フタバハイウェイレストラン

麺s Lab Unoki

NEW

梵天の湯（レストラン）

3名〜

宇都宮市徳次郎町190-4

☎ 028-652-4455
【休】月曜（祝日の場合翌火曜）
【 P 】30台
【営】平 日11:30〜14:00
（LO 13：30）
土日祝11:30〜14:00
（LO 13：30）
17：30〜20:00（LO 19：30）
宇都宮市田下町455

（グリーンタウン内）

（LO）
（LO）

宇都宮市岩曽町1377-189

平日11:00〜14:30（LO）
17:00〜20:00
土･日･祝11:00〜20:00
宇都宮市御幸町154-2

幸楽

彩花

高橋餃子店

ぎょうざの龍門

☎ 028-666-1317
【休】無休【P】乗用車50台（大型バス10台）
【営】10:30〜18:00（LO 17:30）
宇都宮市徳次郎町高谷原21-1

☎ 028-688-0106
【休】無休【P】乗用車30台（大型バス3台）
【営】11:00〜18:00（LO 17：30）
要予約

☎ 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
宇都宮市立伏町447-266

宇都宮餃子館 宇都宮インター店

さつき 徳次郎本店

餃子作り体験

三栄飯店

☎ 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
宇都宮市今里町18-4

☎ 028-674-2121
（麺ズ ファクトリー鵜の木）
【休】無休【P】179台【営】7：00〜21：00 ☎ 028-666-3737
上河内サービスエリア内（下り）
【休】水・日曜【P】5台
【営】11:00〜14:00
宇都宮市徳次郎町2673

☎ 028-652-3438
【休】火・第3水曜 、月・水の夜
【P】30台
【営】11：30〜14：00（LO 13:40）
18: 0 0〜19: 30（LO 19:10）
宇都宮市新里町甲454-5

☎ 028-652-6565
【休】日・月曜【P】35台
【営】11:30〜14:00
（LO 13：45）
16：30〜20:00（LO 19：45）

宇都宮市下岡本2073-9

売切れ次第終了

宇都宮市宝木町2-864-4

満天家 宝木店

☎ 028-689-8000
【休】木曜【P】20台
【営】10:30〜21:30（LO 21：00）
宇都宮市細谷町2601-1

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
宇都宮市山本1-35-10

煽り味噌らーめん 正宗

☎ 028-307-9533
【休】無休
【P】25台
【営】11:00〜22:30（LO 22：00）
宇都宮市ゆいの杜3-3-40
宇都宮市ゆいの杜3-3-40

美智都（みちのく）

☎ 028-652-0891
【休】火曜･第2・4水曜【P】15台
【営】11：00〜14：00（LO 13：45）
17 : 00〜20：00（LO 219：45）
宇都宮市駒生町1819
（パーラー駐車場内）

（祝日の場合は翌火曜）

宇都宮市越戸4-4-36

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（LO 14：00）
17：30〜22：00（LO 21：00）
宇都宮市駒生町1296-33

満天家 ゆいの杜店

☎ 028-689-8044
【休】年末夜･元日【P】42台
【営】10:30〜21:30（LO 21：00）

週末土日祝は19:20
宇都宮市駒生町1301-15

トライアル

宇都宮市ゆいの杜6-17-26

ぎょうざの笑平

餃子処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（大型バス可）
【営】11:00〜15:00
宇都宮市飯田町261

☎ 028-678-4155
【休】火曜【P】
トライアル駐車場
【営】11:30〜20:00
宇都宮市睦町6-11

MAP中面エリア

宇都宮みんみん 江曽島店

しょう和 江曽島店

☎ 028-659-2055
【休】不定休
【P】アピタ・ダイソー駐車場
【営】11:00〜20:00
宇都宮市江曽島本町23-4

NEW

☎ 028-680-7989
【休】無休 【P】12台
【営】11:00〜14:00
16：00〜20:00
宇都宮市江曽島町1096-1

宇都宮ねぎにら餃子

☎ 028-657-6725
【休】不定休【P】20台
【営】11:30〜14:30（LO 14：00）
宇都宮市上桑島町1463-2

満天家 本店

'22〜'23

カンセキスタジアムとちぎ

天馬

☎ 028-659-1578
【休】月曜 ・火曜
【P】5台
【営】11:00〜14:00
17：00〜20:00
宇都宮市宮本町9-7

☎ 028-666-8797
【休】年末夜･元日【P】37台
【営】10:30〜22:00（LO 21：30）
宇都宮市下栗町1-11-8

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（LO 22：00）
宇都宮市インターパーク5-1-19

麺や しみず

☎ 028-656-0302
【休】月曜・店内に表示【P】15台
【営】11:30〜14:30
（ LO）
17：30〜20:30（LO）
宇都宮市西刑部町2740-10

