その他の地産地消推進店・農産物直売所等
中部エリア
日本料理

くろ松

山屋蒼月
マック・スクエア

スワン

Tel.027-220-1131

〒371-0026
前橋市大手町1-1-1 群馬県庁31階

Tel.027-283-5211

〒371-0241
前橋市苗ヶ島町1432-2

Tel.027-233-3321

〒371-0017
前橋市日吉町1-8-1
前橋商工会議所会館

レストランスワン スワンパーティ
Tel.027-253-3360
サービス

〒371-0855
前橋市問屋町2-2

白井宿 ふるさと物産館（道の
駅 こもち）

Tel.0279-60-6600 渋川市白井2318-1

〒377-0204

ホテル天坊

Tel.0279-72-3880

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保396-20

Tel.027-264-3166

〒371-0001
前橋市荻窪町437-10

Tel.027-220-2427

〒379-2147
前橋市亀里町1307-1

農事組合法人

味菜

花木流通センター
みのり館

新鮮ぐんま

やさいひろばＪＡ直販「愛菜館」 Tel.027-210-7788

〒371-0844
前橋市古市町106-1

Tel.027-233-1519

〒371-0035
前橋市岩神町4-9-15

牛や清
和心の宿

オーモリ

Tel.0279-72-2611

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保58

四季の宿

晴観荘

Tel.0279-72-2717

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保557

吉岡町銀杏加工グループ

Tel.0279-55-0814

〒370-3601
北群馬郡吉岡町漆原1989

いかほ秀水園

Tel.0279-72-3210

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保557

ＪＡ前橋市

Tel.027-261-5811

〒379-2161
前橋市富田町2400-1

たまむらとうふ

Tel.0270-64-5102

〒370-1101
佐波郡玉村町藤川91-1

群馬會舘食堂

Tel.027-221-2595

〒371-0026
前橋市大手町2-1-1
群馬会館地下１階

喜久屋食堂

Tel.027-221-2996

〒371-0801
前橋市文京町3-21-18

Tel.0279-20-3255

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保557-34

ホテルニュー伊香保

Tel.0279-72-3737

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保372-1

四季の味処やじま

Tel.0270-76-4520

〒370-0111
伊勢崎市境上矢島166-2

如心の里

Tel.0279-72-7022

〒377-0102
渋川市伊香保町403-125

Tel.0279-56-2673

〒379-1115
渋川市赤城町溝呂木390

Tel.0279-25-7100

〒377-0005
渋川市有馬287

Tel.027-289-4100

〒379-2146
前橋市公田町677-1

くつろぎ味処 伊香保 時代屋

Tel.0279-24-3868

〒377-0024
渋川市祖母島中野2293-1

ヘルシーパル赤城

Tel.0279-56-3030 渋川市赤城町敷島44

廻転木馬

Tel.027-252-4128

〒371-0026
前橋市大手町３-16-3
るなぱあく内

常勝軒

Tel.0270-76-6788

〒370-0102
伊勢崎市境上渕名575-1

一冨士ホテル

Tel.0279-72-2622

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保557-12

アルバート邸

Tel.027-234-1100

〒371-0046
前橋市川原町2-41-4

産直ゆうあい館

よろこびの宿

しん喜

ひびき野

川魚グルメ館くるま
尾瀬市場農産物直売所
有馬店
景勝軒

渋川

前橋総本店

伊勢崎総本店

フランス料理
オースティン
トラットリア
前橋テルサ

レストラン

チイニョ
スワン

〒379-1104

Tel.027-234-1101
Tel.027-233-1235
Tel.027-235-6634

イタリアンカフェ
オルヴィエターナ

Tel.027-235-6635

リストランテ

Tel.027-231-3941

和 くつろぎ処

チイニョ
うたしあ

〒371-0046
前橋市川原町2-41-4
アルバート邸内
〒371-0017
前橋市日吉町1-8-1
前橋商工会議所会館１階
〒371-0022
前橋市千代田町2-5-1
〒371-0022
前橋市千代田町2-5-1
前橋テルサ１階
〒371-0022
前橋市千代田町2-5-1
前橋テルサ12階
〒377-0008

Tel.0279-30-3555 渋川市渋川2762-1
51

SUN おのがみ

Tel.0279-20-8111

〒377-0311
渋川市村上396-1

HOTEL1-2-3前橋マーキュリー
Tel.027-252-0111
Cafe FIORE（カフェ・フィオーレ）

〒371-0847
前橋市大友町3-24-1

手打ちうどん・そば・七福

Tel.0279-23-8459

〒377-0005
渋川市有馬254-2

JAファーマーズ朝日町店

Tel.027-220-1313

〒371-0244
前橋市朝日町1-27-7

得 パン工房SYATOA～シャトア～ Tel.027-289-6081

〒371-0022
前橋市千代田町2-7-14

JAファーマーズ野田宿店

Tel.0279-30-5511

ＪＡ佐波伊勢崎ファーマーズ
マーケットからかーぜ
ＪＡ佐波伊勢崎農畜産物直売所
百菜館
ＪＡ佐波伊勢崎農畜産物直売所
あずま店
ＪＡ佐波伊勢崎農畜産物直売所
からか～ぜまゆの郷
ＪＡ佐波伊勢崎農畜産物直売所
たまむら店
ＪＡ佐波伊勢崎農畜産物直売所
あかぼり店

