壬生町ウィズ・コロナ「安全・安心宣言店」一覧
【小売業】
事業所名
アイメガネおもちゃのまち西口店
㈲愛輪
安生酒販
㈲イズミコーポレーション
㈲内山商店 お茶と惣菜パオ
小田垣酒造
㈱オーリス 思川商事
㈱桐野屋
㈲ケーキハウス ヒガノ
㈲こんどう
佐々木呉服店
佐藤中薬局
時遊館 ナカザト
㈱ジャンボサイクル
シュークリーム専門店 ボンボーヌ
助谷ふれあい市
タイヤ館おもちゃのまち店
㈲玉田豆腐店
蝶屋米店
㈲寺内商店
トイセルタウンおもちゃのまち本店
㈲博芳堂
Hawaiian Style Luana
ブティック アン
田舎菓子処 増田屋
中川りんご園
㈱松屋和菓子店
㈲ミブオート
㈱みぶの路
㈱みぶのやおやさん
山口時計店
Remu.(レミュ）
レンタ建機㈲
ワンラインファーム

住 所
壬生町緑町3-9-17 サンエンスビル1F
壬生町助谷1377-6
壬生町中央町5-24
壬生町大師町22-1
壬生町通町8-11
壬生町幸町3-27-3
壬生町壬生丁130-4
壬生町壬生甲3848
壬生町通町9-31
壬生町中央町6-39
壬生町安塚1002
壬生町幸町3-33-2
壬生町中央町6-48
壬生町幸町3-13-8
壬生町緑町3-1-12
壬生町助谷426-2
壬生町寿町70-21
壬生町本丸2-23-5
壬生町通町13-11
壬生町中央町11-15
壬生町おもちゃのまち1-2-20
壬生町幸町1-4-13
壬生町緑町2-9-5
壬生町幸町3-1-14
壬生町壬生甲2741
壬生町安塚418
壬生町安塚2284-1
壬生町壬生甲3366
壬生町国谷1870-2 ﾊｲｳｪｲﾊﾟｰｸ内
壬生町国谷1870-2 ﾊｲｳｪｲﾊﾟｰｸ内
壬生町大師町39-17
壬生町幸町3-33-2
壬生町本丸1-10-60
壬生町緑町2-7-3
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【宿泊業】
事業所名
㈱みぶグリーンホテル

住
壬生町駅東町2-1

所

1

【飲食業】
事業所名
アフタヌーン・ティー
いろり茶屋
いろり焼きBuu
うおうお丼丸 おもちゃのまち店
尾瀬
割烹 山水亭
カフェ 想茶場GYK3
歌謡ホール カラオケおもちゃ
珈瑠團

住 所
壬生町壬生丁228-11
壬生町福和田795-3
壬生町緑町3-1-4
壬生町緑町2-15-20篠原マンション1号
壬生町幸町3-3-8
壬生町いずみ町8-9
壬生町おもちゃのまち2-18-9
壬生町緑町2-5-6
壬生町中央町17-10
カレーハウスCoCo壱番屋栃木おもちゃのまち店 壬生町若草町624-1
季節料理 割烹 いしかわ
壬生町幸町2-3-2
キッチン 時屋
壬生町緑町2-9-8
珈琲館 キャンパス
壬生町安塚788-1
さえぐさ飯店
壬生町駅東町7-20
ジッカヘアー
壬生町中央町7-15
寿々矢
壬生町本丸1-10-63
旬彩酒房 LABO
壬生町幸町3-19-5
寿司割烹 かざま
壬生町至宝2-26-1
寿司良
壬生町壬生乙3135-4
スナック メロウ
壬生町幸町3-19-5 牛山コーポ
蕎麦処 みかど
壬生町至宝1-5-10
台湾料理隆源
壬生町通町14-3
玉川寿司
壬生町安塚874-17
ダンディ・ライアン
壬生町安塚1095-11
手打ちそば かんざき
壬生町本丸2-22-48
手打ちそば 甚作
壬生町本丸2-25-2
手作りうどん けやき
壬生町緑町3-1-6
Dog Lun Café One Love
壬生町壬生丁164-2
ともしび
壬生町幸町3-24-5
肉のふきあげ 雅
壬生町北小林1075-14
㈲日本料理 篠
壬生町壬生丁203-4
日本料理 旬香
壬生町通町14-15
パ・マル・ビス
壬生町緑町1-20-3コスモスハウス１F
秀鮨
壬生町通町10-19
Fill Kitchen
壬生町本丸2-4-11
フォーシーズンズ壬生
壬生町藤井1199-17
北海屋
壬生町壬生乙27-2
北海屋 国谷支店
壬生町至宝3-10-47
まる鴯
壬生町大師町37-15

