
R4.10.27現在

店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号 店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号

大澤屋  伊香保石段店 飲食店 伊香保町伊香保45 070-1071-6906 花いちもんめ 小売店 伊香保町伊香保174 0279-72-3720

水沢うどん 水香苑 飲食店 伊香保町水沢112-5 0279-25-8989 有限会社田中屋 小売店 伊香保町伊香保18-5 0279-72-2164

有限会社岩戸屋 飲食店 伊香保町水沢112-7 0279-72-2880 株式会社清芳亭 小売店 伊香保町伊香保544-38 0279-20-3939

大澤屋  第一店舗 飲食店 伊香保町水沢125-1 0279-72-3295 ㈲寿屋 小売店 伊香保町伊香保557-7 0279-72-2513

本舗丹次亭 飲食店 伊香保町水沢192 0279-72-3739 大黒屋本店 小売店 伊香保町伊香保59 0279-72-2112

有限会社  松島屋 飲食店 伊香保町水沢195－2 027-972-3618 勝月堂売店 小売店 伊香保町伊香保9（伊香保神社下） 0279-72-2121

大澤屋  第二店舗 飲食店 伊香保町水沢198 0279-72-5566 calme 小売店 伊香保町伊香保131-3 080-5037-1735

有限会社  清水屋 飲食店 伊香保町水沢204 0279-72-3020 民芸 山白屋 小売店 伊香保町伊香保12 0279-72-2242

有限会社  水澤亭 飲食店 伊香保町水沢233-8 0279-72-5111 風の丘 小売店 伊香保町伊香保18-4 090-1037-8229

うどん茶屋水沢万葉亭 飲食店 伊香保町水沢48-4 0279-72-3038 伊香保中吉堂本舗 小売店 伊香保町伊香保396-20ホテル天坊内 0279-25-7838

麺彩房田丸屋 飲食店 伊香保町水沢206-1 0279-72-3019 夢二ショップ 小売店 伊香保町伊香保544-119 0279-72-4788

游喜庵 飲食店 伊香保町伊香保544-130 070-1062-5886 伊香保いさごや 小売店 伊香保町伊香保66-7 0279-26-2008

茶屋  玉樹 飲食店 伊香保町伊香保100 0279-25-8595 和の店小路 小売店 伊香保町伊香保76-5 0279-26-7234

茶楼 千 飲食店 伊香保町伊香保12 0279-72-2275 有限会社斎藤 小売店 伊香保町伊香保8 0279-72-2125

きっちん 志家 shiya 飲食店 伊香保町伊香保128 080-2372-4885 吉野屋物産店 小売店 伊香保町伊香保9 0279-72-2052

大正浪漫 黒船屋 飲食店 伊香保町伊香保20 0279-20-3962 有限会社  十一屋 小売店 伊香保町伊香保甲21-1 0279-72-2042

SARA"S terrace Arraiya 飲食店 伊香保町伊香保20 0279-72-2183 水澤観音  千手堂 小売店 伊香保町水沢214 0279-26-3711

いけや 飲食店 伊香保町伊香保378-1 0279-72-3193 萬壽庵 小売店 伊香保町水沢214 0279-72-5959

石段うどん 飲食店 伊香保町伊香保４７ 0279-72-3300 虎ノ助 小売店 伊香保町湯中子955-6 0279-72-2131

ちょい飲み  ユウギリ 飲食店 伊香保町伊香保50-5 090-3539-0635 すみよしや 小売店 伊香保町伊香保18-4 0279-72-2307

つるや食堂 飲食店 伊香保町伊香保50-6 0279-72-2309

栄寿し 飲食店 伊香保町伊香保525-134 0279-72-2545 店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号

木暮茶寮 飲食店 伊香保町伊香保544-1 0279-72-4170 伊香保露天風呂 日帰り入浴 伊香保町伊香保581 0279-72-2488

浮曇 飲食店 伊香保町伊香保61-6 0279-26-8006 黄金の湯館 日帰り入浴 伊香保町伊香保550 0279-30-4100

るんご  飲食店 伊香保町伊香保66-6 0279-26-2785

STRAWBERRY BOMB 飲食店 伊香保町伊香保69 090-4616-1813 店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号