〒372-0814

〒370-3606
北群馬郡吉岡町上野田
1050-3

JAファーマーズ朝倉店

Tel.027-287-4161

〒371-0811
前橋市朝倉町143-1

食の駅ぐんまスマーク伊勢崎店

Tel.0270-61-7833

〒379-2224
伊勢崎市西小保方368

Tel.0270-50-0831 伊勢崎市田中町1030-1
〒372-0831

Tel.0270-50-5055 伊勢崎市山王町52-1
Tel.0270-62-3550

〒379-2231
伊勢崎市東町2800-7

サニーズマーケット

Tel.027-212-8300

〒371-0048
前橋市田口町177-3

Tel.0270-75-6070

〒370-0127
伊勢崎市境百々253-1

粕川特産物直売所組合

Tel.027-285-6041

〒371-0203
前橋市粕川町月田372-1

小野上特産物直売組合

Tel.0279-59-2465

〒377-0311
渋川市村上305-2

〒370-1132

Tel.0270-65-2968 佐波郡玉村町大字下新田208-1
Tel.0270-61-1945

〒379-2211
伊勢崎市市場町2-858-1

ローソン前橋上泉町店

Tel.027-219-0171

〒371-0007
前橋市上泉町669-5

長谷川農園

Tel.027-289-4610

〒371-0051
前橋市上細井町565-11

GimoCafe

Tel.027-283-1333

〒371-0244
前橋市鼻毛石町1991-49

㈲後閑養鶏園

Tel.027-285-4125

〒371-0204
前橋市粕川町膳76-1

Tel.027-257-8052

〒371-0201
前橋市粕川町中之沢384-96

おれん家ふぁ～む

Tel.027-263-0831

〒379-2154
前橋市天川大島町1364-1

食の駅ぐんま前橋店

Tel.027-219-0055

食の駅ぐんま前橋南店
がってん野菜直売所

チーズ工房

Three Brown

イタリアンレストラン
シャンゴ 前橋石倉店
イタリアンレストラン
シャンゴ 前橋南店
イタリアンレストラン
シャンゴ 東部バイパス店
イタリアンレストラン
シャンゴ伊勢崎店
イタリアンレストラン
シャンゴ DUE 伊勢崎店