・ジョイフル本田

※休業日・営業時間などについては急きょ変更となる場合がございますのでお電話にてご確認ください。

＃自宅で餃子を楽しもう

宇都宮餃子会公式通販サイト

単品商品

冷凍餃子や餃子グッズなど盛り沢山 !!

https://ugyozakai.thebase.in/

３８店 舗 の 中から

宇都宮餃子詰め合わせギフト

セット商品

いろいろな餃子を食べ比べしたい方にオススメなの
が、
「3店舗（6人前）セット」または「5店舗（10人前）
セット」。取り扱っている30店舗以上の餃子の中から
、お好きな餃子をお選びいただき、詰め合わせしてお
届けいたします！しかも、タレ（190ml）
１本＆ラー油（
８０g）
１個付き！
！ご自宅用にはもちろん、大切な方への
贈り物としても人気です。

c 宇都宮市
宇都宮市マスコットキャラクター
ミヤリー
（各店2人前ずつ）

2 0 2 2 年 1 1月版

４，
６００

（各店2人前ずつ）

５，
８００

※取り扱い店舗や餃子の種類など変更と
なる場合がございますのでご了承くださ
い。
※ギフト用外装箱・個別内箱・緩衝材など
を使用しており、個別の餃子に対し若干
割高になっております。

県

宇味家 ＪＲ小山駅構内店

'22〜'23

☎ 0285-24-9998

170

満天家 大平店
☎ 0282-21-8008

満天家 小山店
☎ 0285-38-9433

170

小山市城山町3-3-22
小山駅ビルVAL1階

☎ 028-634-7737 鶴田町2463-4

☎ 028-656-8802

鹿沼市千渡2299-2

野沢町187-17

デ リ バ リ ー 専 門 店

小山市城東6-9-7

運気アップ餃子

☎ 028-902-7192 下川俣町81-1

☎ 03-5830-7866

下栗町698-63

新 なるとっ！

☎ 028-612-3885 宮園町1-6
宮園ビル1F

宇都宮餃子

JR宇都宮駅1Fパセオ内

【休】無休【P】パセオ駐車場
【営】10:00〜22:00（LO 21:15）

居酒屋なかい

JR宇都宮駅1Fパセオ内

【休】無休【P】パセオ駐車場
【営】10:00〜24:00

☎ 028-650-5352

JR宇都宮駅2Fパセオとちぎグランマルシェ内

☎ 028-627-8464

【休】無休【P】パセオ駐車場
【営】8:00〜21:00

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

宇都宮餃子館 パセオ店

（最終入店20:00 LO 20：40）

☎ 028-600-3570

土日祝 11:00〜24:00

JR宇都宮駅2Fパセオとちぎグランマルシェ内

居酒屋ばんばん

五縁なかい

☎ 028-612-4730
【休】火曜【P】無
【営】11:00〜21:00

とりしょう餃子

ばりきょう

☎ 028-635-8848
【休】不定休【P】無
【営】18:00〜25:00

悟空

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

☎ 028-600-3575
【休】金曜 ・月1回木曜【P】無
【営】平 日 11:30〜20:00
土日祝 11:00〜20:00

（LO 24：30）

餃天堂シンボルロード店

餃子通り

☎ 028-634-8363
【休】水曜 【P】無
【営】11:00〜14:30
17:00〜20:00

ウツノミヤ テラス

宇都宮餃子館
西口駅前中央店

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

ギョウザのポルコ

☎ 028-612-7384
【休】月・水【P】無
【営】11:30〜14：00
15:00〜26：00

※15：00以降はもんじゃグラフティ

本店
MEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店地下１階

平 日11:00〜20:30（LO 20:00）
土日祝11:00〜21:00（LO 20:30）
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。

【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

☎ 028-637-1000
【休】無休
【P】無
【営】11:00〜22:00（LO 21:30）

サムライ 寿限無

☎ 028-610-1515
【休】第1・3日曜【P】無
【営】17:00〜25:00

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

（LO 24：00）

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（LO 20:45）

平日 11：30〜14：30（LO14:15）
17：00〜22:00（LO21:45）
土〜21：00(LO 20:45）
日祝〜20：00（LO 19:45）

宇都宮餃子館 健太店

☎ 028-688-8884
【休】水曜【P】無
【営】月・火・木
11:00〜14:00
17 : 00〜21 : 30（LO 21:00）
金・土・日・祝
11：00〜21：30（LO 21:00）

NEW

☎ 028-600-3570
「Utsunomiya Trrace（ウツノミヤテラス）」2F
【休】月曜（祝日の場合翌火曜）
【 P 】ウツノミヤテラス駐車場
【営】11:00〜20:30（LO 20:00）
B.LEAGUE(Bリーグ）

