roan-soba.com
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天ぷらそば 1,300円
鴨南蛮そば 1,200円
にしんそば 1,200円
コーヒー＆ミニ
デザートサービス

TEL： 0285-72-1455
芳賀郡益子町七井2382

AM11：00 〜 PM2:30

休 月・水・金

サ18

◆

◆

あづま庵

メイスイ

創業14年

おいしく食べて、楽しく飲める店、
あづま庵

益子産そば粉を女将が手打ちし、
味、器共にこだわる

昼はそば、
うどん、支那そばを中心としたセ
ットメニューをお得に提供しております。
夜は居酒屋とお食事を兼ねた各種おつま
み、お酒も焼酎、生ビール、日本酒など取り
揃えております。

石臼挽き益子産常陸秋そばを女将が毎朝
手打ち。香り高い10割蕎麦が蕎麦通の方々
に好評です。
2019年3月に改装しギャラリーを併設。
女将の姉 馬場由知子の陶芸作品を中心に
陶器のみならず作家の手による工芸作品
を展示即売しております。
ギャラリー内カウンター席は14：00〜カフェ
としてご利用いただけます。
TEL： 0285-72-5632

infomation

芳賀郡益子町益子3427-1

牛丼・もりそばorうどんセット

そばorうどん定食

◆

そば GALLERY CAFE 明水

創業36年

おすすめ

手打ちそば店

サービス業

飲食店

◆

900円

950円

サ19

infomation

二八もり
十割もり
ゆば丼セット
牛丼セット

AM11:00 〜 PM2:00
PM5:00 〜 PM9:00
休 火・水

880円(税込)
1,100円(税込)
1,450円(税込)
1,580円(税込)

TEL： 0285-72-7099
芳賀郡益子町益子3356-2

サ20

そば
AM11:00〜PM14:30
ギャラリー AM11:00〜PM16:00
カフェ
AM14:00〜PM16:00
休 月・火
yuchikobaba@yahoo.co.jp

飲食業

◆

◆

◆

創業6年

創業28年

安くてボリューム満点と評判の
中華料理のお店

麺すべてが手打ちです

注文を頂いてから打つ包丁を使わない手
打ちラーメンです。打ち立てゆでたて眼で
見ても楽しめるラーメンです。４月からは冷
しつけ麺もやってます。お得なセットメニュ
ーもあります。お持ちかえりで唐揚げ、もつ
煮込み、餃子、ホルモン焼きなど、TELでの
注文も受け付けております。

もつ煮込みセット からあげセット 餃子セット
1,000円
チャーシュー麺 900円
パーコー麺
1,050円 税込

◆

ぱんだ食堂

手打ちラーメン ぎおん

infomation

中華料理

店 長 が 愛 情 込 めて自家 栽 培した 米を使
用したチャーハンが 人 気 の 店！スタンダ
ードな 優しい 味 の白チャーハンと、にん
にくと黒 胡 椒 が 効 い た 黒チャーハン、そ
れから2種類の豆板醤で味に深い旨みの
ある麻婆チャーハンが当店の自慢です。
ご 家 族 連 れ からお ひとり様、ご 宴 会まで
幅広くご利用ください。
TEL： 0285-72-1812
芳賀郡益子町益子1364-4

サ21

infomation

マーボーチャーハン
白チャーハン
黒チャーハン

PM11:30〜PM8:00
休 不定休

750円
600円
650円

TEL/FAX： 0285-70-6661

サ22

芳賀郡益子町塙1159-3
AM11:30〜PM9:00
休月

qqzc5rz9k@ocn.ne.jp

◆

飲食業 ◆

◆

◆

とんかつ ちとせ

蘭亭
ランテイ

創業37年

飲食

創業67年

益子で37年続く昔ながらのお食事処

揚げたて“アツアツ”を
オリジナルソースで召し上がり下さい

益子芳星高校の前にある昔ながらのお食
事処です。ボリューム満点のラーメンや定
食をお手ごろな価格で提供しております。
ぜひ一度ご賞味ください。

当店では夢ポークをメインに良質な豚肉
を使用しております。
肉の仕込みから、出来るだけ自分達の手
で造る事を心がけ、皆様に満足して頂け
るように 思っています。揚 げ 物 だ けで は
なく焼肉やもつ煮なども昔から根強く愛
されています。
ちとせの伝統の味をいろいろと楽しんで
頂きたいと思います。

infomation

もやしそば
焼肉ライス
野菜いため定食

TEL： 0285-72-5939
芳賀郡益子町塙2368-14

サ23

infomation

パート・アルバイト募集中！！
各種宴会承り中

AM11：00 〜 PM10:00

TEL： 0285-72-3360
FAX：0285-72-0017
芳賀郡益子町益子2666-1

AM11:00〜
（準備中PM2:00〜PM5:00）
休 月夜・木
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サ24

サービス業

◆

とんかつ ◆

◆

とんかつ 吉川

飲食業 ◆

和食 杣
ソマ

創業40年

創業40年

変わらぬ想いと味をお届けします

地産地消を目指す飲食店

とんかつが苦手な方でも大丈夫！脂身の甘
みを感じられるロースかつは那須郡司豚を
使用。衣には生パン粉を使い、サクサクで
ボリュームのある仕上がりです。ヒレかつ
の厚みと柔らかさとってもジューシーです。
自家製米のコシヒカリの炊きたてご飯とベ
ストマッチ！添えられたキャベツも吉川特製
ドレッシングでさっぱり頂けます。

地元益子産にこだわった、そば、お米、野
菜を中心に使った定食を提供しています。
益子だけでなく、栃木ブランドゆめポーク
も使用しています。鮮魚は、定期的に明石
浦漁業組合から直送で来るので、新鮮な
お刺身が召し上がれます。
器は益子ならではの益子焼を使用してい
ます。杣で益子のすべてを感じ取ってくだ
さい。

infomation

ヒレかつ定食
ミックスフライ定食
ロースかつ定食

◆

TEL： 0285-72-1600

1,430円
1,810円
1,220円
（税込）

日本料理店

芳賀郡益子町塙947-1

サ25

infomation

天ざるそば
お刺身定食
栃木ゆめポークカツ煮

AM11:00〜PM8:00
（準備中 PM2:00〜PM5:00）
休 月・他臨時休業有り

◆

◆

キョウガサカ

創業23年

TEL： 0285-70-1088
芳賀郡益子町益子4413-2

季節限定御膳 1,980円
益子のかほり 1,670円
竹かご弁当
1,370円
会席料理（要予約） 税込み

創業4年

サ27

TEL： 0285-72-4230
芳賀郡益子町益子3270

いのしし鍋
2,500円
田吾作うどん 1,100円
鴨鍋
2,500円
天おろしうどん 800円

AM11：00〜PM9：00
info@sariki-kyogasaka.com
http://www.sariki-kyogasaka.com

◆

◆

アカツキ

焼肉店

サ28

AM11:00〜PM9:00（ラストオーダーPM8：00）
休 火
d̲enokida@yahoo.co.jp

◆

エン

暁

ダイニング 縁

創業5年

季節や旬にあわせた料理と店主厳選
のお酒をご用意しております！

焼肉店としてお肉の味はもちろん、
お客様が満足して頂ける様にスタッ
フ一同お客様との縁を大切にさせて
頂いております。

函館から仕入れる産地直送の活〆地魚と
地物の野菜を使った創作料理をメインに、
全国の地酒、焼酎、
ワインなどを充実して取
り揃えています。宴会や貸切パーティなども
大歓迎！2時間飲み放題付きの宴会コース
が３，９００円（税別）からございます。
ご相
談に応じて対応いたしますので、気軽にお
電話ください。

＜おすすめNO.1＞
函館直送地魚お造り盛り合わせ
１人前 990円
＜名物＞
霜降り炙り牛にぎり寿司2貫 490円

飲食業 ◆

infomation

休 火PM・水

infomation

AM11:30〜PM10:00
（準備中 PM2:00〜PM5:00）
ラストオーダー PM8:30 入店
PM9:30 閉店
休 水

いのしし鍋の食材には、八溝山系でとれ
る良質な猪肉に、益子でとれた新鮮な野
菜を使用しています。土鍋には特注の益
子焼を使用し熱々でご提供いたします。
その他、二種類の小麦粉をブレンドした
こだわりの手打ちうどんがおすすめです。

infomation

創作料理

サ26

他ではなかなか味わえない
こだわりのいのしし鍋を
提供しています

絶景を眺めながら、
リーズナブルな日本料
理を堪能して下さい。
本格的な懐石料理はもちろんのこと、
リー
ズナブルな季節限定御膳、ご法事、お祝い
事、仕出し弁当など、様々なシーンに対応し
ております。益子町の新鮮食材に、直送の
鮮魚、和牛などふんだんに使いましたお料
理を、食べに来ていただければ幸いです。