常盤館

Tel.0274-82-2216

〒370-2601
甘楽郡下仁田町下仁田359-2

甘楽ふるさと館

Tel.0274-74-2660

〒370-2202
甘楽郡甘楽町小幡2014-1

甘楽町物産センター

Tel.0274-74-5445

〒370-2202
甘楽郡甘楽町小幡444-1

神津牧場ミルクバー

Tel.0274-67-7040

〒370-2603
甘楽郡下仁田町馬山3766-11
道の駅しもにた内

ホテルメトロポリタン高崎
ブラッスリーローリエ

Tel.027-325-3461

〒370-0849
高崎市八島町222

〒371-0007
前橋市上泉町674-3

食の駅ぐんま安中店

Tel.027-380-2121

〒379-0135
安中市郷原字中原281

Tel.027-226-7188

〒371-0803
前橋市天川原町1-20-4

道の駅しもにた

Tel.0274-82-5858

〒370-2603
甘楽郡下仁田町馬山3766-11

Tel.027-253-0628

〒371-0847
前橋市大友町3-13-15

たかべん

Tel.027-346-2571

〒370-1201
高崎市倉賀野町41

Tel.027-253-7766

〒371-0841
前橋市石倉町5-12-3

たかべん 上信越自動車道横
川サービスエリア（下り線）

Tel.027-395-2571

〒379-0301
安中市松井田町横川字井戸入917

Tel.027-223-7766

〒371-0803
前橋市天川原町1-6-1

麺房

Tel.0274-22-4644

〒375-0054
藤岡市上大塚406-7

Tel.027-234-7711

〒371-0032
前橋市若宮町4-14-18

碓日のお宿

Tel.027-395-2157

〒379-0301
安中市松井田町横川443-6

Tel.0270-26-5577

〒372-0024
伊勢崎市下植木町5-5

榛名湖温泉ゆうすげ元湯

Tel.027-374-9211

〒370-3348
高崎市榛名湖町846-3

〒372-0812

アグリプラザ藤岡

Tel.0274-50-1147

〒375-0005
藤岡市中1060-8
ららん藤岡内

Tel.0274-64-5035

〒370-2316
富岡市富岡1041

Tel.0270-26-8300 伊勢崎市連取町1258-1

物産販売館

そば康
東京屋

和食遊処

椿家

本店

Tel.027-212-7888

〒371-0846
前橋市元総社町1-29-19

レストラン＆バー

和食遊処

椿家

川原店

Tel.027-289-3888

〒371-0046
前橋市川原町2-1-7

トラットリア エ バル イル ジラ
ソーレ

Tel.0274-67-7000

〒370-2316
富岡市富岡1757-1

行幸田そば工房

Tel.0279-25-3981

〒377-0006
渋川市行幸田51-1

はまゆう山荘

Tel.027-378-2333

〒370-3405
高崎市倉渕町川浦27-80

太田食堂

Tel.027-285-4553

〒371-0204
前橋市粕川町膳487-39

わらび平森林公園キャンプ場

Tel.027-378-3761

〒370-3405
高崎市倉渕町川浦高芝地内

Tel.0270-23-2558

〒372-0831
伊勢崎市山王町1040-5

旅館

Tel.0274-59-2379

〒370-1614
多野郡上野村大字川和134

Tel.027-226-7033

〒371-0024
前橋市表町2-29-16

ゲンセンソザイ商店イスウ
Poulet Isuu

Tel.027-362-5339

〒370-0069
高崎市飯塚町381-1

はなの舞
フォレストモール新前橋店

Tel.027-256-7621

〒371-0844
前橋市古市町180-1

もぎたて完熟屋

Tel.027-325-7525

〒370-0813
高崎市本町8-1

80 Kitchen

Tel.027-289-4559

〒371-0035
前橋市千代田町1-9-6

フランス料理 パリの朝市

Tel.027-347-4765

〒370-1208
高崎市岩鼻町241-10

おかって市場

Tel.0274-67-5373

〒370-2316
富岡市富岡1450

米麦工房くりあん
（くりはら農園）
はなの舞

前橋北口駅前店

道の駅こもち
食創庵

お食事処

〒377-0204

Tel.0279-60-6600 渋川市白井2318-1

CO-JIRO

不二野家

道の駅こもち内

River Meat Market

Tel.027-224-0333

〒371-0023
前橋市本町2-10-13 1F

ザ・ジョージアンハウス1997

Tel.027-323-1997

〒370-0046
高崎市江木町412-1

炭火焼ワインバル Lom

Tel.027-257-3902

〒371-0024 前橋市表町
2-2-4小林ビル1F

新欧州料理

Tel.027-322-3337

〒370-0046
高崎市江木町412-1
ザ・ジョージアンハウス内

上州麦豚＆樽生スパークリング
バル Butch

Tel.027-226-5199

〒371-0022
前橋市千代田町5-2-2
タカゼン千代田町ビル1F

浜川そば

Tel.027-361-0656

〒370-0801
高崎市上並榎町293-2

伊香保カントリークラブ

Tel.0279-72-3188

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保654

ミリオン洋菓子店

倉賀野店

Tel.027-320-2686

〒370-0852
高崎市倉賀野町908

横手館

Tel.0279-72-3244

〒377-0102
渋川市伊香保町伊香保11

Albero.（アルベロ）山木農園

Tel.027-340-1235

〒370-3343
高崎市下里見町1701-1

Tel.027-395-4586

〒370-0849
高崎市八島町32-7
三笠第２ビル１階

カネコ種苗ぐんまフラワーパーク
Tel.027-283-8189
ピアちゃんの直売所『ひまわり』

〒371-0246
前橋市柏倉町2417-7

ル・シーニュ

平尚庵

麺処 湊生
（めんどころ

みなせ）

玉村宿店

Tel.0270-27-8829

〒370-1133
佐波郡玉村町大字上新田604-1

トラットリア・シュン

Tel.027-364-5735

〒370-0004
高崎市井野町582-4

グンマーネオ酒場リバール。

Tel.027-289-8777

〒371-0022
群馬県前橋市千代田町4-3-10

景勝軒

Tel.027-329-6706

〒370-0069
高崎市飯塚町381-4

肉の駅

52

西部エリア

高崎総本店

53

Tel.0274-67-7508

〒370-2316
富岡市富岡2746

湯の宿 山ばと

Tel.0279-64-2217

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万4358-11

Tel.027-363-3240

〒370-0801
高崎市上並榎町479-4原人
社ビル１Ｆ

四万やまぐち館

Tel.0279-64-2011

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万甲3876-1

Tel.027-386-8078

〒370-3519
高崎市冷水町132-1

四万温泉

柏屋旅館

Tel.0279-64-2255

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万3829

Tel.027-361-5269

〒370-0006
高崎市問屋町1-10-24

春木亭

なかざわ旅館

Tel.0279-64-2716

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万4238-41

Tel.027-363-1811

〒370-0006
高崎市問屋町1-11-8

一花館

Tel.0279-64-2224

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万4237-50

Tel.027-323-7788

〒370-0854
高崎市下之城町177-9

休暇村

Tel.0279-98-0511

〒377-1500
吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉

Tel.027-386-5526

〒370-0015
高崎市島野町1093-1

とんかつ

Tel.0279-64-2519

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万4231

大村支店

Tel.0274-62-0049

〒370-2316
富岡市富岡1178-1

篠原農園直売所
そば処「くれさか」

Tel.0279-95-3075

〒377-1701
吾妻郡中之条町暮坂高原4049-208

ららん藤岡店

Tel.0274-25-8122

〒375-0005
藤岡市中字広町1131-8

折田農園

Tel.0279-67-2049

〒377-0811
吾妻郡東吾妻町郷原4-2

Cafe Dining Le Bois

Tel.027-384-6116

〒370-3517
高崎市引間町92-1

太田直売所

Tel.0279-68-0141

〒377-0805
吾妻郡東吾妻町植栗702-24

anzu

Tel.0274-22-2028

〒375-0024
藤岡市藤岡341-4

遠田商店

Tel.0279-75-3243

〒377-0423
吾妻郡中之条町伊勢町839

Tel.0274-60-1123

〒370-2316
富岡市富岡2638-1

髙田屋菓子舗

Tel.0279-64-2702

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万4232

〒370-2344

ＪＡあがつま道の駅六合直売所

Tel.0279-95-3219

〒377-1704
吾妻郡中之条町小雨29

フォレストリゾート
コニファーいわびつ

Tel.0279-68-5338

〒377-0801
吾妻郡東吾妻町原町4399

モアザン

Tel.0279-75-0611

〒377-0423
吾妻郡中之条町伊勢町148-1

鹿鳴館

Tel.0279-98-0003 吾妻郡嬬恋村田代1017-92

つまごい竹の子グループ

Tel.0279-96-1080

スリジェ
フォーの店

ハリハリ

野菜酒家なっぱ畑
イタリアンレストラン
シャンゴ 問屋町本店
イタリアンレストラン
シャンゴ 問屋町支店
イタリアンレストラン
シャンゴ 倉賀野バイパス店
得 Restaurant serendip
（レストラン セレンディップ）
手打ちそば
肉の駅

JA甘楽富岡ファミリー食彩館
本店
JA甘楽富岡ファミリー食彩館
もみじ平店

Tel.0274-64-3400 富岡市黒川689-1
Tel.027-320-7277

〒370-0849
高崎市八島町223
高崎駅構内

Tel.027-384-8282

〒370-3402
高崎市倉渕町296-1

Tel.0274-87-3350

〒370-2800
甘楽郡南牧村千原3-1

Tel.0274-20-5555

〒370-1506
多野郡神流町黒田742-1

JAグリーン農産直売所

Tel.0274-23-5858

〒375-0051
藤岡市本動堂226-1

JA はぐくみ群馬農産物直売所
はにわの里

Tel.027-344-1331

〒370-3533
高崎市保渡田町1940-4

直売所

Tel.