中華トントン

☎ 028-689-8377
【休】無休 【P】10台
【営】6:30〜9:00
10:00〜20:00（LO 19:30）

丁

まげし とちぎや

宇都宮みんみん 宮みらい店

宇都宮餃子館 健太餃子東口店

トナリエ

☎ 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）

ダイワロイネットホテル宇都宮

リッチモンドホテル宇都宮駅前アネックス

☎ 028-612-7078
【休】月曜【P】無
【営】平日11:00〜15:00
17:00〜22:00
土11:00〜22:00
日11:00〜19:00

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

ホテル
アーバン
グレイス宇都宮

味一番

【休】無休【 P 】パセオ駐車場
【営】10:00〜21:30

ホテルメッツ宇都宮
東横イン宇都宮駅前

☎ 028-616-7007
【休】火曜 【P】無
【営】11:30〜15:00
17:00〜22:00
（金土のみ〜24:00）

炭火の台所

寿限無担々麺

【休】無休【P】パセオ駐車場
【営】10:00〜21:30（LO 21:00）

香蘭 宇都宮駅西口店

☎ 028-635-5537
【休】不定休【P】無
【営】17:00〜24:00（LO 23:00）

麺々市場

☎ 028-643-2929
【休】火曜【P】13台
【営】11:00〜22:00（LO 21:15）

日・ 祝11：00〜20：30 (LO 20：00)

☎ 028-622-5789
【休】不定休
【 P 】宮パーキング・岡川駐車場
【営】11：00-20：00

☎ 028-622-4024
【休】火曜 【P】無
【営】11:30〜20:00（LO）

☎ 028-678-8880
【休】不定休 【P】無
【営】平 日 11:30〜15:00、17:00〜24:00

☎ 028-689-8518
【休】無休 【P】無
【営】10:30〜22:00（LO 21:30）

栃木軒

餃子といえば芭莉龍
（ばりろん）
（バリロン）
☎ 028-627-8578

宇都宮みんみん本店

香蘭 本店

生きてる餃子バリス

☎ 028-600-3151 （JR宇都宮駅ビル3F）
【休】不定休 【P】パセオ駐車場
【営】平 日11：00〜21：00 (LO 20：00)

流通移動販売会社

土日祝 11:00〜14:30、16:00〜20:00

五縁なかい

☎ 028-637-2323
【休】不定休 【P】無
【営】17:00〜23:00

☎ 028-684-3258 八千代1-14-20

店

☎ 028-627-8546

宇都宮みんみん ホテル メッツ店

☎ 028-627-2772
【休】無休 【P】無
【営】平日 11:30〜14:00、16:00〜20:00

売

はちまん餃子（無人販売）

日、祝 11：00-20：30（LO 20：00）

豚口喜口喜（とんきっき）

販

満天家 宇都宮駅パセオ店

☎ 028-689-9177 （JR宇都宮駅ビル3F）
【休】不定休
【 P 】パセオ駐車場
【営】火〜土 11：00-21：00（LO 20：00）

☎ 028-621-9700
【休】木曜【P】無
【営】11:00〜20:00

人

宇都宮（宇都宮市睦町5-5トライアル内）
元今泉（宇都宮市元今泉3-2-7 東1）
ゆいの杜（宇都宮市ゆいの杜3-3-33）
峰（宇都宮市峰1-8-25）
今市（日光市今市本町19-1）
【県外店舗】
東京3、千葉10、埼玉2、茨城4、山梨1、新潟4、静岡11、福岡3

宇都宮みんみん
ステーションバル

餃子のキャロル

糸井商店（餃子のいとい）

東京都台東区西浅草２-18-7
無

☎ 028-665-4406

（店頭販売あり）

餃子会館 浅草店

満天家の餃子 工場直売所
華

栃木市大平町下皆川215-2

新 とりそばカフェしょうわ
☎ 0289-77-7871

中国飯店

アパホテル宇都宮駅前

ホテルマイステイズ
宇都宮

スマイルホテル宇都宮東口

遼順茶楼

駅東店

☎ 028-638-8869
【休】無休【P】無
【営】11:30〜14:00
17:30〜翌2:00

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

餃子ノあん

☎ 028-601-8846
【休】月曜 【 P 】無
【営】11：00〜20：00（LO 19:30）

イキイキギョーザ

☎ 028-634-6448
【休】日曜・年末年始・お盆【P】無
【営】月〜土 17:30〜24:00

※日祝祭の営業は 要TEL確認（前日まで）

宇都宮みんみん宿郷店

☎ 028-636-8775
【休】不定休 【 P 】14台
【営】11：00-20：00

自家製麺・餃子 こむさし

☎ 028-633-6347
【休】日曜・祝日夜の部【P】9 台
【営】11:30〜15:00（LO 14：30）
17:30〜20:30（LO 20：00）
（売り切れ次第終了）

宇都宮市マスコットキャラクター
ミヤリー
c 宇都宮市

※休業日・営業時間などについては急きょ変更となる場合がございますのでお電話にてご確認ください。

