
アウトドア（数字の色が●）　市外局番（0278）　群馬県利根郡みなかみ町
№ 店舗名 住所 TEL 販売品目

1 グランボレ パラグライダースクール 師2151 62-1274 パラグライダー

2 かぬ～っこ みなかみカヌー.Com 鹿野沢576 72-5070 カヌーツアー

3 ネイチャー・ナビゲーター 小日向260-1 72-5923 ラフティング

4 アイラブカヌー 高日向303-1 72-1337 カヌーツアー

5 ウイズスポーツ 高日向651 72-3217 ラフティング・シャワー
クライミング

6 カッパＣＬＵＢ 寺間18 72-1372 アウトドアツアー

7 ㈲ビッグウェーブ 川上382-2 20-4116 ラフティング・キャニオ
ニング

8 ㈲アンクルベアー 湯原105-1 72-8484 ラフティング・カヌー

9 TOP水上カンパニー 綱子170-1 72-5086 ラフティング・キャニオ
ニング・カヌー・バギー

10 レイクウォーク 大穴142-1 72-2870 カヌーツアー

11 マックス アウトドアツアー 大穴54-3 72-4844 ラフティング・キャニオ
ニングツアー

12 フォレスト＆ウォーター 湯檜曽191-12 72-8017 ラフティング・キャニオ
ニング・カヌー

13 キャニオンズ 湯檜曽45 72-2811 キャニオニング・ラフィ
ング・カフェ・BBQ

14 いこく 川上123-4 72-8065 アウトドアツアー・カヌー

15 水上高原ゴルフ場 藤原6152-1 75-2222 ゴルフ・テニス他

16 月夜野カントリークラブ 新巻3695-2 64-0116 ゴルフ

17 群馬カントリークラブ 師田630 64-0321 ゴルフ

18 ㈱群馬サイクルスポーツセンター 新巻大峰山 64-1811 園内利用

19 宝台樹キャンプ場 藤原3839-1 75-2206 キャンプ場内飲食・販
売・レンタル品

20 谷川岳ロープウェイ㈱ 湯檜曽湯吹山国有林 72-5840 ロープウェイ

21 シャンシャン馬車 水上駅～湯原温泉街 馬車乗車料

22 ノルンみなかみフラワーガーデン 寺間479-139 72-6688 フラワーガーデン・飲
食・土産品

23 オートキャンバーズエリアならまた 藤原字洗の沢6322-2 75-2700 キャンプ場・売店・BBQ
サイト

飲食（数字の色が●）　市外局番（0278）　群馬県利根郡みなかみ町
№ 店舗名 住所 TEL 販売品目

1 そばの里 芳味亭 上牧794 72-2744 そば・うどん他

2 上牧茶屋 上牧2111 20-4004 居酒屋

3 kitchen café と蔵 下牧650-2 62-9020 カフェ・ランチ

4 お食事処 ふじ 下牧266-1 62-2204 すし・定食他

5 中華たむら 下牧354-1 62-6033 ラーメン・定食他

6 レストランドブリーデン 後閑761-1 20-2033 地ビール・コース・うど
ん・そば他

7 和洋レストラン竹 後閑693-7 62-2229 定食・ラーメン他

8 満留伊屋食堂 後閑317 62-3131 すし・うどん・そば他

9 カツレツ厨房＋お茶バー 銀の月 政所1042 62-1002 カツ・ランチ・カフェ

10 そば・うどん処 天丸 月夜野1146-2 62-3477 うどん・そば・定食

11 和風レストランしんりん 下津3375-5 62-1122 定食・うどん・そば他

12 ラーメン香華 上津906-1 62-3472 ラーメン他

13 ラーメンショップ 月夜野バイパス店 上津973-1 62-6657 ラーメン他

14 名胡桃城址案内所 下津3462-2 62-0793 コーヒー、ランチ

15 蕎麦工房 たむらや 猿ヶ京温泉1038-5 66-0268 そば・生麺販売

16 お食事処 歩 猿ヶ京温泉210 66-1313 定食

17 三国屋 猿ヶ京温泉1174-9 66-0044 そば

18 杯一 猿ヶ京温泉1230-3 66-0164 ラーメン他

19 野ぼとけそばやまいち屋 湯宿温泉596 64-1321 そば・定食

20 やまいち屋たくみの里店 須川824 64-1020 そば・定食

21 近寿し 湯宿温泉583-1 64-0255 すし

22 どさん子ラーメン 湯宿温泉591 64-2035 ラーメン、中華、定食等

23 ラーメンハウス新治 新巻3613-6 64-1705 ラーメン・定食