〒370-0034
高崎市下大類町419

豊丸水産

高崎駅西口店

道の駅くらぶち
道の駅
道の駅

居酒屋

小栗の里

オアシスなんもく
万葉の里

大地のめぐみ
ろしなん亭

−

Tel.027-382-8681

炭火やきとりさくら高崎駅東口店 Tel.027-310-5580

〒379-0116
安中市安中2341-1
〒370-0841
高崎市栄町14-4
ラ・シーム高崎ビル１F

あすなろ

〒377-1614

かやぶきの郷

薬師温泉

旅籠 Tel.0279-69-2422

〒377-1611
吾妻郡嬬恋村大字干俣1870
〒377-0933
吾妻郡東吾妻町本宿3330-20

Tel.0279-88-7788

〒377-1711
吾妻郡草津町草津542-5

日進館

Tel.0279-97-3131

〒377-1528 吾妻郡嬬恋村
大字干俣2401

温泉三昧の宿四万たむら

Tel.0279-64-2111

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万4180

四万グランドホテル

Tel.0279-64-2111

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万4228

万座ホテル聚楽

Tel.0279-97-3535

〒377-1528
吾妻郡嬬恋村干俣2401

花とハーブとグルメの宿
シューレビュー

Tel.0279-86-4406 吾妻郡嬬恋村鎌原1053-12534

草津ナウリゾートホテル

Tel.0279-88-5111

〒377-1711
吾妻郡草津町大字草津750
〒377-1711
吾妻郡草津町草津189-1

湯宿

きんだい

プティ・ポンム

Tel.027-361-0254

〒370-0075
高崎市筑縄町57-6

ホワイトイン高崎

Tel.027-325-5858

〒370-0818
高崎市赤坂町94

Yosimo ショップ

Tel.0274-50-4183

〒375-0015
藤岡市中栗須449-4

いで湯荘

Tel.0279-88-4174

レストラン

Tel.027-320-7707

〒370-0045
高崎市東町3-5

草津スカイランドホテル

Tel.0279-88-5050 吾妻郡草津町草津530-3

株式会社かつみ工房

Tel.027-364-1533

〒370-0073
高崎市緑町1-7-8

さとうペンション

Tel.0279-88-5341

〒377-1711
吾妻郡草津町草津235-94

ぐる米四季菜館

筑縄店

Tel.027-362-8313

〒375-0075
高崎市筑縄町55-5

奈良屋

Tel.0279-88-2311

〒377-1711
吾妻郡草津町草津396

ぐる米四季菜館

中居店

Tel.027-353-5757

〒370-1203
高崎市矢中町314-13

ひのき亭

Tel.0279-88-3708

〒377-1711
吾妻郡草津町草津19-9

Tel.027-343-1041

〒370-0884
高崎市八幡町282-6

ホテル一井

Tel.0279-88-0011

〒377-1711
吾妻郡草津町草津411

JAファーマーズ安中店

Tel.027-381-0077

〒379-0102
安中市原市634

ホテルヴィレッジ

Tel.0279-88-3232

JAファーマーズ富岡店

Tel.0274-64-1212

〒370-2316
富岡市富岡1878-1

〒377-1711
吾妻郡草津町草津618

ホテル櫻井

Tel.0279-88-1111

まちなか農産物直売所
フレッシュベジたか

Tel.027-321-0777

〒370-0053
高崎市通町90

〒377-1711
吾妻郡草津町草津465-4

昔心の宿

Tel.0279-88-2522

JA たのふじ

Tel.0274-42-1231

〒370-1301
高崎市新町2257-10

〒377-1711
吾妻郡草津町草津162

旅館たむら

Tel.0279-88-2045

〒377-1711
吾妻郡草津町草津305

宿

Tel.0279-95-5555

〒377-1701
吾妻郡中之条町大字入山1996

Tel.0279-75-3277

〒377-0423
吾妻郡中之条町伊勢町819-1

ココシエール

ぐる米四季菜館
群馬八幡駅前店

四季菜館新町店

吾妻エリア

ルーエ

牧水

金みどり

くじら屋

はやしや

〒377-1615

〒377-1711

山マタギと海番屋

Tel.0279-88-7515

〒377-1711
吾妻郡草津町草津486-2

小山農園

Tel.0279-68-3681

〒377-0804
吾妻郡東吾妻町岩井849-2

蕎麦茶寮

nanakusa

Tel.0279-82-0793

〒377-1308
吾妻郡長野原町大津1061-3

Tel.0279-75-6988

〒377-0422
吾妻郡中之条町青山337-1

とんかつ

もり亭

Tel.0279-82-2911

〒377-1304
吾妻郡長野原町長野原1572-1

Tel.0279-64-2134

〒377-0601
吾妻郡中之条町四万3887

菓匠清月堂

Tel.0279-88-2166

〒377-1711
吾妻郡草津町大字草津25-1

Tel.0279-86-5127

〒377-1615
吾妻郡嬬恋村鎌原1053-12693

道の駅

Tel.0279-63-1919

〒377-0702
吾妻郡高山村中山2357-1

農家のお店
四万温泉

たけやま
豊島屋

和食温泉ペンション
まほうのじゅうたん
54

嬬恋鹿沢

中山盆地

55

道の駅

八ッ場ふるさと館

〒377-1309

温宿

Tel.0279-83-8088 吾妻郡長野原町大字林1567-4

三河屋

〒379-1403
利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉155
〒378-0101
利根郡川場村谷地2537