伊香保  CREAM 飲食店 伊香保町伊香保78 090-4523-5373 伊香保商事有限会社 ガソリンスタンド 伊香保町伊香保174-4 0279-72-3255

四季彩 飲食店 伊香保町伊香保78 0279-72-3917 ファミリーマート伊香保店 コンビニ 伊香保町伊香保174-7 0279-30-4671

カフェのはな 飲食店 伊香保町水沢206-1 0279-72-3019 食の駅 伊香保店 スーパー 伊香保町伊香保544-130 0279-20-3111

保科美術館 美術館 伊香保町伊香保211-1 0279-72-3226

店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号 竹久夢二伊香保記念館 美術館 伊香保町伊香保544-119 0279-72-4788

なつかし屋本舗 射的 伊香保町伊香保47 090-3243-3730 一般社団法人渋川伊香保温泉観光協会 レンタサイクル他 伊香保町伊香保541-4 0279-72-3151

ほんのり 射的 伊香保町伊香保乙78 0279-72-5633 伊香保焼陶句郎窯 観光・サービス業 伊香保町伊香保397-11 0279-20-3555

山仁屋 射的 伊香保町伊香保61 0279-72-2127 伊香保ガラス工房  吹々 観光・サービス業 伊香保町伊香保557-22 0279-25-8493

伊香保カントリー倶楽部 ゴルフ場 伊香保町伊香保654 0279-72-3188

愛郷ぐんま全国割　地域クーポン利用可能店舗一覧

伊香保エリア

射的場

飲食店 小売店

その他

日帰り入浴

- 1 -



店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号 店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号

居酒屋ねこ 飲食店 石原302-3 0279-24-4494 レストラン翔 飲食店 吹屋657-7 0279-25-0860

おふくろそば 飲食店 金井1583-3 0279-24-0241 うぶかた 飲食店 吹屋81-1 0279-22-0197

雷亭(有)浅田屋フード 飲食店 金井2320-1 0279-23-5955 海鮮四季北海亭渋川店 飲食店 石原201-1 0279-24-7677

かっぱ寿司渋川店 飲食店 行幸田238-2 0279-0-1380 ピザーラ渋川店 飲食店 石原201-5 0279-23-9900

寿し割烹よつや 飲食店 行幸田271-4 0279-22-3466 手しごと酒家  鶴 飲食店 石原204-9 0279-22-1426

登利平  渋川店 飲食店 行幸田301-1 0279-24-3854 魚民  渋川店 飲食店 石原883-1 0279-22-3588

ほのぼのDINING  コロポックル 飲食店 行幸田301-4 0279-23-8447 川魚グルメ館くるま 飲食店 赤城町溝呂木390 0279-56-2673

LadybugCafe 飲食店 行幸田304-1Cocoroe 0279-26-7739 カフェ  アウル 飲食店 赤城町津久田4185-84 0279-56-7854