4 七宝焼の家 須川822 64-2064 アクセサリー、七宝焼体
験・小物販売

5 癒しの家 須川841-1 64-1191 天然石を利用した手作
り体験・販売

6 豊楽館 香りの家 福寿茶屋 須川847 64-2210 そば打ち、こんにゃく体験・農
産加工品販売・のむヨーグルト

7 マッチ絵の家 須川758 64-2481 マッチ箱に絵付体験・カ
フェ

8 陶芸の家 須川286-2 64-1031 体験・小売

9 木工の家 東峰15－1 64-1065 木工製品づくり体験

10 鈴の家 須川841-4 20-6030 素焼きの土鈴に絵付

11 ドライフラワーの家 須川821-5 64-0882 壁掛リース等のアレンジ

12 ちりめん細工の家 須川273 64-2426 ちりめんを利用した根付
け

13 まんてん星の湯 猿ヶ京温泉1156-1 66-1126 日帰り温泉施設・飲食

14 奥平温泉 遊神館 入須川378 64-2626 日帰り温泉施設・飲食

15 ふれあい交流館（日帰り温泉） 湯原801 72-8885 日帰り温泉入浴施設・物
品販売

16 仏岩温泉 鈴森の湯 阿能川1009-2 72-4696 日帰り温泉

17 宝川温泉 藤原1899 75-2614 日帰り入浴

18 天一美術館 谷川508 20-4111 美術館

19 健康一番 湯原1664-1 72-8180 マッサージ・エステ

20 カラオケBOXキャッスル 湯原686 72-2420 カラオケBOX

21 かめや遊戯場 湯原721 72-2155 スマートボール・射的

22 松竹 湯原722 72-2171 スマートボール・射的

23 上牧温泉 風和の湯 上牧1996-7 72-1526 日帰り温泉

24 和紙の家 須川756 64-1047 和紙づくり体験

25 おしばなの家 須川240-7 64-1377 押し花体験

26 農産物加工の家 須川834 64-0010 農産物収穫体験・手作り
体験・飲食

観光農園（数字の色が●）　市外局番（0278）　群馬県利根郡みなかみ町
№ 店舗名 住所 TEL 販売品目

1 丸芳りんご・ブルーベリー園 下津2459 62-6886 農産物販売

2 まるひろ農園 上津989-2 090-3249-8596 りんごジュース、りんご狩
り、プルーン、他

3 フルーツ公園桃李館 新巻5-10 64-2800 フルーツ狩体験・販売

4 阿部りんご園 上牧1834 72-5006 りんご・アップルパイ他

5 高柳りんご園 石倉1171 72-5532 りんご・うめ・コシヒカリ

6 なぐるみりんご園 下津3321 62-3176 りんご

7 11代 彌平治りんご園 下津2387 62-2745 りんご

8 名月園 下津2677 62-3183 りんご・ももタリン・リン
ゴジュース

9 内海りんご園 下津2344 62-6981 りんご・原木乾しいたけ

10 高橋りんご園 下津2427 62-2696 りんご・ブルーベリー・
ジュース

11 丸幸りんご園 下津2311 62-6975 りんご・ブルーベリー・
ジュース

12 林りんご園 下津349 62-6901 りんご

13 前原りんご園 上津1824 62-3768 りんご

14 高橋まるに園 上津1742 62-6809 りんご・ブルーベリー他

15 村主りんご園 上津1135 62-6811 りんご・天狗印枝豆

16 果実工房 本家園 上津2731 62-2198 りんご・ブルーベリー・
ジャム・ジュース

17 やまとしりんご園 上津1746 62-6808 りんご・ジュース

18 平井りんご園 上津1393 62-6794 りんご

19 高橋アップル農園 上津990-1 62-6801 りんご・桃

小売・サービス（数字の色が●）　市外局番（0278）　群馬県利根郡みなかみ町
№ 店舗名 住所 TEL 販売品目

1 ㈲中村商店 上牧2113 72-2105 酒類・米・食料品・雑貨

2 月夜野焼 上牧2331 72-5307 陶芸品（食器、置物）、陶
芸手作り体験

3 たかはし 下牧263 62-2550 洋品・下着・寝具・その他
繊維製品一般

4 電化のいしざか 下牧331 62-2103 家電商品

5 月夜野びーどろパーク 後閑737-1 62-2211 工芸ガラス各種体験・販
売

6 茂山窯 モザンカマ 後閑2196 62-6632 陶器

24 うまいもの屋 すえひろ 布施84-1 64-0831 定食