浅間酒造観光センター

Tel.0279-82-2045

〒377-1304
吾妻郡長野原町長野原1392-10

川場村農産加工株式会社

Tel.0278-50-1172

あがつま農協

Tel.0279-75-1204

〒377-0433
吾妻郡中之条町折田732-1

旅籠しんでん

Tel.0278-66-0205 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1528

ペンションすこやか

Tel.0279-82-5650

〒377-1613
吾妻郡嬬恋村大笹3454-103

四季彩

Tel.0278-30-2261

〒378-0056
沼田市高橋場町2082-6

飲み喰い処

Tel.0279-26-7405

〒377-0702
吾妻郡高山村中山518-4

みなかみホテルジュラク

Tel.0278-72-2521

〒379-1617
利根郡みなかみ町湯原665

Tel.0279-63-3339

〒377-0702
吾妻郡高山村中山734-6

上牧温泉

Tel.0278-72-3055

〒379-1303
利根郡みなかみ町上牧2052

〒377-0702

旅籠屋

〒377-0701

水素風呂と美食と…。谷川温泉
やど莞山 KANZAN

Tel.0278-72-3041

〒379-1619
利根郡みなかみ町谷川430

〒377-1309

食事処

Tel.0278-52-3311

〒378-0101
利根郡川場村大字谷地2419

道の駅尾瀬かたしな

Tel.0278-25-4141

〒378-0415
利根郡片品村鎌田4085

Tel.028-66-1126

〒379-1403
利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1150-1

食事処

沢田直売所

みょうが

扇屋

道の駅中山盆地レストラン

Tel.0279-63-2000 吾妻郡高山村大字中山2357-1

農家民宿

Tel.0279-63-3685 吾妻郡高山村大字尻高2174

亀久保ゆっこ

〒379-1403

辰巳館

〒379-1403

Tel.0278-66-0066 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉199

丸一

名主の館

八ッ場ふるさと館

Tel.0279-83-8088 吾妻郡長野原町大字林1567-4

加工食品

Tel.0279-63-3756

〒377-0792
吾妻郡高山村大字中山2863

万座プリンスホテル・
万座高原ホテル

Tel.0279-97-1111

〒377-1595
吾妻郡嬬恋村万座温泉

中之条ガーデンズ

Tel.0279-75-7111

〒377-0433
吾妻郡中之条町大字折田2411

まんてん星の湯 地産地消お食
事処 かざ車
道の駅あぐりーむ昭和
昭和村農産物直売所 旬菜館

そば処

Tel.0279-95-5478

〒377-1701
吾妻郡中之条町入山1899-3

昭和村さくら工房
農家レストラン

丸木屋旅館

Tel.0279-83-2121

〒377-1302
吾妻郡長野原町川原湯490-12

古民家お食事処

道の駅あがつま峡

Tel.0279-67-3193

〒377-0813
吾妻郡東吾妻町大字三島6441

JA 農産物直売所

嬬恋プリンスホテル

Tel.0279-97-4111

〒370-1201
吾妻郡嬬恋村嬬恋高原

おやど松葉屋

Tel.0278-72-2232

〒379-1612
利根郡みなかみ町小日向669

嬬恋高原ゴルフ場

Tel.0279-97-4111

〒370-1202
吾妻郡嬬恋村嬬恋高原

ベイシア月夜野店

Tel.0278-62-0001

〒379-1304
利根郡みなかみ町下牧482

やすらぎの家

Tel.0279-59-3253

〒377-0301
吾妻郡東吾妻町箱島1031-1

かわばんち

Tel.0278-52-2596

〒378-0111
利根郡川場村荻室385
田園プラザ川場内

Tel.0278-22-3991

〒378-0002
沼田市横塚町1294

石臼挽き手打ち蕎麦 壱ノ蔵

Tel.0278-22-2722

〒379-1204
利根郡昭和村大字森下557-1

有限会社

Tel.0278-22-4222

〒378-0043
沼田市東倉内町484-2

株式会社稲姫ファーム
やさいの杜

Tel.0278-23-1203

〒378-0063
沼田市下沼田町762

おき山煎餅本舗

Tel.0278-53-2016

〒378-0121
沼田市白沢町高平1305

Tel.0278-22-2777

〒378-0048
沼田市中町1122

Tel.0278-23-5582

〒378-0024
沼田市下川田町891-4

和食まるきち

Tel.0278-53-4810

〒378-0121
沼田市白沢町高平48-2

とんかつ金重

Tel.0278-20-9116

〒378-0121
沼田市白沢町高平26-8

楽楽

六合

野のや

果実の里

利根・沼田エリア
道の駅田園プラザ川場
レストラン武尊
川場物産センター
世田谷区民健康村
ふじやまビレジ
世田谷区民健康村
なかのビレジ
花の駅・片品

花咲の湯

道の駅たくみの里

豊楽館

ファーマーズマーケット
和風レストラン
食の駅ぐんま
蛍雪の宿
そば処

しんりん
沼田店

尚文

ふれあいの家

〒379-1204

Tel.0278-50-3003 利根郡昭和村森下2406-2
Tel.0278-25-4831

〒379-1204
利根郡昭和村森下2406-2
道の駅あぐりーむ昭和内

さとのはな

Tel.0278-24-3835

〒378-0024
沼田市下川田町515

食彩の森

Tel.0278-25-4343 沼田市久屋原町383-10

原田農園

〒378-0005

Tel.0278-52-3715

〒378-0111
利根郡川場村萩室385

Tel.0278-52-3308

〒378-0111
利根郡川場村萩室385

Tel.0278-52-3311

〒378-0101
利根郡川場村谷地1320

Tel.0278-52-3321

〒378-0103
利根郡川場村中野626

Tel.0278-20-7111

〒378-0408
利根郡片品村花咲1113

Tel.0278-64-2210

〒379-1418
利根郡みなかみ町須川847

Tel.0278-52-3712

〒378-0111
利根郡川場村荻室385

Tel.0278-62-1122

〒379-1314
利根郡みなかみ町下津3375-5

とんかつトミタ

Tel.0278-23-3664

〒378-0004
沼田市下久屋町767-7

Tel.0278-22-0123

〒378-0004
沼田市下久屋町字後平1292-1

生そば下山

Tel.0278-23-9526

〒378-0071
沼田市上発知町199-2

Tel.0278-72-2466

〒379-1725
利根郡みなかみ町綱子277