中華菜館開運 飲食店 行幸田304-2 0279-24-2132 有限会社麺舗わく玉 飲食店 赤城町北上野413-15 0279-56-8885

牛角  渋川店 飲食店 行幸田323-4 0279-60-7629 榛名亭 飲食店 川島はるな池田記念墓地公園内 0279-23-4217

レストランマルシェ 飲食店 行幸田444-1 0279-24-7373 めん処勘十郎 飲食店 祖母島1584-7 0279-24-1153

らーめん処はんぐりー 飲食店 行幸田70-12 0279-23-7860 くつろぎ味処 伊香保時代屋 飲食店 祖母島字中野2293-1 0279-24-3868

いっちょう渋川店 飲食店 行幸田84-1 0279-22-5878 ＰＩＺＺＡ  ＹＯＳＨＩＤＡ 飲食店 中郷442-30 090-4094-1515

中華料理  翠園 飲食店 渋川1168-23 0279-24-2923 焼肉金田 飲食店 中村102-1 0279-25-4129

もーもー亭 飲食店 渋川1172-8 0279-30-0303 蔵屋 飲食店 中村219-5 0279-25-8558

酒処  くろ 飲食店 渋川1690-15貸店舗ホシノ 0279-23-0333 焼肉じゅうしい 飲食店 八木原629-1 090-5345-6555

うなぎ齋 飲食店 渋川1696-11 0279-25-7898 しょっかつ珈琲 飲食店 半田  1814-25 0279-26-7828

うなぎ炭火焼肉  宮川 飲食店 渋川1748-23 0279-220-662 星華 飲食店 半田1048-5 0279-22-3544

割烹福州亭 飲食店 渋川１８１３-２２ 0279-23-0526 甘味と陶の家  静 飲食店 半田1851-3 0279-25-7513

有限会社魚清 飲食店 渋川1818-39 0279-22-0668 吉野家渋川インター店 飲食店 半田2479-1 0279-60-7828

ホルモン中々 飲食店 渋川1826-24 0279-26-2292 煮干しラーメン  かのうや 飲食店 北橘町下箱田625-189 000-0000-0000

地酒屋ぽん 飲食店 渋川1826-27ルブランビル２階 090-1790-6701 レストランるるど 飲食店 北橘町真壁246-2 0279-26-7882

そば処松居 飲食店 渋川1830-37 0279-22-0112 おさかな処  朔丸 飲食店 有馬145-6ARIMA BASE 106 0279-25-7910

丸中そば店 飲食店 渋川1830-46 0279-22-1088 ココス渋川店 飲食店 有馬287 0279-60-5125

たか幸食堂 飲食店 渋川1907-25 0279-22-1308 米沢亭  渋川店 飲食店 有馬字芦田157-6 0279-25-1989

伊勢屋本店 飲食店 渋川１９４５-５９ 0279-22-0710

林屋食堂 飲食店 渋川2147-3 0279-22-2775 店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号

けむりや 飲食店 渋川２２７４ 0279-22-1602 レストランピッコロ 飲食料品店 行幸田95-9 0279-23-0311

Cafe＆DiningBar  Vingtie 飲食店 渋川2728-1 0279-25-8889 中村まんじゅう店 飲食料品店 行幸田251-8 0279-22-1525

うまい焼肉♪あおぞら渋川本店 飲食店 渋川2809-1 0279-23-6351 渋川地区名産品センター 飲食料品店 渋川１８３２-２７ 0279-26-2423

バーニーズダイナーハンバーグ 飲食店 渋川2837-3 0279-25-0519 ジャンクスイート 飲食料品店 渋川1872の5 0279-25-1020

そば茶屋  中しま 飲食店 渋川2841-8 0279-24-1340 栃木屋そば店 飲食料品店 渋川2138-62 0279-22-0636

上州うどんそば処  鶴亀庵 飲食店 渋川3670-1 0279-25-0394 錦光堂  本店 飲食料品店 渋川2434-61 0279-22-0101

お食事処ほんじん 飲食店 渋川3696-18 0279-22-2069 株式会社森の香 飲食料品店 赤城町敷島７０１ 0279-26-9360

蕎麦  凜 飲食店 渋川９１０-２５ 090-9243-1531 子持食品（株）こんにゃく直売所 飲食料品店 白井943-1 090-1993-5407

うまい焼肉♪あおぞら渋川バイパステン 飲食店 渋川999 0279-24-4545 錦光堂  みなみ店 飲食料品店 半田3177-1 0279-24-0101

滝そば 飲食店 渋川渋川2873‐1 0279-22-0265 聖酒造株式会社 飲食料品店 北橘町下箱田380 0279-52-3911

きのこ茶屋 飲食店 小野子163 0279-59-2121 尾瀬市場  カインズ渋川有馬店 飲食料品店 有馬287 0279-25-7100

飲食料品店

飲食店

渋川エリア①
飲食店
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店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号 店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号