飲食業

芳賀郡益子町益子2068-1

創業47年

益子の奥座敷にて旬のお料理をご堪
能下さい

◆

TEL： 0285-72-0931

いろり茶屋

日本料理 茶力経ヶ坂
サリキ

1,280円
1,680円
1,280円

お子様からお年寄りまで、お気軽にご来店
下されるお店を目指しております。また、記
念日、お祝いのサプライズ応援いたします
ので、お電話でお申し付け下さい。

TEL： 0285-81-6767
芳賀郡益子町益子4231

サ29

TEL： 0285-81-7441

infomation

大人気
上タン塩

AM8:00 〜 AM9:00
PM5:30 〜 PM10:00
（Instagram）akatsuki̲mashiko
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1人前900円！！

芳賀郡益子町七井3886-3

PM5:30〜10:00
(土日AM11:00〜PM2:00
ランチタイム)

サ30

◆

創業62年

創業22年

楽しい会話と楽しいお酒
カラオケも一緒にどうぞ

古きよき香りが漂う空間でくつろぐ

七井小学校前の飲食店。創業62年。地元の
野菜を使い昔ながらの味を守っています。
おすすめメニューは、ラーメン・焼きそば・
冷やし中華・小焼重など、手軽に食べられる
メニューが豊富にございます。店内は、お酒
やカラオケなど、
とても楽しい雰囲気の中
で、お客様の会話も弾んでいます。和食・宴
会場（20名程度対応可）
もあります。

ラーメン
600円
冷やし中華 800円

◆

（株）
ヤマニ大塚
ほっとるーむ けやき

ニューましこや

infomation

飲食店

◆

陶器店の営むランチとカフェの店。古民家
をリニューアルした空間で益子焼の器を
使い、地域色のあるパスタやスウｨーツを
味わって頂けます。栃木名産の苺や柚を使
ったスウィーツは人気です。緑に囲まれた
テラス席は益子の風を感じながら、ワンチ
ャンも一緒にお楽しみ頂けます。益子散策
に疲れたら、ほっと一休みして下さい。

サ31

TEL： 0285-72-3359
焼きそば 500円 芳賀郡益子町七井150-1
小焼重
800円
AM11:00〜PM10:00

infomation

益子焼でオリジナルパスタやスイ
ーツとサイフォン珈琲を味わって
頂けます

（準備中PM2:00〜PM5:00）

休 月

kaorumasiko913@docomo.ne.jp

◆

飲食業 ◆

TEL： 0285-81-3501

サ33

芳賀郡益子町益子804-1

◆

AM11：00 〜 PM3:00

infomation

愛犬と一緒に食事のできる部屋もあり
ドッグラン完備
完全手作りの欧風レストランです

休 土日祝

qqyd9ys9k@tiara.ocn.ne.jp

◆

Amano

飲食業

TEL： 0285-70-6124
芳賀郡益子町上大羽393
AM11:00〜PM4:00

サ34

休 火

usagi--@i.softbank.jp

http://bn9nu.crayonsite.info

◆

レストラン つみき

創業1年

創業46年

ランチは益子焼を使ったイタリアン
夜は鉄板ビストロに変化

お食事・各種宴会できます
益子駅から道の駅に向かった所に在ります。
駐車場も広く完備しております。
多人数入れる宴会場、小部屋もありますの
で、会の集まりやご家族でゆっくり御飲食し
て頂けると思います。お料理は和洋中多数
用意しています。

「てっぱんびすとろ」
というスタイルで始ま
り今年で２０年目を迎えます。最後にのん
びり思うままにと益子でお店をOPEN致し
ました。ランチは創作的なイタリアンで気
軽に足を運んで貰えるスタイル。夜はてっ
ぱんびすとろのフロアで大人の雰囲気を
堪能して頂けると思います。

infomation

その他ご予約時のご相談に応じて
出させて頂きます。

info@yamani-otsuka.co.jp
http://www.yamani-otsuka.co.jp

栄養士が創る自然派レストランカフェ

◆

ランチ A 1,500円 ディナー A 5,000円
B 1,800円
B 7,000円
C 2,300円
C 9,000円
D 3,500円

休 無休

AM10:30〜PM5：00

山懐にある、ワンランク上の非日常を満喫
できる、体にも心にも優しいレストラン＆
カフェです。温もりの感じる落ち着いた店
内では、JAZZが流れ 、窓からは山の木々
を眺め、四季折々の変化が感じられます。
是非、日常の疲れを癒し、自分へのご褒美
に当店をご利用下さいませ。

城内坂交差点より西へ30m、関沢精肉店
の 向 か いを南 へ 少し入った 所 に 当 店 は
あります。道 の 駅で 餃 子と焼きそばを販
売していますので、是非お気軽にご来店
下さい。

飲食

芳賀郡益子町城内坂88

暖邸

創業5年

益子の餃子を食べませんか

◆

サ32

TEL： 0285-72-9889

ダンディー

創業3年

お弁当の予約注文を受けます。
・お弁当
400円〜
・餃子（10コ入） 500円

飲食業

◆

レストランふるさと益子

infomation

サービス業

飲食店

◆

TEL/FAX： 0285-85-8119

サ35

infomation

つみき弁当
タンメン
豚生姜焼き定食
天重

芳賀郡益子町塙2492-39

AM11:00~PM10:00
（準備中 PM2:30〜PM5:00）

休木
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TEL： 0285-72-4065
芳賀郡益子町益子1129-2
AM11:00~PM8:30
休水

サ36

サービス業

◆

飲食業 ◆

◆

レストランつきみ野

トラットリアトレ アーリ

創業30年

1,000円以下で手軽にランチを！

旬の素材を使ったイタリア料理と
ワインで素敵な時間を・・・

能登直送の新鮮な魚介類や益子の地野菜、
各地の特選肉など旬の食材を活かしたイタ
リア郷土料理。彩り豊かな前菜やシェフ自
慢の手打ちパスタ・・・。旬の味覚で魅了する
料理をワインと一緒にお楽しみ下さい。

国道123号線沿いにある店。1,000円以下で
ボリュームのあるランチが食べられます。オ
ススメは豚しょうが焼き定食（写真）
。お店は
北欧スタイルのログハウスで、暖かい木の
温もりに包まれながら食事が楽しめます。お
座敷にての宴会も10名様まで出来ます。御
待ちしてます。

infomation

・豚しょうが焼き定食
・とんかつ定食
・海老フライ定食
・ビーフカレー
・ラーメン

◆

850円
950円
850円
750円
600円

TEL： 0285-72-2988

カプレーゼ
タリオリーニアサリと
フレッシュトマトのソース
エビとキノコのアヒージョ
スパゲッティ元気タマゴの
カルボナーラ

AM13:00〜 PM7:00
（準備中PM3:00〜7:00）

休 月

◆

(準備中PM3:00〜5:00)

休 月（月曜祝日の場合火曜）

1,300円

益子焼・パン・菓子・アイスクリーム

◆

2006年セルフビルドにて、店を構える。パ
ン・菓子・アイス・陶器木工品を販売。それ
ら夫婦の手作り品が並ぶなか、店内は焼き
たてのパンの香りが漂う。地元食材にこだ
わり、体に優しい物を心がけている。元は
地域の公園だったこの場所。自然に触れな
がら、ゆったりお過ごし頂きたい。益子駅よ
り車で10分程。P有、
日曜のみ営業。
TEL： 0285-77-9058

infomation

芳賀郡益子町益子2740-1

益子焼
仏地方菓子
天然酵母パン
アイスクリーム

AM11:30~PM10:00
（準備中 PM4:30〜PM6:00）
休 火・水

tocos@mukuBAR.net
http://mukubar.net

216円〜
300円〜
260円〜
320円〜

TEL/FAX： 0285-70-6089
芳賀郡益子町山本721-8

AM10:00~PM6:00（3月〜11月）
AM10:00~PM5:00（12月〜2月）

休 月〜土・祝

結婚式場・大小宴会 ◆

◆

アプローズ益子

医療

◆

どこでもクリニック益子

創業42年

創業5年

益子の自然に囲まれた結婚式場

ご自宅での療養を希望される方へ
訪問診療を致します

昭 和 5 2 年 にオープンして、約 3 0 0 0 組 の
結婚式を挙げさせていただきました。
しかし、今は式を挙げる方も少なく、また、
少人数のお披露目にもなってきました。
そこで、今は、
「大小宴会」
「法要」などを中
心に営業しています。去年からは観光バス
「団体ランチ」も始めました。

