
（祝日の場合は翌火曜）
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'19～'20

宇都宮市マスコットキャラクター
ミヤリー

週末土日祝は19:20

宇都宮市徳次郎町高谷原21-1

宇都宮市立伏町447-266

宇都宮市岩曽町1377-189

宇都宮市御幸町154-2

宇都宮市新里町甲454-5
宇都宮市野沢町187-17

宇都宮市宝木町2-864-4

宇都宮市若草4-14-9 宇都宮市岩曽町1213 宇都宮市下岡本2073-9

宇都宮市駒生町1819

宇都宮市駒生町1296-33宇都宮市駒生町1301-15

宇都宮市越戸4-4-36

宇都宮市上桑島町1463-2

宇都宮市西刑部町2740-10

（並木台団地内）

（グリーンタウン内）

（パーラー駐車場内）

平日11:00～14:30

　　17:00～20:00
土･日･祝11:00～20:00

宇都宮市c

i-Phone版

Android版

宇都宮市観光アプリ宇都宮市観光アプリ

konomi（コノミ）
【就労支援事業所  共生の丘】
☎028-612-8575
【休】 土･日曜 【P】10台
【営】11:00～14:00
宇都宮市飯田町261

高橋餃子店
☎028-652-4455
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）
【 P 】30台
【営】11:30～14:00（ラストオーダー13：30）
　　 17：30～20:00（ラストオーダー19：30）
宇都宮市田下町455

宇都宮餃子館 宇都宮インター店
☎028-666-1317
【休】 無休 【P】乗用車50台（大型バス10台）
【営】10:00～19:00（ラストオーダー30分前）

こうらく（幸楽）
☎028-652-6565
【休】 日・月曜 【P】35台
【営】11:30～14:00（ラストオーダー13：45）
　　   16：30～20:00（ラストオーダー19：45）
           売切れ次第終了

和の中
☎028-624-7886
【休】 月曜（祝日の場合は翌火曜） 【P】16台
【営】11:30～14:30（ラストオーダー14：00）
　　   17：30～22：00（ラストオーダー21：00）

麺や しみず
☎028-656-0302
【休】 月曜・店内に表示 【P】15台
【営】11:30～14:30（ラストオーダー）
　　   17：30～20:30（ラストオーダー）

上河内サービスエリア内（下り）

宇都宮市徳次郎町190-4

さつき 徳次郎本店
☎028-688-0106
【休】 無休 【P】乗用車30台（大型バス3台）
【営】平日11:00～18:00（ラストオーダー17：30）
　　土日11:00～19:00（ラストオーダー18：30）

宇都宮市宮本町9-7

天馬
☎028-659-1578
【休】 月曜 ・第1･3火曜
【P】5台
【営】11:00～14:00
　　   17：00～20:00

宇都宮市西刑部町2422（スーパーはせがわ隣り）

ゆめや
☎028-656-7817
【休】 月曜 【P】スーパーはせがわ駐車場
【営】11:30～14:00、17：30～20:00（ラストオーダー30分前）

フタバハイウェイレストラン
☎028-674-2121
【休】 無休 【P】179台【営】7：00～21：00

餃子作り体験　要予約　3名～ 宇都宮市今里町18-4

梵天の湯（レストラン）
☎028-674-8963（代）
【休】 第1・3木曜（祝日の場合営業･翌日休）、元日
【P】250台
【営】平日11:00～19:30 、土日11:00～20:00

鵜の木（うのき）
☎028-623-7170
【休】 月曜・水曜午後 【P】5台
【営】11:00～15:00
　　 16：30～19:00

三栄飯店
☎028-672-1588
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）･第4火曜
【P】10台　【営】11:30～14:00
　　　　　　　 17：00～21:00

らーめん武蔵
☎028-689-2023
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）
【P】20台　
【営】11:00～22:00（ラストオーダー21：45）

宇都宮市江曽島本町23-4

宇都宮みんみん 江曽島店
☎028-659-2055
【休】 火曜 ・月2回水曜
【P】アピタ・ダイソー駐車場
【営】11:30～20:00

宇都宮市下栗町1-11-8

満天家 本店
☎028-666-8797
【休】 年末夜･元日 【P】37台
【営】11:00～22:30（ラストオーダー22：00）

宇都宮市インターパーク5-1-19

満天家 インターパーク店
☎028-678-6837
【休】 年末夜･元日 【P】39台
【営】11:00～22:30（ラストオーダー22：00）

宇都宮市ゆいの杜6-17-26

満天家 ゆいの杜店
☎028-689-8044
【休】 年末夜･元日 【P】42台
【営】11:00～22:30（ラストオーダー22：00）

・ジョイフル本田

上三川町磯岡421-1
　　ジョイフル本田宇都宮店生鮮館ジャパンミート内

餃子のいとい ジョイフル本田店
☎0285-55-2983（代）「餃子のいとい」でつなぐ
【休】 ジョイフル本田宇都宮店に準ずる
【P】ジョイフル本田駐車場
【営】9:00～20:00