フレディー

Tel.0278-20-9119

〒378-0122
沼田市白沢町生枝1247-1

イタリアンレストラン
ピエモンテ

Tel.0278-20-1551

〒378-0005
沼田市久屋原町332-1

本格炭火やきとり為五郎

Tel.0278-25-8701

〒378-0044
沼田市下之町1013

〒379-1418

Tel.0278-64-2288 利根郡みなかみ町須川252-6

小松屋

洋菓子工房

鍵屋

樫の木

得 古民家のお蕎麦屋さん

五月八日

尾瀬岩鞍リゾートホテル

Tel.0278-58-7131

〒378-0412
利根郡片品村土出2609

水上高原ホテル２００

Tel.0278-75-2222

〒379-1721
利根郡みなかみ町藤原6152-1

和ダイニング柚庵

Tel.0278-23-5880

〒378-0053
沼田市東原新町1836-5

源泉湯の宿

Tel.0278-72-3200

〒379-1617
利根郡みなかみ町湯原551

農家レストランみのりの里

Tel.0278-58-3954

〒378-0403
利根郡片品村菅沼360

上田屋旅館

Tel.0278-56-3211

〒378-0322
沼田市利根町老神596

カフェレストラン

Tel.0278-24-7377

〒379-1204
利根郡昭和村森下3267-2

吟松亭あわしま

Tel.0278-56-2311

〒378-0322
沼田市利根町老神603

山田商店

Tel.0278-24-7712

〒379-1207
利根郡昭和村大字赤城原809

ホテル伍楼閣

Tel.0278-56-2555

〒378-0322
沼田市利根町老神602

奥利根ワイナリー

Tel.0278-50-3070

〒379-1203
利根郡昭和村大字糸井6843

蔵やしき

Tel.0278-66-0641 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉107

有限会社

Tel.0278-72-3574

〒379-1727
利根郡みなかみ町大穴814-1

そば処

松乃井

野の花畑

猿ヶ京温泉

生寿苑

源

法師温泉
56

Tel.0278-66-0172

長寿館

〒379-1403

やまぼうし

育風堂精肉店

Tel.0278-66-1175

〒379-1403
利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1048

みなかみフルーツランド
モギトーレ

Tel.0278-64-2800 利根郡みなかみ町新巻5-10

Tel.0278-22-7815

〒378-0055
沼田市柳町字寺久保2710

銀の月

Tel.0278-62-1002

うまいもの屋すえひろ

Tel.0278-64-0831 利根郡みなかみ町布施84-1

〒379-1401

Tel.0278-66-0005 利根郡みなかみ町永井650

〒379-1411

〒379-1307
利根郡みなかみ町政所1042
〒379-1414

57

月夜野クラフトビール ビア&
レストラン ドブリーデン
道の駅たくみの里
豊楽館（食堂）
香りの家

Tel.0278-20-2033

〒379-1305
利根郡みなかみ町後閑761-1

Tel.0278-64-2210

〒379-1418
利根郡みなかみ町須川847

Tel.0278-64-1033

〒379-1418
利根郡みなかみ町須川849-2
〒379-1418

福寿茶屋

Tel.0278-64-2228 利根郡みなかみ町須川852-3

須川茶屋

Tel.0278-64-0784 利根郡みなかみ町須川287-1

そば処

Tel.0278-64-0340 利根郡みなかみ町須川822-5

〒379-1418
〒379-1418

八兵衛

〒379-1418

otowaya cafe

Tel.0278-64-0322 利根郡みなかみ町須川852-4

北毛茶屋

Tel.0278-25-3577

Lactuca

Tel.090-4174-3776 利根郡昭和村森下2406-2

中華たむら

Tel.0278-62-6033

〒379-1304
利根郡月夜野町下牧354-1

Tel.0278-53-3939

〒378-0125
沼田市白沢町平出1297

Tel.0278-24-7321

〒379-1204
利根郡昭和村森下1650

〒378-0403
利根郡片品村菅沼272-1
〒379-1204

道の駅あぐりーむ昭和内

白沢高原温泉

望郷の湯

赤城高原 SA（上り線）
赤城食堂

東部エリア
ぐんま製茶

Tel.0277-32-0009

つり堀 清滝

Tel.0277-65-8452 桐生市川内町5-4210

ラーメン厨房
欧風料理

景勝軒

〒376-0041

ぽれぽれ

小川亭

日本一馬鹿豚

太田店

太田店

手打ちうどん・石臼挽手打ちそ
ば しみずや
下仁田ミート

新井店

道の駅おおた
得 和房

どんぐり

洋風料理

フリット

舟木亭
あがつま農協
Cafe

太田直売所

ラルゴ

Tel.0276-72-7774

〒374-0025
館林市緑町1-32-8
〒376-0042

Tel.0277-46-0669 桐生市堤町2-9-9
Tel.0277-78-1887

〒379-2304
太田市大原町1202-3

Tel.0276-55-4993

〒373-0821
太田市下浜田町1370-1

Tel.0277-44-5780

〒376-0006
桐生市新宿1-10-9

Tel.0276-49-4129

〒373-0852
太田市新井町533-2

Tel.0276-56-9350

〒370-0421
太田市粕川町701-1

Tel.0276-45-7162

〒373-0813
太田市内ヶ島町1406-1

Tel.0277-55-0187

〒376-0011
桐生市相生町3-429-10

Tel.0276-75-7995

〒374-0024
館林市本町2-2-14アドホック館林

Tel.0276-32-0688

〒373-0034
太田市藤阿久町620-16
〒376-0003

Tel.0277-46-8303 桐生市琴平町3-3 都ビル1F

豊丸水産桐生北口店

Tel.0277-20-7003

〒376-0046
桐生市宮前町2-10-2

JAファーマーズブレイス店

Tel.0276-40-9111

〒370-0314
太田市新田市野井町438-1

Tel.0277-20-4551

〒379-2304
太田市大原町2311-1

JAファーマーズ太田藪塚店
川野屋本家

Tel.0277-73-0140

〒376-0101
みどり市大間々町大間々174-8

道の駅

Tel.0277-96-2575

〒376-0144
桐生市黒保根町下田沢91-4

くろほね・やまびこ

新里町農産物等直売所
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〒376-0601
桐生市梅田町2-2-4