結婚式だけではなく、大小宴会や
ご法要などそして観光バスの団体
ランチも承っております。
お気軽にお問合せ下さい。

AM11:30〜 PM10:00

1,300円
1,000円

益子焼、天然酵母パン、仏地方菓子
無添加アイスクリーム販売

国道より益子中学校へ入る坂の向側にあ
るタコス、ハンバーガ、テキーラ、音楽が味
わえる古民家の店です。カウンター席とテ
ーブルが3つあります。
タコスにはちょっと辛めのチキンとタコス
ミート、アボガドディッブ、
トマトのサルサ
ソース、山盛りキャベツの千切りとスライス
チーズ、
トルティ−ヤが4枚付いています。

infomation

芳賀郡益子町塙2590

850円

創業12年

創業6年

お茶漬け的 バーガー論

◆

TEL： 0285-81-5818

600円〜

ギャラリーWORK SHOP 770

中山タコス店 MUKUBAR

中山式和風BBQバーガー
タコス
ハンバーガー
ハニーマスタードバーガー

・ワイン

infomation

芳賀郡益子町七井中央17-6

タコス・ハンバーガー ◆

infomation

イタリアンレストラン ◆

私たちは医療の専門家として皆さんが健
やかに生活を送るアドバイスが出来ればと
思っています。外来診療では高血圧や糖尿
病などの慢性患者や専門であるリウマチ
膠原病をはじめ、なんでも相談に乗らせて
いただきます。訪問診療では通院できない
患者さん、
ご自宅で療養したい患者さん向
けに、
ご自宅で診療させて頂いております。
TEL： 0285-72-1166

infomation

芳賀郡益子町塙1167

訪問診療・内科・リウマチ科

AM9:00〜PM6:00

TEL： 0285-81-5137
FAX：028-333-1240
芳賀郡益子町長堤574-1

AM7:00〜PM8:00
外科診療：月・水・金/訪問診療：火・木

休火
applause@applause-m.com

休 土・日・祝
http://www.docodemo-cl.or.jp
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歯科医業 ◆

◆

大塚歯科医院

サービス業

◆

牟田歯科医院

創業74年

むし歯・歯周病・入れ歯など歯科一
般の治療

口腔ケアで健康寿命の延伸
当医院は道路拡張に伴い現在の場所に診
療所を改築して43年になります。患者さん
の噛み合わせのバランスを考え、特殊な義
歯やインプラントなどを行っております。小
児歯科の専門医や歯科衛生士さん達が虫
歯予防や歯周病予防に取り組んでおります。

お口の健康のためには予防や定期検診が
大切です。痛みが出ないまま、むし歯や歯
周病が進行することもあります。半年に1度、
歯科受診をして調べてもらいましょう。お口
の状態にに合った歯みがき方法もお教えし
ます。

TEL： 0285-72-0111
FAX：0285-72-7302

infomation

町の歯周病検診ハガキが届いてい
る方、ぜひ検査を受けましょう。

芳賀郡益子町益子3638

AM9:00~PM6:00
（準備中 PM12:00〜PM2:00）

医療・整骨 ◆

◆

大畑整骨院

益子駅のすぐ近くです。心理カウンセリング
は医療行為ではなく、
ご利用者様との会話
による療法です。ストレスや出来事による
不調や不安を解消、解決するお手伝いをし
ます。まず、
「話す」
ことからはじめてくださ
い。あなたにとって、あたたかくて安心安全
な時間と場所です。
一般社団法人日本傾聴連合会認定

TEL： 0285-72-3332
AM9:00〜AM12:00

芳賀郡益子町益子1051-7 2階
面談カウンセリング
「栃木こころの保健室」内
60分 6,000円（税込）
予約制 休 木・日・祝
※延長30分まで+2,000円（税込）
hayakawa@tochibla.com
※筆談でのカウンセリングも応じます。

PM3:00〜6:30

休 日・土祝は午前中のみ

ohata196203@yahoo.co.jp
http://ohataseikotuin.crayonsite.com

http://www.tochibla.com

◆

（有）岩崎観光社

旅行業・バス事業

◆

はぎわら観光（株）

1982年創業

創業40年

北海道から沖縄、
そして海外旅行まで
旅行は心の贅沢です

年間200本近くのコースを
企画しております

旅行会社とバス会社として、さまざまな企
画をしております。最近では自治体とのコ
ラボによる移住定住体験ツアーや県内の
イベントにあわせた着地型ツアーの企画
にも力を入れています。又、
リフト付きバス
を２台導入し、高齢者や障害者支援施設と
力をあわせユニバーサルツーリズムも展
開しております。

貸切観光バスの手配
（小型バス・中型バス・大型バス）
グループ&団体旅行・社員旅行・視察研修旅行
・招待旅行・冠婚葬祭の送迎
日本旅行【赤い風船・マッハ・ベスト】
ビックホリデー【各種国内パッケージツアー】
スカイパックツアー【茨城空港発】
商船三井【にっぽん丸クルーズ】

旅行のことならなんでもおまかせ！
若者からご年配の方まで
安心して頼れる会社を
目指してます！

TEL： 080-2551-6464

infomation

芳賀郡益子町大字益子2660-6

旅行業 ◆

infomation

心理カウンセリング ◆

心のメンテナンスで
笑顔になりませんか？

ケガの専門院で、昭和37年開業以来、
「親切
・丁寧・安全」を理念に施術を心がけていま
す。患者送迎や、1日を通じて往診等の訪問
施術も実施しています。
最新の物理療法機器等を使用、特に『酸素
カプセル』や衣類を着たままの『温水圧マッ
サージ』は疲労回復や心身の調整にとても
効果があり、来院者にとても好評です。

◆

AM10:30 〜 PM6:30
（準備中12：00〜1：30）
※土曜の診察はPM2：00〜PM6：30

こころのぶらんけっと

創業57年

その他の事業〜
「まろん・ど・おおはた」
「キミのあったか広場」
「ともにあゆんディ（デイサービス）」
「ケアプランおおはた（ケアマネジャー業務）」

芳賀郡益子町益子2289

栃木心理カウンセリング

親切・丁寧・安全を理念に子供から
高齢者まで安心施術

infomation

TEL： 0285-72-3174

休 水・日

休 木・日・祝

◆

サービス業

◆

TEL： 0285-72-2000
FAX：0285-81-8022

infomation
栃木県内を巡るツアーはこれ！

芳賀郡益子町七井22-3
AM9:00〜PM5:00

ツアーアラウンド栃木

休 水・日

http://tochi-tabi.com

info@i-tours.co.jp

http://www.i-tours.co.jp

検索

TEL： 0285-72-5334
FAX：0285-72-7270
芳賀郡益子町北中437-1
AM9:00〜PM6:00

休 日・祝

info@hagiwara-kankou.com

http://hagiwara-kankou.com

9

サービス業

◆

一般貸切旅客自動車運送事業 ◆

◆

金融機関

◆

（有）芳賀中央観光

真岡信用組合益子支店

創業18年

創業59年

「ちかくにいるから、チカラになれ
。」地元密着の金融機関です

安全・安心・信頼のおける企業

当店は、昭和34年に開店以来、地元の中小
事業者や住民が組合員となって、お互いに
助け合い、発展していくという
「相互扶助の
理念」に基づき運営されている共同組織金
融機関です。地域社会に奉仕の精神で貢献
し、地域の人々から親しまれ、かつ信頼され
る組合を目指しております。

お客様のニーズに応えられる車両をそろ
え、従業員一同、安心・安全をモットーに
運行させていただきます。

TEL： 0285-70-8873
FAX：0285-72-9388

TEL： 0285-72-3221
FAX：0285-72-4571
お問い合わせ・お申込みは、窓口または 芳賀郡益子町益子2000-1
インターネット〈もおしん〉で検索ください。
窓口営業 AM9:00〜PM3:00