宇都宮市下栗町698-63

満天 下栗店
☎028-656-8802
【休】 木曜 【P】20台
【営】11:00～21:00

宇都宮ねぎにら餃子
☎028-657-6725
【休】 不定休 【P】20台
【営】11:30～14:30（ラストオーダー14：00）

彩花
☎028-652-3438
【休】 火・第3水曜 【P】30台
【営】11：30～14：00、18:00～19:30

美智都（みちのく）
☎028-652-0891
【休】 火曜（祝日の場合翌水曜） 【P】360台
【営】11：00～14：30（ラストオーダー14：00）
        17 : 00～21 : 30（ラストオーダー21：00）

（ラストオーダー）

（ラストオーダー） （ラストオーダー）

華
☎028-665-4406
【休】 不定休 【P】4台
【営】11:30～14:00
　　   16：00～19:00

宇都宮市山本1-35-10

宇味家 総本店
☎028-621-1417
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）
 【P】15台
【営】11:00～14:00
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第２１回
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香蘭
☎028-622-4024
【休】 火曜 【P】本町パーキング
【営】11:30～20:00（LO）

宇都宮みんみん   ホテル メッツ店
☎028-600-3151  （JR宇都宮駅ビル3F）
【休】 不定休 【P】駅東口店・パセオ駐車場
【営】月～土　　　   11：00～21：00
　　　　　　(ラストオーダー20：00)
　　  日 ・ 祝　　　   11：00～20：30
　　　　　　(ラストオーダー20：00)
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餃子会館 浅草店
☎03-5830-7866　東京都台東区西浅草２-18-7

日替わりで30店舗以上の各店の味が楽しめる「日替わ
り店舗」と、龍門・さつき・めんめん・宇都宮みんみん・香蘭
の「常設店舗」で宇都宮餃子を一堂にお楽しみいただけ
ます。冷凍生餃子のお土産も販売しています。

中国料理 香蘭、
☎028-633-2813
【休】 月曜 （祝日の場合翌火曜）【P】12台
【営】11:00～15:00
　　17：00～21：00

本店
MEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店地下１階

月～土 11:00～23:00
日･祝   11:00～22:00
          （ラストオーダー30分前）

雅秀殿 典満餃子
☎028-688-7880
【休】 無休 【P】無
【営】平日・土 11:00～翌0:30
        　　日･祝     11:00～22:00

宇都宮みんみん 駅東口店
☎028-651-6810
【休】 木曜 ・月数回金曜【P】６０台
【営】11:00～20:00

ホテルマイステイズ
　　　　　  宇都宮

東
横
イ
ン
宇
都
宮
駅
前

スマイルホテル宇都宮

平　日11:00～20:30（ラストオーダー20:00）
土日祝11:00～21:00（ラストオーダー20:30）

悟空
☎028-600-3575
【休】 金曜 【P】無
【営】平日     11:30～20:00
        　　土日祝 11:00～20:00

イキイキギョーザ
☎028-634-6448
【休】 年末年始・お盆 【P】無
【営】月～土  17:30～翌2:00
※日祝祭の営業は 要TEL確認（前日まで） 

宇都宮餃子館 パセオ店
☎028-600-3570
JR宇都宮駅2Fパセオとちぎグランマルシェ内
【休】 無休 【P】パセオ駐車場
【営】10:00～21:30（ラストオーダー30分前）
        

☎ 028-650-5352
JR宇都宮駅2Fパセオとちぎグランマルシェ内
【休】 無休 【P】パセオ駐車場
【営】8:00～21:00

宇都宮市マスコットキャラクター
ミヤリー

宇都宮市c

宇味家 ＪＲ小山駅構内店
☎0285-24-9998　小山市城山町3-3-22
                                           小山駅ビルVAL1階

（ラストオーダー20:45）

豚口喜口喜（とんきっき）
☎028-627-2772
【休】 無休 【P】無
【営】平日 11:30～14:00、17:00～21:00
        　　土日祝  11:00～14:30、16:00～20:00

宇都宮餃子館 西口駅前1号店
☎028-610-5552
【休】 無休 【P】282台（駅東口）
【営】11:00～21:30
                             （ラストオーダー30分前）

（　　   ）

まげし とちぎや
☎028-635-4155
【休】 月曜（祝日の場合変更あり） 
【P】無【営】24時間営業

宇都宮みんみん
　　　　　ステーションバル
☎028-689-9177  （JR宇都宮駅ビル3F）
【休】 月曜 ･月1回火曜
【  P  】駅東口店・パセオ駐車場
【営】火～土 11：00-21：00（ﾗｽﾄｵｰﾀ゙ ｰ20：00）
　　    日、祝 11：00-20：30（ﾗｽﾄｵｰﾀ゙ ｰ20：00）

宇都宮餃子

☎028-627-8464
JR宇都宮駅1Fパセオ内
【休】 無休 【P】パセオ駐車場
【営】10:00～21:00
              （最終入店20:00   ラストオーダー20：40）