Tel.0277-74-4100

〒376-0137
桐生市新里町赤城山553-1

地産地消推進店登録スーパー 一覧
これらスーパーマーケットでも地元の農産物を買うことができます。
フレッセイ
クラシード若宮

Tel.027-210-3777 〒 371-0032 前橋市若宮町 1-5-1

フレッセイ荒牧店

Tel.027-234-8326 〒 371-0044 前橋市荒牧町 1-10-1

フレッセイ大胡店

Tel.027-283-8841 〒 371-0223 前橋市大胡町 399

フレッセイ片貝店

Tel.027-237-3366 〒 371-0013 前橋市西片貝町 1-314-3

フレッセイ広瀬店

Tel.027-263-3231 〒 379-2154 前橋市天川大島町 49-1

フレッセイ富士見店

Tel.027-230-5500 〒 371-0104 前橋市富士見町時沢 118-9

フレッセイ前橋プラザ店

Tel.027-231-7111 〒 371-0023 前橋市本町 2-12-1

フレッセイ駒形店

Tel.027-280-8222 〒 379-2152 前橋市下大島町 1151-1

フレッセイ元総社蒼海店

Tel.027-256-8222 〒 371-0849 前橋市元総社町 1820

フレッセイクラシーズ新前橋

Tel.027-226-5855 〒 371-0844 前橋市古市町 180-1

フレッセイ安堀店

Tel.0270-30-8080 〒 372-0007 伊勢崎市安堀町 1855-4

フレッセイ田部井店

Tel.0270-62-0151 〒 379-2222 伊勢崎市田部井町 2-479

フレッセイ赤堀店

Tel.0270-63-6470 〒 379-2203 伊勢崎市曲沢町 196-1

フレッセイ境南店

Tel.0270-61-8778 〒 370-0124 伊勢崎市境 376-1

フレッセイ富塚店

Tel.0270-31-1200 〒 372-0833 伊勢崎市富塚町 220-1

フレッセイクラシーズ連取

Tel.0270-75-2211 〒 372-0812 伊勢崎市連取町 3046-2

フレッセイ境町店

Tel.0270-76-6262 〒 370-0116 伊勢崎市境百々東 21-3

フレッセイ吉岡店

Tel.0279-30-5566 〒 370-3602 北群馬郡吉岡町大久保 891-1

フレッセイ榛東新井店

Tel.0279-26-2224 〒 370-3503 北群馬郡榛東村新井 2222-2

フレッセイ玉村店

Tel.0270-64-0222 〒 370-1105 佐波郡玉村町大字福島 78-6

フレッセイ新保店

Tel.027-370-6664 〒 370-0018 高崎市新保町伊勢 301-1

フレッセイ新町店

Tel.0274-42-9090 〒 370-1301 高崎市新町 2140-5

フレッセイ箕郷店

Tel.027-371-0251 〒 370-3104 高崎市箕郷町上芝 7-1

フレッセイ南大類店

Tel.027-350-1880 〒 370-0036 高崎市南大類町字柳原 867-1

フレッセイ倉賀野西店

Tel.027-350-5533 〒 370-1201 高崎市倉賀野町 546-1

フレッセイ石原店

Tel.027-326-2754 〒 370-0862 高崎市片岡町 1-19-6

フレッセイ上並榎店

Tel.027-365-3222 〒 370-0801 高崎市上並榎町 467

フレッセイ富岡店

Tel.0274-89-1123 〒 370-2316 富岡市富岡 501

フレッセイ藤岡店

Tel.0274-40-2555 〒 375-0024 藤岡市藤岡 691-1

フレッセイ沼田恩田店

Tel.0278-25-8787 〒 378-0034 沼田市恩田町 321-2

フレッセイ桐生南店

Tel.0277-40-1666 〒 376-0006 桐生市新宿 2-10-30

フレッセイ天神店

Tel.0277-46-3111 〒 376-0051 桐生市平井町 1-40

フレッセイ板倉店

Tel.0276-82-5600 〒 374-0112 邑楽郡板倉町朝日野 1-2-1

フレッセイクラシーズ寄木戸

Tel.0276-61-3443 〒 370-0535 邑楽郡大泉町寄木戸 998-1

とりせんローズタウン店

Tel.027-230-3311 〒 371-0002 前橋市江木町 1701-1

とりせん時沢店

Tel.027-289-1335 〒 371-0104 前橋市富士見町時沢 791

とりせん子持店

Tel.0279-30-0030 〒 377-0203 渋川市吹屋 660-34

とりせん渋川店

Tel.0279-23-5021 〒 377-0006 渋川市行幸田 63-1

とりせん平和町店

Tel.0270-40-7888 〒 372-0041 伊勢崎市平和町 19-1

とりせん菅谷店

Tel.0273-60-6233 〒 370-3522 高崎市菅谷町 20-991

とりせん箕郷店

Tel.027-360-7600 〒 370-3104 高崎市箕郷町上芝西金沢 240-5

とりせん群馬町店

Tel.027-372-0123 〒 370-3524 高崎市中泉町 605-26

とりせん城西の杜店

Tel.0276-33-7727 〒 373-0038 太田市城西町 80-1

とりせん下田島店

Tel.0276-33-7678 〒 373-0844 太田市下田島店 1127

とりせん太田新井店

Tel.0276-45-5511 〒 373-0852 太田市新井町 377-6

とりせん大原町

Tel.0277-79-0220 〒 379-2304 太田市大原町 1701-2

とりせん東矢島店

Tel.0276-47-2123 〒 373-0816 太田市東矢島町 194

とりせん大間々店

Tel.0277-73-0107 〒 376-0101 みどり市大間々町大間々 401-3

とりせん邑楽町店

Tel.0276-70-2322 〒 370-0603 邑楽郡邑楽町中野 3110-3

とりせん大泉店

Tel.0276-61-2121 〒 370-0525 邑楽郡大泉町日の出 53-1

とりせん成島店

Tel.0276-75-2735 〒 374-0057 館林市北成島町 2533-1

とりせん富士見町店

Tel.0276-76-2055 〒 374-0027 館林市富士見町 12-60

とりせん
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ベイシア
ベイシア前橋ふじみモール店

Tel.027-288-1511 〒 371-0116 前橋市富士見町原之郷 643

ベイシア前橋おおごモール店

Tel.027-283-1110 〒 371-0231 前橋市堀越町 377

ベイシア前橋モール店

Tel.027-232-2500 〒 371-0007 前橋市上泉町 680-1

ベイシア前橋みなみモール店