サ49

infomation

芳賀郡益子町七井3964-4
AM9:00〜PM6:00

◆

金融機関

休 日

ATM 平日 AM8:45〜PM7:00
土日 AM9:00〜PM5:00（祝休）
休 土・日・祝
http://www.moka.shinkumi.jp

◆

◆

創業59年

地域と共に生き、地域の豊かさの創
造に寄与し続けます

足利銀行益子支店は昭和11年5月以来、
地域と共に成長してまいりました。これか
らも足利銀行とめぶきフィナンシャルグル
ープは「地域の未来を創造する総合金融サ
ービスグループ」
として地域社会の持続的
成長とお客様のお役にたつ企業をめざし、
皆さまとともに歩んでまいります。

当店は、昭和36年に開店以来、地元の中小
事業者や住民が組合員となって、お互いに
助け合い、発展していくという
「相互扶助の
理念」に基づき運営されている共同組織金
融機関です。地域社会に奉仕の精神で貢献
し、地域の人々から親しまれ、かつ信頼され
る組合を目指しております。

TEL： 0285-72-2503
FAX：0285-72-6615

お問い合わせ・お申込みは、窓口または 芳賀郡益子町大沢19-1
インターネット〈もおしん〉で検索ください。
窓口営業 AM9:00〜PM3:00

サ51

お問い合わせ・お申込みは、窓口または 芳賀郡益子町益子967
インターネット
〈あしぎん〉
で検索ください。
窓口営業 AM9:00〜PM3:00

サ52

ATM 平日 AM8:00〜PM9:00
土日 AM9:00〜PM9:00
休 土・日・祝
http://www.ashikagabank.co.jp

◆

◆

栃木銀行益子支店

スポーツ施設

◆

益子塙ゴルフ練習場

創業25年

創業46年

時間制打ち放題のゴルフ練習場！
お得な月会員もございます

First for You
あなたとともに

当店は、平成6年に真岡支店の出張所とし
てオープンし、平成10年に支店昇格を果
たしました。益子町の一層の活性化に向け
平成26年2月に益子町との包括連携協定
を締結させて頂いております。当店はお客
様からの多様なニーズに応えられるよう、
これまで以上に地域貢献と産業活性化に
全力で取組んで参ります。

infomation

TEL： 0285-72-2129
FAX：0285-72-6820

infomation

ATM 平日 AM8:45〜PM7:00
土日 AM9:00〜PM5:00（祝休）
休 土・日・祝
http://www.moka.shinkumi.jp

金融機関

◆

創業83年

「ちかくにいるから、チカラになれ
る。」地元密着の金融機関です

◆

金融機関

足利銀行益子支店

真岡信用組合七井支店

infomation

サ50

県内有数のゴルフエリアの益子町の新た
な趣味としてゴルフを始めてみませんか？
敷居が高いスポーツだったゴルフも、現在
はハーフラウンド（半分だけプレー）
・道具
もハーフセットなどで手軽に楽しむことも
出来ます。当練習場では１回毎のプレー以
外に月会費制もございます。生涯スポーツ
としてゴルフで体を動かしましょう。
TEL： 0285-72-7411
FAX：0285-72-7422

お問い合わせ・お申込みは、窓口または 芳賀郡益子町益子2770-1
インターネット
〈とちぎん〉
で検索ください。
窓口営業 AM9:00〜PM3:00

サ53

infomation

男性 90分
1,000円
女性・学生 90分 800円
全日会員
10,000円
平日・朝会員 7,500円 (AM7:00~AM12:00)
平日・昼会員 7,000円 (AM11:00~PM4:00)
平日・夜会員 6,000円 (PM5:00~CLOSE)
税込

ATM 平日 AM8:45〜PM7:00
休日 AM9:00〜PM5:00
休 土・日・祝
https://www.tochigibank.co.jp
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TEL： 0285-72-2592
芳賀郡益子町塙1430-1

サ54

平日・土曜 AM9:00~PM9:00
日曜 AM9:00~PM7:00
休 年中無休

http://golfers-support.co.jp

ゴルフ場 ◆

◆

創業44年

創業33年

なだらかな丘陵に展開する変化に富
んだ27ホールズ

友遊PLAY

全体の高低差の少ない地形の丘陵コース。
正確なショットを要求されるコースやパワ
ーヒッター向きのホール、戦略性が高いホ
ールなど、27ホールそれぞれ性格が異なっ
て変化があり、またチャレンジしたくなるコ
ース。初心者から上級者、たくさんの人がプ
レーを楽しめるゴルフ場です。また、
ランチ
だけのご利用も可能です。

北部丘陵地に広がるアメリカンスタイルの
ゴルフ場です。距離は短めですが、変化に
富んでおり、四季折々の豊かな美しい自然
の中でお気軽にプレーをお楽しみ頂けます。
お手頃な料金、
アットホームな雰囲気、良好
なグリーンコンディションは多くのお客様
からご好評を頂いております。是非評判の
グリーンに挑戦して下さい。
TEL： 0285-72-6811

infomation

◆

新車・中古車販売、車検、板金塗装

芳賀郡益子町大沢2942-1

サ55

AM7:30 〜 PM5:00

休 なし

info@mashikohills.jp
http://www.mashikohills.jp

◆

◆

芳賀郡益子町上大羽2268

自動車・オートバイ修理販売

サ56

AM7:30 〜 PM6:30
info@mashikocc.co.jp
https://mashikocc.co.jp

◆

梅津自動車

創業36年

創業37年

お車のことならお気軽にお問い合わ
せください。損保ジャパン日本興亜、
JAはが野代理店

中古車のことなら当店にお任せ！！
当店は123号沿い七井台町にある自動車販
売整備工場です。地元の皆様の安全を守る
ため、営業しております。修理・車検・中古車
販売等お客様と相談の上作業いたします
ので、お気軽にご連絡下さい。

一般整備車検、修理、各種新車中古車販
売、板金塗装まで、お客様に納得頂けるま
でサポート致します。また、自動車保険、
火 災・傷 害 保 険まで、お 一 人 ず つ の ニー
ズに合わせて、ご提供させて頂きます。地
域の皆様はもちろん、新規のお客様まで
社員一同精一杯のサービスでおもてなし
致します。
TEL： 0285-72-3867
芳賀郡益子町七井162

サ57

infomation

少人数経営のため、来店前に連絡を
して下さい。

AM9：00〜PM6：00
休 日

自動車・一般整備

TEL： 0285-72-1234

infomation

ゴルフ場、
ランチバイキング（ソフトドリンクバー付）
大人 1,600円、小学生以下 1,000円、
5歳以下無料

山口自動車整備工場

◆

◆

益子カントリー俱楽部

益子ヒルズゴルフクラブ

ご予約の際、「この冊子を見た」
で友の会料金にサービスさせて
頂きます。

ゴルフ場

サービス業

◆

サ58

TEL： 0285-72-0901

芳賀郡益子町七井3886-14
AM8:30 〜 PM5:00

休 土・日・祝

umezu@wonder.ocn.ne.jp

◆

◆

熊谷自動車

自動車鈑金塗装 ◆

（有）
イシカワ車体工業
創業42年

創業65年

車のことなら何でもお任せ！

あなたの愛車
イシカワ車体工業にお任せください

おかげさまで創業65年
車検・整備・販売・自動車保険、車に関する
ことならご相談下さい。地域密着型として、
65年営業してまいりました。
これからもお客
様の目線で、
アドバイス・説明をていねいに
し、皆様に愛される店を目指します。

国道123号、七井台町東信号を塙方面に
入ってすぐの自動車板金工場です。
愛車をぶつけてしまった、新しい車が欲し
いなど、お客様のご希望にお応えします。
お車のことなら何でもご相談下さい。

TEL： 0285-72-3119
FAX：0285-72-3213

TEL： 0285-72-0327
FAX：0285-72-1489

サ59

サ60

芳賀郡益子町七井2380

芳賀郡益子町益子1446

AM8:00〜PM5:30

AM8:00〜PM6:00
休 日・祝
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休 日・祝

サービス業

◆

自動車販売・板金塗装

◆

◆

大関商会

（株）酒寄自動車

創業22年

創業46年

お探しの車を見つけます。
バイクから大型車まで

車に関する事なら
お気軽にご相談ください。

お客様のご希望（車種、予算等）に合ったお
車を探します！旧車の部品等も探します‼

芳賀郡益子町山本447-1

USSオートオークション会員・
アライオートオークション会員

自動車販売・修理業

矢島自動車

創業65年

地域に密着し自動車工場として創業46年。
これからも、車検・一般整備・新車・中古車
販売その他自動車に関する事でしたら、土
日祝日も営業しておりますので、お気軽に、
ご相談ください。
ご来店をお待ちしております。