伊香保国際カンツリークラブ ゴルフ場 川島2470－8 0279-22-1270 ローソン渋川横堀店 コンビニ 横堀 36-2 0279-25-7540

伊香保グリーン牧場 観光・サービス 金井2844-1 0279-24-5335 ローソン渋川金井西店 コンビニ 金井1582-1 0279-26-3164

群北第一交通株式会社 観光・サービス 渋川1830-45 0279-22-2247 ローソン渋川金井店 コンビニ 金井767-1 0279-25-1963

関越交通（株）  渋川営業所 観光・サービス 石原303-1 0279-24-5115 ローソン渋川行幸田店 コンビニ 行幸田 277-1 0279-25-7211

敷島温泉 ユートピア赤城 観光・サービス 赤城町宮田850-3 0279-56-4126 ローソン渋川下郷 コンビニ 渋川1190-13 0279-22-0155

グリーンディスカバリー 観光・サービス 赤城町津久田169-13 0279-56-3999 NDミニ渋川 コンビニ 渋川1651-4  JR渋川駅改札外 0279-60-5028

カラオケBanBan渋川インター前店 観光・サービス 半田1800 050-3134-0761 セブンイレブン渋川辰巳町店 コンビニ 渋川1820-23 0279-22-2650

リラクゼーションサロン手もみ処ゆらり 観光・サービス 半田1813-1 0279-73-9135 セブンイレブン渋川折原 コンビニ 渋川３６６１－３１ 0279-24-9367

渋川天然温泉 花湯スカイテルメリゾート 観光・サービス 半田3129-1 0279-20-1126 ローソン渋川明保野 コンビニ 渋川4158 0279-22-2868

komorebiテラス  ばんどうのゆ 観光・サービス 北橘町下箱田605-5 0279-20-4126 セブンイレブン渋川東町店 コンビニ 渋川908-25 0279-22-5639

ローランド観光株式会社 観光・サービス 有馬1680-1 0279-23-2007 ファミリーマート渋川上白井 コンビニ 上白井１３２１-１２７ 0279-20-2620

龍窯陶芸工房 観光・サービス 金井2843-62 0279-23-3350 株式会社ベイシア  渋川こもち店 コンビニ 吹屋657-30 0279-22-5111

伊香保のいちご伊香保農場 観光・サービス 渋川明保野4215-2 090-2641-4760 ファミリーマート渋川石原店 コンビニ 石原1794-1 0279-30-0036

榛名の麓 観光・サービス 石原１４５－５ 090-2321-0480 ローソン渋川石原店 コンビニ 石原305-12 0279-26-7557

キミちゃんりんご園 観光・サービス 赤城町津久田4029 0279-56-7524 セブンイレブン渋川石原店 コンビニ 石原685-1 0279-24-7711

赤城自然園 観光・サービス 赤城町南赤城山８９２ 0279-56-5211 ファミリーマート渋川諏訪ノ木店 コンビニ 石原字諏訪ノ木1178-1 0279-60-5066

小野上温泉センター  ハタの湯 観光・サービス 村上305-2 0279-59-2611 セブンイレブン赤城勝保沢店 コンビニ 赤城町勝保沢297-12 0279-56-5603

ローソン赤城インター店 コンビニ 赤城町北上野415-3 0279-56-7608

店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号 ローソン渋川半田東店 コンビニ 半田181410 0279-20-1051

渋川スカイランドパーク内売店 小売店 金井2843-3 0279-20-1589 ファミリーマート渋川坂東橋店 コンビニ 北橘町下箱田６２５ 027-231-8589