25 Bar Hoochie Coochie 布施84-1 64-0813 バー

26 居酒屋花水木 入須川1744-3 64-2371 居酒屋

27 長寿庵 須川832-1 64-1340 そば・農産物直売他

28 須川茶屋 須川287-1 64-0784 定食・舞茸うまか麺

29 八兵衛 須川822-5 64-0340 そば

30 ふれあいの家 須川252-1 64-2288 そば・体験・小売

31 Sumika living 鹿野沢397 090-8116-0320 カレー・玄米プレート・シ
フォンケーキ

32 喫茶・食事 白樺 鹿野沢70-16 72-2222 喫茶

33 そば処 「くぼ田」 鹿野沢70-15 72-6420 舞茸天そば・うどん

34 コブシ 鹿野沢1-25 72-2153 軽食

35 ラーメン（中華）キムラ 鹿野沢1-28 72-2161 ラーメン

36 スナック 銀嶺 湯原680 72-4949 スナック

37 かや 小仁田472 72-4617 山菜ざるそば

38 そば処 一水 小仁田265-1 72-3371 そば・うどん

39 坪乃庵 川上386-1 72-6840 天ぷらせいろ・天丼

40 レストラン諏訪峡 川上20-5 72-2397 そば・うどん・定食

41 めん処まる味 湯原136-8 72-4467 うどん・そば

42 パブ 琥珀の森 湯原670 72-3440 カラオケ・パブ

43 やぶそば 湯原785-1 72-3492 そば・うどん

44 ベイカリー＆レストラン 亜詩麻 湯原146 72-3326 焼きカレー・パスタ

45 釜焼ピザの店ラ・ビエール 湯原681-3 72-2959 ナポリピザ・プリン

46 魚信 湯原680 72-3309 小料理

47 水上の釜めし 和食処 山水 湯原757-1 72-3781 釜めし・ステーキ

48 大衆食堂 フライパン 湯原809 72-3266 定食・ラーメン

49 大八 湯原652-1 72-2451 居酒屋

50 一力寿し 湯原811 72-2122 すし

51 四季の御料理 桂寿し 湯原809-5 72-5151 すし・山菜

52 ダイニングたにがわ 湯原759-1 25-3388 居酒屋・ランチ

53 スナック之 湯原829 72-4582 スナック

54 奥利根ラーメン 湯原685 72-2044 ラーメン

55 カラオケスナック 水上公会堂 湯原686-1 72-6366 スナック

56 あしま園 湯原107 72-5874 定食

57 楽天亭 四季のぎゃらりー 谷川437-1 72-5328 ギャラリー・喫茶・飲食

58 佳のこ 藤原5518-1 75-2067 天丼・磯料理

59 山路 藤原15 72-1880 釜めし各種、ほうとうう
どん

60 武尊ラーメン 藤原2055 75-2741 ラーメン

61 そば処 角弥 幸知189-1 72-2477 そば・土産

62 お菓子の家 谷川岳ドライブイン 湯檜曽土合220 72-5222 土産・定食他

63 あらいそば 湯原788 72-2264 そば

64 丸々亭 小日向670 72-2700 うなぎ

65 ちゃこ 鹿野沢1-26 72-8603 郷土料理

66 まるよし 湯原810-2 72-3736 うどん・そば

67 雪松 湯原479 72-3479 ラーメン・餃子

68 ラ・コンシェルジュ 川上225-1 72-2591 各種パスタ・ケーキ・お
土産

69 一酒家（わんさか） 新巻25 64-2225 居酒屋

70 居酒屋 秀 猿ヶ京温泉1230-3 66-0164 居酒屋

71 料理屋ふくすけ 猿ヶ京温泉1169 66-0280 居酒屋

インドア（数字の色が●）　市外局番（0278）　群馬県利根郡みなかみ町
№ 店舗名 住所 TEL 販売品目

1 おめんの家 東峰35 64-1827 おめんに絵付

2 ガラスの家 須川822 64-1316 ガラス細工体験・販売

3 たくみの里 人形と石画の家 須川462-3 64-2229 人形その他の体験・石画
の体験・作品販売

7 とみのや物産店 後閑312 62-2208 土産品・菓子類・飲料品

8 ブティック ヤスダ 後閑1243-1 62-2707 婦人服・化粧品・ファッ
ション小物

9 くすり SHISEIDO 紅屋 後閑1242-1 62-2700 薬・資生堂化粧品

10 ㈱丸利商事 月夜野550 62-2518 肥料・農薬・雑貨