TEL： 0285-72-6291

infomation

◆

自動車・一般整備 ◆

サ61

新車・中古車、メーカー不問
ご相談ください。

AM8:30〜 PM5:30
休 不定休

◆

◆

芳賀郡益子町益子4240-27
平日 AM9:00〜PM6:00
土日祝 AM9:00〜PM5:00

◆

創業48年

整備の事なら、まかせて

「新しい車。久しぶりに、妻と2人
でドライブにいきたくなった」

安心！！

国道121号線、益子〜七井間の北中に位置
し、道路より少し奥に入った所で、昭和46年
2月から自動車整備業を営み、地域の人に
愛されて今日まで来ました。
自動車の修理・
車検を主な仕事として、
『 親切、丁寧』を一
番に心掛け、車の進化と同様に今でも日々
勉強しながら仕事をしています。楽しみは、
お客様と会話をする事、
「昔の車でも困っ
た事があったら、是非ご相談ください。」
と
笑顔で対応しています。

家族と、友人と、子供達と。あなたの日常を
守る、あんしんカーライフサポート。
ご自宅
やお出かけ先で、
ちょっとしたトラブルの際
もお気軽にご相談ください。お得な乗換え
相談から、
月々1万円からのオートリース、車
検や、キズ・ヘコミ修理も。お客様1人1人の
要望に合った、カーライフをご提案いたし
ます。

国産全メーカー取扱い。
新車が安く買える/新車市場益子店

自動車整備業

TEL： 0285-72-3477
芳賀郡益子町益子2262-1

TEL： 0285-72-2471

サ63

芳賀郡益子町北中664

自動車一般整備

休 日・祝

◆

◆

電装修理

一般修理

◆

創業44年

創業51年

自動車電装修理一筋。カーエアコン
修理はおまかせ！

国道123号沿い、ダイハツの看板が
目印の自動車整備工場です。

創業から44年。私で2代目です。父親はカー
エアコン修理でも電装修理でも県内指折り
で、私も負けずに頑張って整備士の資格を
持っていたので車検認証工場をプラスして、
整備車検―料金―安心３拍子の小寺自動
車を盛上げています。お気軽にご相談、ご
用命下さい。お待ちしております。

お客様のカーライフを充実したものにする
ために、
日々頑張っています。お気軽にご相
談ください。

お客様のカーライフを充実したものに
するために、日々頑張っています。
お気軽にご相談ください。

自動車車検・販売

小寺自動車

カーポケットわくい

infomation

サ64

AM8:30〜 PM5:30

AM9:00〜 PM6:00
休 なし（GW、夏季、年末年始連休有）

mail@yajima-jidousya.com
http://www.shinsya.jp

◆

サ62

田中自動車整備工場

新車市場益子店

infomation

TEL： 0285-72-4573
FAX：0285-72-0366

infomation

TEL： 0285-72-3427
芳賀郡益子町七井194

サ65

infomation

自動車電装修理、カーエアコン
修理、車検、キャビン付農機具
のエアコン修理もおまかせ！

AM8:30〜 PM5:30
休 日・祝

wakui.isami@maroon.plala/or/jp

http://www.shokokai.or.jp/09/0934210026/index.ht
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TEL： 0285-72-0701
芳賀郡益子町大沢17-5
AM8:00〜PM6:00
休 日・祝

サ66

自動車一般整備

◆

◆

小野自動車整備工場
お車のトラブル、車検、修理、販売、
ご相談に応じます。

タイヤ・ホイール販売店
パンク修理、其の他、出張OK

国道123号線、益子−宇都宮線沿いのお店
です。
タイヤの販売、修理を行うタイヤ専門
店です。出張修理も承っております。お気軽
にお電話ください。

益子焼で有名な益子町の南部、県道西小塙
真岡線257号線の通りにあります。長堤十字
路近くのダイハツの看板が目印です。
ましこ
の道の駅がすぐ近くにあります。お車の整備
修理、新車中古車の販売、車検から自動車
保険までお車に関する事をフルサポート。

お車の整備・修理・車検の見積もり承ります。
お気軽にお問合せ下さい。
JA自動車共済代理店

◆

中山タイヤ商会

創業55年

infomation

タイヤ販売・修理

サービス業

◆

TEL/FAX： 0285-72-2562
芳賀郡益子町上山20

サ67

infomation

宇都宮市、芳賀町、真岡市、茂木町、
益子町内、出張いたします

AM8:00〜PM5:00
休 日・祝

TEL： 0285-72-0679
芳賀郡益子町七井2494-4

サ68

AM8:00〜 PM7:00
休 日・祝

rsa06428@nifty.com

http://onojidousya2562.way-nifty.com/blog

◆

タイヤ販売・修理

◆

◆

セイユータイヤサービス

戸塚タイヤリサイクルセンター（株）

創業17年

創業25年

技術と信頼の店
セイユータイヤサービス

タイヤ付アルミホイル・ダンボー
ル・新聞等 高価買取します。

軽自動車から大型バス、
トラックまで、タイ
ヤ交換は信頼のプロショップで！
！
新品、中古に係わらず持ち込みタイヤの交
換致します。旧車・ＪＤＭ・ＵＳＤＭ・ヘラフ
ラの方、引っ張りタイヤでお困りの方、是非
お問い合わせください。

infomation

タイヤ交換は安心の
プロショップにお任せ下さい

タイヤ付アルミ
（鉄）ホイル、アルミ
（鉄）ホ
イルのみ、段ボール・新聞・雑誌
高価買い取りしています。
中古タイヤは、1本から販売〜取り付けして
います。
ご家庭にあるものをリサイクルできますの
で、お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL： 0285-70-2233

芳賀郡益子町大字益子1862-3

infomation

サ69

中古タイヤ販売
1200円/本〜（＋工賃・税別）
中古アルミホイル販売
1800円/本〜（＋工賃・税別）

AM10:00 〜 PM6:00

休 水

seiyutire@yahoo.co.jp
http://seiyutire2001.blog106.fc2.com/

◆

◆

AM8:00〜 PM5:00

休 日・祝

タクシー ◆

安全・安心をモットーに
タクシーをはじめ、9人乗りのワゴン車と20
人〜28人乗りのバスもご利用いただけま
す。いろいろな送迎から、日帰り旅行等、
ご
家族お友達でお気軽にお問合せ下さい。
お客様のご要望に少しでもお応えできるよ
うに努力いたします。

ご家族やグループなどの大人数での移動
・送 迎 に 最 適 な、お 客 様 が ９ 人 乗 車でき
るジャンボタクシーがあります。
早朝の電車やバスを利用するためのタク
シーの予約を、承っております。
ご利用お待ちしております。

ジャンボタクシー初乗運賃 830円
時間貸切運賃（30分）
4,370円

サ70

創業60年

創業72年

親切・丁寧・安全を心掛けて
お客様を目的地までお運び致します

740円
3,050円

芳賀郡益子町長堤1436

新光タクシー（有）

益子タクシー（有）

infomation

TEL： 0285-72-3104

サイズ等はお気軽にお問合せ下さい。

タクシー業 ◆

普通車初乗運賃
時間貸切運賃（30分）

タイヤリサイクル業 ◆

TEL： 0285-72-2134
FAX：0285-72-2135

サ71

infomation

ワゴン車（9人乗り）
マイクロバス（28人乗り）も
ありますので日帰り旅行や送迎に
ご利用下さい。

芳賀郡益子町益子1648
AM7:00〜AM0:00

TEL： 0285-72-7700
FAX：0285-70-1288
芳賀郡益子町益子1538
AM7:00~PM11:00
休 元旦のみ

shinkou@sea.plala.or.jp
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サ72

サービス業

◆

ペンション ◆

◆

宿泊所

◆

ペンション森のガーデン益子

ゲストハウスNOBORI

創業10年

本格オープン2020年4月予定

女性一人旅、家族連れ歓迎

大きな檜風呂とゆりこ母さんの
手料理が自慢の小さな宿

元々窯焼き職人用の休憩所と考えて作り始
めた施設です。先の震災で壊れた登り窯の
建屋とレンガを利用しました。只今一部リニ
ューアル中です。
自然豊かなロケーションにありながら、益子
の中心・焼き物の販売店の通りや、陶器市の
会場まで徒歩5分という立地も魅力の1つで
す。
手作りの温かみのある空間で、ぜひ益子の
時間をお過ごしください。