やまや渋川店 小売店 行幸田315-1 0279-25-8550 セブンイレブン渋川北橘町真壁 コンビニ 北橘町真壁2154-1 0279-52-2911

鳥山畜産食品株式会社 小売店 渋川1137-12 0279-24-1147 農援’S 渋川店 スーパー 阿久津20 0279-24-8188

クレヨン伊香保ファクトリー 小売店 渋川3692-8 0279-24-0290 フレッセイ  阿久津店 スーパー 阿久津４１－１ 0279-24-7611

株式会社上州物産館 小売店 渋川3695-2 0279-24-3808 とりせん渋川店 スーパー 行幸田63-1 0279-23-5021

ディーズガレージ 小売店 渋川3715-1 0279-26-2880 株式会社ベイシア  渋川店 スーパー 行幸田字砂田296 0279-24-8444

有限会社マイト 小売店 渋川666-6 0279-24-5855 有限会社石関 スーパー 渋川1383 0279-22-0902

渋川  御神水直売所 小売店 渋川字折原３７８６－３１ 0278-72-3173 株式会社西友  入沢店 スーパー 渋川417‐1 0279-22-3511

Antique 小売店 石原113-10 0279-25-8181 とりせん子持店 スーパー 吹屋660-34 0279-30-0030

火群庵渋川店 小売店 石原201-4 0279-22-3747 Ａコープ北橘店 スーパー 北橘町真壁１３８６－１ 0279-52-2999

上州・村の駅 小売店 白井2261 0279-25-8500 フレッセイ  有馬店 スーパー 有馬82 0279-26-2515

道の駅こもち 白井宿ふるさと物産館 小売店 白井2318-1 0279-60-6600 カインズ渋川鯉沢店 ホームセンター 白井2143 0279-30-3000

イエローハット渋川有馬店 小売店 有馬255-2 0279-60-5081 カインズ渋川有馬店 ホームセンター 有馬字中井287 0279-60-5111

店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号
カナイ石油株式会社  渋川北給油所 ガソリンスタンド 阿久津 77 0279-22-0282

利根日石株式会社DD渋川矢の頭店 ガソリンスタンド 金井1229 0279-23-8122

カナイ石油株式会社  渋川バイパス給油所 ガソリンスタンド 渋川 1159 0279-23-5275

カナイ石油株式会社  伊香保給油所 ガソリンスタンド 渋川 3675 0279-24-1721

ENEOSジェイクエスト鯉沢店 ガソリンスタンド 白井2252-1 0279-60-7251

ENEOSジェイクエスト渋川店 ガソリンスタンド 有馬中井270 0279-60-6271

渋川エリア②
観光・サービス業 コンビニ・スーパー等

小売店

ガソリンスタンド
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店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号 店舗名 品目 住所（渋川市） 電話番号

カワチ薬品  渋川店 ドラッグストア 阿久津字北原15 0279-25-3567 メガネのイタガキ渋川店 メガネ・コンタクトレンズ 有馬157-1 0279-30-0800

カワチ薬品  渋川南店 ドラッグストア 行幸田288-1 0279-22-5581 トヨタレンタカー渋川駅前店 レンタカー 渋川1642-12 0279-24-0100

ウエルシア薬局渋川行幸田店 ドラッグストア 行幸田323-3 0279-60-8228 駅レンタカー  渋川営業所 レンタカー 渋川1642-12 0279-26-2632

クスリのアオキ  渋川北店 ドラッグストア 渋川111-1 0279-26-2811 アベイル渋川店 衣料 行幸田319-1 0279-26-7749

クスリのアオキ  渋川店 ドラッグストア 渋川1307-1 0279-26-2700 ファッションセンターしまむら渋川店 衣料 八木原71-2 0279-20-1133

ドラッグセイムス渋川新町店 ドラッグストア 渋川1904-54 0279-26-8022 シューマート渋川店 衣料 有馬225-2 0279-20-1160

ドラッグコスモス子持店 ドラッグストア 吹屋659-7 0279-26-7337 ユニクロ  渋川有馬店 衣料 有馬字芦田141-3 0279-60-8221

マルエドラッグ渋川子持店 ドラッグストア 吹屋660-51 0279-24-8222 ケーズデンキ  渋川店 家電販売店 白井南中道2282-1 0279-30-2002

マルエドラッグ渋川石原店 ドラッグストア 石原929-1 0279-22-6070 株式会社ヤマダデンキテックランド渋川店 家電販売店 有馬149-1 0279-24-7766

ドラッグセイムス渋川有馬店 ドラッグストア 有馬79－1 0279-25-8010

渋川エリア③
ドラッグストア その他
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