11 高橋時計メガネ店 月夜野529-3 62-2108 時計・メガネ・印鑑

12 ㈱山岸商店 月夜野403 62-2737 建材・金物・工具・電動工
具

13 月夜野はーべすと（農産物直売所） 月夜野2936 20-2123 農産物・土産品・食品・飲
食

14 ㈱関口屋商店 月夜野304 62-2441 酒類・食品・たばこ

15 フラワーショップ花の月夜野 月夜野3277-7 62-3391 生花

16 上毛高原駅前観光センター 月夜野1744-1 62-2253 土産品

17 佐藤商店 吹路298-1 66-0202 ガソリン・地酒

18 お土産 はしば 猿ヶ京温泉1093 66-0153 つけもの・お菓子・米・山
芋そば

19 ㈲さかえや洋品店 猿ヶ京温泉1096 66-0062 総合衣料販売

20 ㈲一桝屋商店 猿ヶ京温泉153 66-0012 生鮮食品・一般食品・地
酒・米・雑貨

21 新月 猿ヶ京温泉1137-5 66-0087 饅頭・菓子

22 大阪屋製菓 相俣1733 66-0182 饅頭・土産品

23 ㈲富士石油猿ヶ京ＳＳ 相俣65-1 66-0159 燃料以外の商品・サービ
ス

24 魚辰 小林商店 湯宿温泉2380 64-0025 生鮮食品

25 恩田屋 湯宿温泉606 64-0413 衣類

26 大阪屋菓子店 湯宿温泉2272-52 64-0601 酒饅頭・生どら焼・温泉
まんじゅう

27 関根商店 湯宿温泉2380-2 64-0152 地元産果実・野菜・乾物
他

28 太助ドライブイン 新巻3596 64-0710 太助饅頭・俵最中・栗最
中

29 ドラッグ・たむら 布施2458-7 64-2458 薬・資生堂化粧品・健康
食品・おしゃれグッズ

30 山田屋商店 入須川1760-2 64-1200 地酒・食料品

31 橋場商店 入須川2347 64-1227 地酒・食料品

32 ㈲小松屋商店 須川771 64-0357 地酒・食品

33 品田みやげ店 鹿野沢70-11 72-3268 喫茶・みやげ

34 育風堂精肉店 鹿野沢386 72-3574 精肉、加工品販売・飲食

35 小野みやげ店 鹿野沢70-14 72-2005 温泉饅頭・生大福・こん
にゃく・味噌漬け

36 丸山みやげ店 鹿野沢70-13 72-2064 土産品・地酒

37 おみやげ市場 湯原830 72-3630 饅頭・お土産

38 おみやげナカヨシ 鹿野沢70-19 72-3435 お土産

39 まんじゅう屋 笛木 鹿野沢70-18 72-1000 饅頭

40 美味本舗 瀧澤 小日向531-1 72-2170 地酒・ワイン・漬物

41 ㈲月見堂本舗 小仁田574-1 72-2206 温泉饅頭・手作り味噌漬
け他

42 桑屋 湯原702-2 72-3765 飲食・土産

43 滝口薬品 湯原686-11 72-2141 医薬品・化粧品・雑貨

44 ㈲丸須製菓 湯原1680-4 72-3591 仙ノ倉万太郎・よもぎま
んじゅう他

45 道の駅水上町水紀行館 満店横町 湯原1681-1 72-1425 土産・農産物・工芸品

46 ことぶき物産店 湯原670 72-3402 土産品

47 水上石油㈱ 湯原1685 72-5300 洗車・オイル・燃料

48 鈴元屋 湯原801 72-2138 生鮮食品・一般食品

49 小荒井製菓 湯原1680-20 72-2143 生どら焼

50 ㈲田口商店 湯原654-1 72-2207 酒・食料品

51 宮代米穀店 湯原1687-7 72-2273 米・もち米・玄米

52 ヤマザキYショップ 阿部 大穴158-1 72-3510 食料品・雑貨・酒・たばこ

53 いさごや ㈱竹内商事 湯檜曽200-1 72-3530 土産品・惣菜

54 気ママ屋 湯原713 72-1700 パン

55 モロダ 政所142-1 62-2031 ギフト・洋服

56 マルスギ 月夜野333 62-2058 洋服

57 鈴木屋 湯原723 72-2275 土産品

58 手仕事広場 あじさい 湯原809 72-6996 雑貨

59 きのこの石坂 上牧801-1 72-5416 きのこ・りんご

※店舗によっては使用できない商品や、他のサービス券との併用ができないものもございますのでご了承下さい。
ご不明な点はみなかみ町商工会（TEL.0278-62-1155）までお問い合わせ下さい。

エンジョイみなかみ商品券取扱店一覧