辺りは 昔 な がらの日本 の 里 山。鏡 のよう
に空を映す田んぼ、ほのかに紅く可愛ら
しいりんごの花、落ち葉を踏みしめて歩く
森の小道。季節ごとに表情を変える自然
の中では時間がゆっくりと流れます。寒い
夜にはリビングルームの暖炉に火が灯り
ます。益子町内は無料で送迎いたします。

TEL： 0285-81-5178

infomation

芳賀郡益子町大沢2405

＜通常料金＞
素泊まり6,000円〜
朝食付き7,000円〜
朝夕付き8,500円〜

◆

旅館・ホテル

サ73

infomation

益子焼本通りに近く観光の拠点に最適。 TEL/FAX： 0285-72-0309
芳賀郡益子町益子4327
相部屋ドミトリー形式
自炊可・BBQ可・一部個室有・エアコン有
AM8:00〜PM8:00
Wi-Fi完備・駐車場有
休 不定休

AM9:00 〜 PM6:00

休 無休

http://www.mashiko-kankou.org/
shop/?shop=01276

kazegama@gmail.com

◆

◆

◆

創業14年

創業27年

森に囲まれた小さな宿

露天風呂から眺める「天空の滝」は
非日常空間や幸福感を感じて頂ける

B&B（ベッド＆ブレックファースト）形式の
小さな宿。益子のメインストリートから一
本入った森の中に建っています。貸切で入
れる露天風呂と内風呂があります。朝食は
益子の食材をふんだんに使用して、パン、
スープかご飯、お味噌汁がお選びいただき
ます。

人里離れた静かな焼き物の町、益子。そこ
にたたずむ「益子舘里山リゾートホテル」。
露天風呂「月明かりの湯」は益子焼の寝湯
枕や益子の陶芸家の作品を取り入れたオ
ブジェなどご当地感を設えている。ゆっく
りとした時間をお過ごしください。

館内・全客室Wi-Fi完備

宿泊業

益古時計

益子舘 里山リゾートホテル

infomation

TEL： 0285-72-7777
芳賀郡益子町益子243-3

TEL： 0285-72-7201
FAX：0285-81-6010

サ75

休 火
info@mashiko-dokei.com

http://www.mashiko-dokei.com

宿泊・カフェ・ギャラリー ◆

◆

ペンションしいの木

宿泊施設

◆

フォレストイン益子

創業30年

創業16年

一日一組限定の宿
カフェ・ギャラリーもやってます。

緑豊かな県立自然公園内にある
シンプルな宿

益子の中心部から山本へ抜ける道（陶器市
の時の渋滞解消の抜け道）の栗生地区の山
里にあります。
おいしいコーヒー・紅茶をご用意しておりま
す。手作りケーキ・おまかせランチも好評で
す。静かな自然に囲まれたステキな空間を
ご用意して、みなさまのお越しをお待ちして
おります。

建築家・内藤廣氏設計。
益子県立自然公園・益子の森の中にあり、
豊かな自然を満喫できます。森の散策や天
体観測なども楽しめます。

infomation

カフェ営業

金・土・日・月

サ76

芳賀郡益子町益子4287-5

チェックインPM3：00〜
チェックアウトAM10：00 休 無休

info@mashikokan.jp
http://www.mashikokan.jp

◆

サ74

TEL： 0285-72-3075
FAX：0285-72-9118

サ77

infomation

1泊素泊り 1名様料金
レギュラーツイン
（2名様1室利用）5,500円〜
（1名様1室利用）6,600円〜
デラックスツイン
（2名様1室利用）6,600円〜
（1名様1室利用）7,700円〜

芳賀郡益子町上大羽2482-6
http://p-cnoki.com
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TEL： 0285-70-1661
FAX：0285-81-7746

芳賀郡益子町益子4231
休 臨時休業有（設備点検等）

サ78

理容業 ◆

◆

ナナ美容室

ヘアーショップ たかの

創業62年

創業109年

憩いの空間で楽しくきれいに

自分自身もいきたい店に

昭和32年七井にお店を開いて、62年がたち
ました。
こんなに長い間この地で仕事をさ
せて頂いたこと大変ありがたく、感謝してい
ます。
これからもスタッフ一同まだまだ頑張
ります。
是非お越し下さい。お待ちしています。

新町に開業して109年、今三代目が頑張っ
ております。当店では疲れたお肌を「リフ
レッシュ」して頂く為にお顔剃りの前に洗
顔では落ちにくい毛穴につまった皮脂を
クレンジングマッサージで取り除き、ロー
ションパックで仕上げております。当店は
赤ちゃん筆センターの代理店です。うぶ毛
で作る赤ちゃん誕生の記念筆はいかがで
すか。

infomation

電話予約承ります。
※予約優先

美容業 ◆

TEL/FAX： 0285-72-3426

サ79

infomation

着付やヘアセットの予約受け付けます。

芳賀郡益子町益子1659

美容室 ◆

◆

創業30年

貴方らしいスタイルを提案するサロン

美容業

AM8:30〜PM5:30

◆

TEL： 0285-72-3924
芳賀郡益子町塙1160-13

サ81

infomation

お気軽にご相談ください

AM9:00〜PM7:00

TEL： 0285-81-3779
芳賀郡益子町塙947-2

サ82

AM9:30〜PM6:30
休 火・他不定休有

休 火・第3月曜

rire.hair@gmail.com

0910-okuto@kyp.biglobe.ne.jp

◆

サ80

小さな三角屋根が目印の当店は1対1の
密な接客をモットーとしたヘアーサロン
です。その為小さなお子様連れのママさ
んでも安 心してご 来 店 い た だ けますし、
ゆっくりくつろぎたいお客様にもおすす
めで す。使 用 する薬 剤もできる限り刺 激
の 少 な いものをとり入 れ 、シャワーには
炭酸泉を使用し地肌からキレイになって
いただけます。

日々のヘアースタイリングのメニューの他、
特別な日のセット・お着付けまでお任せ下
さい。増毛特許技術でボリュームアップで
きる増毛もおすすめ、お試しも可能です。
丁寧な技術とお客様のライフスタイルに合
わせたデザインを提案致します。
ご来店お待ちしております。

七五三、成人式、卒業式、留袖等の
衣装レンタル予約、時間外予約承ります
ご来店心よりお待ちしております

芳賀郡益子町大沢46

rire.hair

✂choki-choki✂ おしゃれ美容室

infomation

TEL： 0285-72-2520

休 火・第3月曜

AM9：00〜PM6：00 休 月・火

◆

サービス業

◆

美容業 ◆

◆

黒百合美容室

美容室 ◆

サトウ美容室

創業58年

創業70年

貴方の毛髪にお答えします

おキラクなサロンですので
気軽にご来店をお待ちしております

益子焼本通りのおひざもと
益子駅から本通りの手前100ｍ
母の代から2代目、お馴染みのお客様も初
めてのお客様も、会話を楽しみながらアッ
トホームなお店です。お客様の希望に沿え
る様頑張っていますので、気楽にお越しく
ださいませ。

創業70年。真岡鉄道益子駅から徒歩10分足利銀行

や呉服屋さん、肉屋さん、魚屋さん、青果店等が隣

接していて買い物には大変便利なところにありま
す。当店ではアットホーム的な雰囲気の中で着付
けをはじめ、パーマネント、毛染め、カット等、歌好

きな60歳半ばのカリスマ美容師が営業しておりま

す。時にはサービスでスイーツを提供して、
リラック

スした雰囲気の中でお客様に支えられて営業を行

っております。是非、
ご来店下さい。

TEL： 0285-72-2324
芳賀郡益子町益子800-1
AM8:00
休 火

サ83

infomation

益子町保育園前で園児達の楽しい声が
聞こえるサロンです

〜 PM5:00

TEL/FAX： 0285-72-2223
芳賀郡益子町益子965

サ84

AM9:00〜PM5:30
休火
Special̲days.-̲-.@docomo.ne.jp
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サービス業

◆

美容業

◆

◆

美容室 エヌ

創業112年

髪にお悩みをお持ちの方は、お気軽
に来てください。

3代つづく、まちの床屋さん

髪にお悩みをお持ちの方はお気軽に来てく
ださい。

赤ちゃんからお年寄りまで幅広い世代に対
応するファミリーサロンです。
メンズ・レディ
ースを問わずカット・ヘアカラー・パーマ・
エステシェービングを致しております。
待たずにご利用できるご予約も随時受け
付けております。
また、訪問理容も行っておりますのでお気
軽にご相談ください。
TEL： 0285-72-2193
芳賀郡益子町益子2112