味道園
みぶのおばちゃんち
Merry ＆ Pono
焼肉 志磨屋
㈲ゆうがおの丘
ラーメン二郎 栃木街道店
ラーメンショップ壬生店
レストランセジュール
和食処 すず
和食の店 ふじた
笑い酒処 ぷよ

壬生町壬生甲3361-3
壬生町国谷1870-2 ﾊｲｳｪｲﾊﾟｰｸ内
壬生町下稲葉396
壬生町緑町2-3-2
壬生町国谷2273
壬生町本丸2-15-67
壬生町本丸1-10-71
壬生町幸町1-14-5
壬生町壬生丁232-10
壬生町幸町3-32-5
壬生町本丸1-10-71
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【生活関連サービス業】
事業所名
あっとほーむ
ANTHEM hair design
IRO
おおのホール 壬生国谷
おおのホール 壬生大師町
御髪処 九二八
カット イン ラバーズ
カットスタジオ ナンシー
川上理容所
きらら美容室
クラモチ美容室
Kona heart
NPO法人 生涯発達研究所
スター美容室
スワロー美容室
ソウトメ理容店
㈱DIGDOG DESIGN
中山美容室
ビューティースポット・マッキー
美容室 ノア
美容室 ピュア
美容室 ボンネット
美容室 れい
ヘアーアート オルオル
ヘアーサロン ABE
ヘアーサロン クメカワ
hair salon ciel
ヘアーサロン そうとめ
ヘアーサロン・ナラ

住 所
壬生町落合1-16-3
壬生町緑町2-1-7 ｵｲｶﾜﾋﾞﾙ1F
壬生町安塚765-13
壬生町壬生甲3753-5
壬生町大師町39-15
壬生町至宝1-7-2
壬生町表町17-8
壬生町幸町3-18-10
壬生町元町14-28
壬生町本丸2-22-44
壬生町北小林1173-6
壬生町落合2-10-17
壬生町下稲葉396
壬生町中央町4-15
壬生町駅東町6-26
壬生町落合2-2-6
壬生町壬生丁273-13
壬生町寿町5-14
壬生町通町17-32
壬生町元町9-25-7
壬生町駅東町23-7
壬生町本丸2-19-24
壬生町下稲葉1-271
壬生町上田1426-1
壬生町壬生丁51-21
壬生町落合1-18-36
壬生町安塚865-7
壬生町上稲葉1781-2
壬生町本丸1-7-13

ヘアーサロン フルサワ
ヘアーサロン・ラッキー
ヘアーリラックス a.goo
ヘアーメイク フラックス
㈲へいせい堂
㈱マロニエ写真館
miel hair
ミノリ理容所
モードサロン美喜
理容 うめやま
理容 くめかわ
レヂナ美容室

壬生町下稲葉1332-1
壬生町安塚2151-11
壬生町幸町1-16-14
壬生町壬生甲1158-2
壬生町落合1-1-10
壬生町いずみ町8-11
壬生町幸町3-26-2
壬生町安塚９１４
壬生町壬生甲1170
壬生町大師町19-39
壬生町寿町5-7
壬生町福和田941
41

【療術業】
事業所名
いいの整骨院
さくら整骨院
シャローム カイロプラクティック
鈴木整骨院
東方リラグゼーション
疋田整骨院
巻島整骨院
やすづか整骨院
八光流修心館
山川治療院
ロカヒ整骨院

おおば

住 所
壬生町落合1-21-3
壬生町安塚2055-8
壬生町あけぼの町3-8
壬生町安塚859-36
壬生町壬生甲3748-10
壬生町本丸2-19-30
壬生町壬生甲2212-1
壬生町安塚1168-57-102
壬生町本丸1-10-55
壬生町元町1-30
壬生町落合3-2-6
11