Tel.027-210-0888 〒 379-2143 前橋市新堀町 893

ベイシア SM 前橋川曲店

Tel.027-210-5333 〒 371-0823 前橋市川曲町 361

ベイシア渋川店

Tel.0279-24-8444 〒 377-0006 渋川市行幸田字砂田 296

ベイシア渋川こもち店

Tel.0279-22-5111 〒 377-0203 渋川市吹屋 657-30

ベイシア IS 伊勢崎店

Tel.0270-26-1111 〒 372-0042 伊勢崎市中央町 19-1

ベイシア西部モール店

Tel.0270-26-1110 〒 372-0801 伊勢崎市宮子町 3423-15

ベイシアあかぼりモール店

Tel.0270-63-6111 〒 379-2212 伊勢崎市市場町 1-1542

ベイシア SM 伊勢崎 BP 店

Tel.0270-25-3111 〒 372-0812 伊勢崎市連取町 2336-7

ベイシア Fd 前橋吉岡店

Tel.0279-55-6222 〒 370-3602 北群馬郡吉岡町大久保 821

ベイシア吉井店

Tel.027-387-6511 〒 370-2132 高崎市吉井町吉井 627

ベイシア富岡店

Tel.0274-62-1110 〒 370-2344 富岡市大字黒川字中才 650

ベイシア安中店

Tel.027-381-4411 〒 379-0115 安中市中宿 2130

ベイシア Fd 富岡甘楽店

Tel.0274-74-7111 〒 370-2212 甘楽郡甘楽町大字福島 900

ベイシア吾妻店

Tel.0279-68-0022 〒 377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町 5081

ベイシア沼田モール店

Tel.0278-22-7711 〒 378-0005 沼田市久屋原町字吉野 415

ベイシア月夜野店

Tel.0278-62-0001 〒 379-1304 利根郡みなかみ町下牧 482

ベイシア尾島店

Tel.0276-52-2111 〒 370-0422 太田市安養寺町 15

ベイシアおおたモール店

Tel.0276-48-0111 〒 373-0817 太田市飯塚町 626-1

ベイシア新里店

Tel.0277-74-2411 〒 376-0124 桐生市新里町小林 235-1

ベイシア桐生境野店

Tel.0277-43-6111 〒 376-0002 桐生市境野町 2-670-1

ベイシア大間々店

Tel.0277-73-1111 〒 376-0101 みどり市大間々町大間々 1773-1

ベイシア大泉店

Tel.0276-63-1111 〒 370-0531 邑楽郡大泉町いずみ 2-3086-50

コープ細井店

Tel.027-235-8800 〒 371-0051 前橋市上細井町 1968

コープ昭和店

Tel.027-233-4116 〒 371-0034 前橋市昭和町 3-30-9

コープ宮子店

Tel.0270-21-1700 〒 372-0801 伊勢崎市宮子町 3523-1

コープ寺尾店

Tel.027-310-7788 〒 370-0865 高崎市寺尾町 552-1

コープ藤岡店

Tel.0274-24-5500 〒 375-0024 藤岡市藤岡 2390-1

コープ新井店

Tel.0276-46-0570 〒 373-0852 太田市新井町 533-2

コープ東久方店

Tel.0277-47-2980 〒 376-0034 桐生市東久方町 2-2-20

コープ中野店

Tel.0276-88-2929 〒 370-0603 邑楽郡邑楽町中野 4435

コープ

パワーセンターうおかつ
パワーセンターうおかつ吉井店 Tel.027-386-0177 〒 370-2107 高崎市吉井町池 52-1
パワーセンターうおかつ榛名店 Tel.027-374-2112 〒 370-3344 高崎市中里見町 373
パワーセンターうおかつ
倉賀野店
パワーセンターうおかつ
群馬町店
新鮮市場「かっちゃん」
安中店

Tel.027-386-2200 〒 370-1201 高崎市倉賀野町 4691-1

で
冊子持参
!
こんなにお得

クーポン
取り扱い店舗

クーポン取り扱い期間 :2020年４月１日〜９月30日
冊子を持参し、各店舗にて、クーポン使用済のチェックを受けてください。
※他の割引券やサービスとの併用はできません。

中部エリア
GGC 前橋店

済

お食事をご注文のお客様に季節のデザートをお一つプレゼント。
他のサービス券との併用不可。１グループ皆様でご利用頂けます。

パン工房 SYATOA 〜シャトア〜

済

パン500円以上お買上げの方にラスクをプレゼント。

西部エリア
黒毛和牛ハンバーグ Happy Burg 高崎中泉店

済

お食事をご注文のお客様に季節のデザートをお一つプレゼント。
他のサービス券との併用不可。１グループ皆様でご利用頂けます。

Happy Burg 高崎倉賀野店

済

お食事をご注文のお客様に季節のデザートをお一つプレゼント。
他のサービス券との併用不可。１グループ皆様でご利用頂けます。

GGC 高崎本店

済

お食事をご注文のお客様に季節のデザートをお一つプレゼント。
他のサービス券との併用不可。１グループ皆様でご利用頂けます。

卯波

済

お食事をされた方に、ソフトドリンクをサービス。

利根・沼田エリア
まるよし

済

お食事をされた方にシソジュースをサービス。

Tel.027-388-9006 〒 370-3521 高崎市棟高町 123
Tel.027-388-1600 〒 379-0116 安中市安中 2-14-34

両水
両水玉村店

Tel.0270-65-5501 〒 370-1105 佐波郡玉村町福島 540-1

両水並榎店

Tel.027-323-5536 〒 370-0802 高崎市並榎町 155-2

イオン
イオン高崎店

Tel.027-310-9500 〒 370-3521 高崎市棟高町 1400

イオン太田店

Tel.0276-47-8800 〒 373-0808 太田市石原町 81

けやきウォーク アピタ 前橋店

Tel.027-226-8811 〒 371-0801 前橋市文京町 2-1-1

アピタ

そば処

角弥

済

お食事・お土産のお会計から５％オフ（現金のみ）

古民家のお蕎麦屋さん

五月八日

済

お食事された方１人50円引き
（そば注文の方１人につき50円引き）

東部エリア
館林うどん うどん本丸

済

うどん本丸 お
 食事をされた方ソフトクリームとドリンクをサービス
館林うどん お買い物をされた方に粗品を進呈。

磯切りそば

まつもとや

済

お食事をされた方にコーヒーをサービスします。

和房

どんぐり

済

お食事をされたお客様にバニラ・チョコアイスのいずれかをサービ
ス
（ただし１グループ６名まで）
グーちょきパスポートとの併用不可。
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