宇都宮餃子館 健太店
☎028-688-8884
【休】 無休 【P】282台（駅東口）
【営】11:00～21:30
                             （ラストオーダー30分前）
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健太餃子東武宇都宮店(宇都宮餃子館) 
              　　     （東武宇都宮百貨店8階レストラン街スパイス内）

☎028-639-2288
【休】 東武宇都宮百貨店に準じる
【 P 】東武宇都宮百貨店駐車場
【営】11:00～21:30（ラストオーダー21:00）

中華トントン
☎028-635-8559
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）
【P】16台（第1第2駐車場あり）
【営】12:00～13:45（土日祝は14:45）
        17:00～21:00（売切次第終了）

中国飯店
☎028-634-7737 大寛1-6-13

【常設店舗定休日】
（月）めんめん、（火）香蘭、（水）龍門、（木）さつき、（金）宇都宮みんみん

餃子居酒屋 福多味
☎028-634-5658
【休】水曜昼・第3日曜【P】無
【営】月～金11:00～14:00
　                17:00～24:00
        土日祝17:00～24:00

サムライ 寿限無
☎028-610-1515
【休】 第1・3日曜【P】無
【営】17:00～25:00
                      （LO 24：00）

オリオン餃子本店
☎028-678-8168
【休】 無休【P】無
【営】11:00～24:00
                      （LO 23：00）

オリオン餃子
   宇都宮駅前通り店
☎028-678-9118
【休】 無休【P】無
【営】11:00～24:00（LO 23：00）

糸井商店（餃子のいとい）
☎028-684-3258 八千代1-14-20

満天家 小山店
☎0285-38-9433　小山市城東6-9-7

満天家 大平店
☎0282-21-8008　栃木市大平町下皆川215-2

流通移動販売会社

平日  11：30～14：30（LO14:15）
          17：00～22:00（LO21:45）
   土～21：00(LO20:45）
   日祝～20：00（LO19:45）

宇都宮みんみん本店
☎028-622-5789
【休】 火曜 ･月2回水曜
【  P  】宮パーキング・岡川駐車場
【営】11：30-20：00

アパホテル宇都宮駅前

宇都宮みんみん宿郷店
☎028-636-8775
【休】 火曜 ･月2回水曜【  P  】14台
【営】11：30-20：00

満天家の餃子 工場直売所
☎028-680-7981　石井町3373-16

麺々市場
☎028-632-8090
【休】 日曜 【P】10台
【営】11:00～14:00
（おみやげ店）9:00～17:00

宇都宮餃子館  
                西口駅前中央店
☎028-637-1000
【休】 無休 
【P】282台（駅東口）
【営】6:30～23:00
               （ラストオーダー45分前）

日替わり店舗のみ
　　 金土日11:00～23:00（ラストオーダー22:15）

さくら餃子(宇都宮餃子館) 
☎ 028-678-8818
【休】 無休 【P】無
【営】11:00～21:30（ラストオーダー30分前）

めんめん 別邸
☎0285-37-7311　下野市上古山1456-2

遼順茶楼　駅東店
☎028-638-8869
【休】 無休 【P】無
【営】11:30～14:30（LO14:00）
        17:30～翌4:00

11:00～22:00（ラストオーダー30分前）
別 館   6 :30～20:00（ラストオーダー30分前）

おみやげ館  11:00～20:00（ラストオーダー30分前）

282 （大型バス10台可）
（本館・別館）

☎ 028-612-8887（おみやげ館）

味一番
☎028-634-8363
【休】 不定休 【P】無
【営】11:00～14:30
        　　17:00～20:00

県

オリオン餃子 アリオ鷲宮店
☎0480-31-7178　埼玉県久喜市久本寺谷田7-1 アリオ鷲宮2Fフードコート

満天家の餃子 イオンモール土浦店
☎029-886-7383　茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦店1F

オリオン餃子 小山駅前店
☎0285-38-6208　小山市中央町3-1980-6

宇味家
     東武駅一番通り店
☎028-636-3395
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）
【 P】 無
【営】11:00～22:00

宇味家   ＪＲ宇都宮駅構内店
☎028-600-3572
JR宇都宮駅2Fパセオとちぎグランマルシェ内
【休】 無休【 P 】 パセオ駐車場
【営】10:00～21:30

自家製麺・餃子 こむさし
☎028-633-6347
【休】月曜【P】9台
【営】11:30～14:30（LO 14：20）
　     17:30～20:00（LO 19：50）
　　　　　（売り切れ次第終了）

宇味家
             宇都宮駅前店
☎028-637-9251
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）
【 P】 無
【営】11:00～22:00

宇味家
宇都宮駅西口宮の橋店
☎028-634-6660
【休】 月曜（祝日の場合翌火曜）
【 P】 無
【営】平日    17:00～23:00
        土日祝11:00～23:00

宇都宮餃子館 
　　　　  西口駅前2号店
☎028-639-8688
【休】 無休 【P】282台（駅東口）
【営】11:00～22:00
　　　　（ラストオーダー30分前）
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