サ85

infomation

白髪ぼかし
カット
赤ちゃん筆 受付店
ヘアカラー
エステシェービング
パーマ

AM9:30 〜 PM7:00

休 月曜日・第1第3火曜日

理容業

◆

ヘアーサロン なおい

創業34年
埼玉県にて5年

◆

理容業

◆

◆

理容業

創業72年

栗崎交差点から南へ150ｍにある理容室。
若い方からご高齢の方まで丁寧な接客、技
術を心がけています。女性のシェービング
もお待ちしています。

ご予約のお客様優先とさせて頂いておりま
す。

髪を切って心と体をリフレッシュし
ませんか？

調髪＋カラー
女性顔剃り

◆

7,100円〜

3,500円

サ86

AM8:00 〜 PM7:00

休 火・第2第3月

naoi̲cyoki2@yahoo.co.jp

◆

創業70年

調髪（カット・髭剃り・シャンプー） 4,000円

芳賀郡益子町益子2055-3

ヘアーサロン きくち

理容 ナカヤマ

infomation

TEL： 0285-72-2675

TEL： 0285-72-3571
芳賀郡益子町益子2117

サ87

TEL： 0285-72-2249

infomation

調髪（総合）
中学生調髪
女性顔剃
大人丸刈
小学生

AM8:00 〜 PM6:30
休 火・第2第3月

保険代理店 ◆

◆

（株）清水保険事務所

芳賀郡益子町益子1532

4,000円
3,500円
3,500円
3,700円
2,900円

税理士業

サ88

AM9:00 〜 PM6:00
休 火・第2第3月

◆

仲野会計事務所

創業21年

創業25年

地域・お客様密着で
「安心」をお届けする
オンリーワンの存在である事を目指す

なんでも聞いてみよう！
そんな税理士事務所でありたい
先行き不安な経済情勢の中、会社経営や
自営業をされている方は、過去実績・今後
の見通し・会社の方向性に迷うことはあり
ませんか？そんな時には、近くに税理士が
います。遠慮することはありません。なんで
も相談してみてください。金融機関との相
談や贈与・相続など、様々な場面で関わり
のあるお仕事をしています。

当社は地域・お客様密着を心掛け人のお
役に立つ為に最善を尽くします。保険商
品 全 般 取 扱っておりますが、近 年 のネッ
ト社 会 に は な い 心 を 込 め た サ ー ビスを
提供しお客様に安心をお届けします。又、
何 か あった 時 の 相 談 は 当 社 に 頼ってい
ただけるネットワークもございますので
ご気軽にご相談下さい。
TEL： 0285-72-8933
FAX：0285-72-7808

サ89

infomation

経営相談・記帳指導・所得税・法人税
贈与税・相続税

芳賀郡益子町北中891-1

AM9:00〜PM6:00 休 日・祝
smz@shimizu-hoken.co.jp

TEL： 0285-70-2255
FAX：0285-72-8080
芳賀郡益子町益子961-1

AM9:00〜PM5:00 休 土・日・祝

nakano-mitsuo@tkcnf.or.jp

http://shimiz-hoken.co.jp
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サ90

税理士業

柳税理士事務所

鈴木喜世司土地家屋調査士事務所
創業28年

創業22年

お力になります！土地や建物に
措置すべき事案が生じた時

相続税等税務全般の相談・申告受付
税理士の使命として、税理士は税務に関
する専 門 家として、独 立した 公 正 な 立 場
において、申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関す
る法 令 に規 定され た 納 税 義 務 の 適 正 な
実現を図ることを使命とする、
とあります。
皆様のお役に立てますよう努めます、お
気軽にご相談下さい。

infomation

お気軽にご相談ください

土地家屋調査士業 ◆

◆

◆

サービス業

◆

当事務所は、益子焼で有名な町で業務を
行っています。皆様の身近な相談窓口と
して、また地域に密着した実務、法律家と
してさまざまな問題に対応しております。
お気軽にご相談ください。

TEL： 0285-72-2247
FAX：0285-72-2172

サ91

infomation

お気軽にご相談ください。
土地・建物の測量表示登記、境界等の
ご相談は無料にて致します。

芳賀郡益子町益子2831-3
AM8:30〜PM5:00

zeimu-yanagi@bridge.ocn.ne.jp

TEL： 0285-72-6195
FAX：0285-72-1998

サ92

芳賀郡益子町益子2820-1
AM8:30〜PM6:00
休 土・日・祝

suzukiji@ia4.itkeeper.ne.jp

◆

保険代理店 ◆

◆

創業8年

創業30年

身近なデザイン屋さん

あなたに合った保険選びの
お手伝いをしています

お店や会社をアピールするお手伝いをさ
せていただきます。チラシやショップカー
ドなど、うまく作れなくて悩んでいません
か？お客様のニーズに合うようにデザイ
ンを作らせていただきます。また似顔絵・
ウェルカムボードなども制作しています。
SNSのアイコンや贈り物にどうぞ！まずは
お気軽にご相談ください。

益子本通りに位置する当店は、創業約30年、
保険取扱46年の社長がお客様に親身にな
って、お客様の生活スタイルに合った保険を
一緒に考えます。お気軽にご相談ください。

TEL： 0285-72-3171
FAX：0285-72-6082

サ93

infomation

名刺・ショップカード・DM・チラシ・
パンフレットなどの紙媒体のデザイン
の他、似顔絵制作やTシャツデザイン
なども承っております。

芳賀郡益子町益子978
AM7:00〜PM6:00
休 日・祝

◆ ホームページ制作、デザイン一般、WEBマーケティング ◆

◆

創業20年

芳賀郡益子町生田目1072-1

サ94

AM9:00〜PM6:00
休 土・日・祝
yukokikuoka918@gmail.com

◆

創業35年

インターネットを通じて
「ヒトとヒト」
「ヒトとモノ」を繋ぐ

お客様のお荷物を丁寧に安全に運び
ます

ＡからＺまでの全26文字。その組み合わせ
でできるモノは無限大。あらゆる可能性を
無限大に「プロダクツ（創造）」する。そんな
願いを込めて、
「目的にあったデザイン・設
計」のＷＥＢサイトを構築します。お客様の
目的を達成するツール（武器）の一つとして、
しっかりと機能するＷＥＢサイトづくりのお
手伝いをしています。

ディング WEBマーケティング
・SEOコンサルティングCMS・
システム設計・構築・運用
【DTP】 ロゴ・フライヤー・リーフレット
デザイン一般

貨物自動車運送業

TEL： 0285-72-3372

有限会社 仲野運輸

株式会社アズプロダクツ

infomation

◆

UCONNECT

（株）飯塚総合保険

【WEB】 サイトの設計・デザイン・コー

デザイン制作

弊 社 は、昭 和 5 9 年 2月に 設 立 以来、お か
げさまで順調に発展を遂げることが出来
ました。これもひとえに皆 様 方 の 温 か い
ご 支 援、ご 協 力 の 賜 物と心より御 礼申し
上げます。今後もお客様のニーズにお応
え出来る様に、全社員一丸となり、より一
層 の 品 質、サービスの 向 上を心 掛 け、努
力してまいります。
TEL： 0285-72-2560

028-614-3457

サ95

infomation

ドライバー募集中です(^̲^)/
お気軽にご連絡下さい。

芳賀郡益子町益子2268-5
（宇都宮市中央3-1-5 文生堂ビル2F）
AM10:00 〜 PM6:00

info@azp-web.jp
https://azp-web.jp

休 土・日・祝

TEL： 0285-72-6158
芳賀郡益子町前沢647-1
AM8：30〜PM5：30
休 土・日

サ96

nakanounyu@luck.ocn..ne.jp
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サービス業

◆

観光業

◆

◆

葬祭業

◆

（有）秋櫻コバヤシ

益子町観光協会

創業37年

益子の見どころご案内！

あなたの心の杖でありたい

益子焼関係を中心に、益子の街歩き、お
食 事 処 や おしゃれ なカフェ、貴重な文化
財めぐりなど、益子町の観光案内をいた
します。旬 のイベント情 報 や 街 歩きマッ
プ や 各 種 パンフレットもご 用 意しており
ますのでどうぞお気軽にお立ち寄りくだ
さい。

葬儀の多様化により弔いが希薄化する実情
です。子供達には臨終のときは、最後の情
操教育の場であります。必要以上の派手な
葬儀はする必要はありません、
しかし幼い
頃に経験する最初の葬儀は、記憶に深く刻
まれます。樹木希林さんは、孫達に死に様
を見てもらうのが私の願いと、言っていた
そうです。

infomation

詳しくは、ホームページを
御覧ください。

◆

TEL： 0285-70-1120
芳賀郡益子町益子1539-2

サ97

infomation

真心こめた満足のゆくサービス
家族から社葬まで幅広くご相談
にのります。

AM8：30〜PM5：15 休 12/29〜1/1

info@mashiko-kankou.org
http://www.mashiko-kankou.org

サービス ◆

◆

福祉用具レンタル・販売・住宅改修 ◆

介護で困ったら 頑張りすぎずに
ぜひお気軽にご相談ください！

焼菓子、パンの他にTシャツ、
トートバッグ
等のオリジナルプリントやオリジナル缶バ
ッジの製作、名刺印刷、点字名刺、各種印
刷製本等の下請け作業も行っています。
また、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、
ダンボール、紙類などの回収も行っていま
すので、気軽にお電話下さい。

介護保険レンタル福祉用具・保険外自費レ
ンタルやポータブルトイレを始めとする購
入品から住宅改修まで、在宅介護に関わる
ことなら何でもご相談ください。
地域に根ざした温かく迅速なサービスの提
供で利用者様はもちろんのことご家族様も
安心して自立した日常生活を送れますよう
に、お手伝いさせていただきます。

TEL： 0285-81-8086
予約、注文いつでも受け付けています。 FAX：0285-81-8096
芳賀郡益子町上大羽709
また、道の駅ましこにてパン、菓子、
なども販売しております。
AM9:00〜PM4:00

infomation

サ99

infomation

介護用ベッド、ベッド付属品、床ずれ防
止用具、体位変換器、車いす、車いす付
属品、歩行器、歩行補助つえ、スロープ
、移動用リフト、手すり、徘徊感知機器
、ポータブルトイレ、入浴補助用具、シ
ルバーカー、靴など

休 土・日・祝

mmc.yuuai@aroma.ocn.ne.jp

綿花販売・教室 ◆

◆

TEL： 0285-72-3385
芳賀郡益子町益子1350

サ100

AM8:30 〜 PM5:30

休 土・日・祝

yajima74@titan.ocn.ne.jp
http://hp.kaipoke.biz/drx/

農機具販売・修理 ◆

大塚鉄工所

コットンバンク益子

創業100年

農機具に関すること
何でもご相談下さい

コットン体験してみませんか？
昔ながらの道具で収穫から糸紡ぎま
で

1日体験もできます。
種切り体験、糸紡ぎ体験、
ミサンガ作りなど。

AM8:30 〜 PM7:00

休 なし

創業4年

心を込めてていねいに作っています

infomation

サ98

福祉用具やじま

創業20年

コットンバンク益子では、綿の栽培・販売を行
い、その綿を使った木綿教室も開催していま
す。益子で育てられてきた和綿をはじめ、茶
綿や装飾用のコットンボール等も販売。秋に
はフワフワの綿の実を見ることができます。
教室では栽培から簡単な織りまで行います。
昔ながらの糸車で糸を紡ぎ、慣れたら自分だ
けのストールやマフラーも作れます。綿の実
をとる種切り作業はお子様にも人気です。

芳賀郡益子町益子1853

http://ceremony-cosmos.net

友愛作業所

◆

TEL： 0285-72-6644

創業百年を超えるお店です。当店は、時代
に合わせて少しずつ、店の内容が変わって
きました。また、この先どんな風に変わっ
てゆくことか。でも今は農機具販売、修理
と頑張っています。どんなことでもかまい
ませんので、ご相談下さい。お客様に満足
していただけるよう対応してまいります。

TEL： 0285-72-6101
芳賀郡益子町七井343

サ101

infomation

取り扱い品
新車・中古車どんなものでも

AM10:00 〜 PM3:00

休 不定休（第2・4週の水・金・土、
第3日曜日が主な活動日）
https://twitter.com/cottonbank
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TEL： 0285-72-2431
FAX：0285-72-6260
芳賀郡益子町七井66

AM7:00〜PM6:00

サ102

コインランドリー・コイン精米 ◆

◆

立木伐採業

◆

薄羽木材

コインランドリーひまわり益子店

創業30年

創業16年

コインランドリー・コイン精米

立木伐採おまかせください。

コインランドリー・コイン精米・たばこ自販機
・飲料自販機・その他おもしろ自販機を設置、
ランドリー以外24時間営業致しております。
コイン精米は町内に6ヶ所設置12kg100円
の格安設定で24時間営業致しております。
クボタクリーン精米が目じるしです。

家のまわりの木・日陰になってしまっている
枝など伐採します。お客様のご要望をくみ
取り、分かりやすいお見積もりを無料で作
成しております。安心してお気軽に相談・お
見積もりをお問い合わせください。
弊社は、人と人のつながりを大切にしてお
ります。

infomation

とっても便利！
いつでも気軽にご利用下さい！

◆

マシコ

レンタル業
ディーアイワイ

TEL： 090-8562-4694
FAX：0285-72-6451

TEL： 0285-72-2479

サ103

芳賀郡益子町大沢1282-4

芳賀郡益子町益子2783-4
AM5:00〜PM11:00

休 日

◆

◆

創業1年

創業5年

本格的なパン作りやコーヒー豆焙煎
など「食のDIY」を体感できる総合
施設です。

小規模住居型児童養育事業
お子さんが生活を通して基本的習慣を身に
着けること、特定の大人との関わりを続ける
ことでお子さんの気持ちが安定すること、お
子さんがそれぞれ自立することを目標に、様
々な事情から家庭で暮らすことのできないお
子さんをお預かりして、一緒に生活しながら
その成長を支援しています。子どもたちを育
てていくための資金や日用品等の寄付をして
いただけるととても助かります。皆さんの温
かいご支援をお待ちしています。

MASHIKO DIY VILLAGEでは、手ぶらで楽し
む手軽なキャンプ体験から、本格的な食の
DIY設備を使用した、コーヒー豆焙煎やパ
ン作りなど、お店の商品作りまで、
「食のDIY」
を楽しめる空間を総合的にご提供致します。

◆

学習塾

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）◆

ファミリーホーム
「こころの家」

MASHIKO DIY VILLAGE

infomation

TEL： 080-4462-8181
芳賀郡益子町益子3270-31

サ105

平成26年6月にNPO法人としての認可を
受け、その年の10月に、生活支援の必
要な家庭の子ども又は家庭に恵まれない
子どもの養育支援を行うファミリーホー
ム「こころの家」を開設しました。

AM11：00 〜 PM5:00

休 土・日

andgarden0710@gmail.com
http://www.mashiko-d-village.com

◆

◆

創業1年

小学・中学・高校全科目対応
質問のできる自習室完備

【主な合格実績】
真岡・真岡女・宇女・宇中女･･･計165名
茂木・真工・宇工・宇南･･･計146名
筑波大・千葉大・宇都宮大・茨城大・愛媛大・
早稲田大・東京理科大・明治大・中央大・法
政大・関西学院大・津田塾大・武蔵大・日本
大・東洋大・自治医大・国際医療福祉大 他
多数合格

英検・漢検・数検準会場校
下野新聞模擬テスト
栃木県進学模試会場指定校

健康運動指導士
ナマイ

優駿塾

infomation

TEL： 0285-72-2783

infomation

ユウシュンジュク

創業18年

サ104

AM8:00 〜 PM5:00

休 なし

ビレッジ

・大型コーヒー豆焙煎機のレンタル
2時間3,000円〜
・大谷石パン釜のレンタル
2時間3,000円〜

サービス業

◆

芳賀郡益子町大沢2760

サ106

休 無休

kikuchi.family.h@kbf.biglobe.ne.jp

◆

ケンジ

生井憲二

近隣市町村の介護予防運動教室を受託し、
年間で100本を超えるレッスン展開を行っ
ています。
介護にならないようにするための運動や認
知症予防の脳トレなど、多彩なプログラム
で好評をいただいております。
効果的な運動の実例など、講演も受託して
おります。
TEL： 0285-72-7671
芳賀郡益子町大沢1154

サ107

TEL： 0285-77-4954

芳賀郡益子町塙920-47
休 日

PM4:00〜 PM11:00
休 日・祝日

yushun-jk@palette.plala.or.jp
http://www.優駿塾.com
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