
【ご注意】

本書は、当組合において入手した情報をもとに独自に作成したものであり、記載店舗にてご使用できることを確約するものではございません。

ご使用できる範囲が限られている場合もありますので、ご使用に当たっては事前にご確認をお願い致します。

※宿泊施設は記載しておりません

※12月15日 0:00時点で承認された店舗になります。 １／４ ページ

（掲載店舗数103軒）

№ 店舗名 ジャンル 定休日 営業時間 電話番号 クーポン

1 吉野屋物産店 お土産 不定休 9:00～18:00 0279-72-2052 紙・電

2 民芸 山白屋 お土産 不定休 10:00～18:00 0279-72-2242 紙

3 十一屋 お土産 火曜日 8:30～20:00 0279-72-2042 紙・電

4 すみよしや お土産 木曜日 9:00～18:00 0279-72-2307 紙・電

5 伊香保ガラス 風の丘 お土産 水曜日 10:00～18:00 090-7281-5100 紙・電

6 のほほん お土産 水曜日 9:00～18:00 0279-72-2290 紙

7 いさごや お土産 無休 9:00～17:30 0279-72-2118 紙・電子

8 群馬土産と本の店 やまのは お土産
金曜日

第2、3木曜日 9:30～18:00 0279-25-8300 紙

9 和の店 小路 お土産 不定休 10:00～17:00 0279-26-7234 紙・電

10 諸国民芸 てんてまり お土産 水曜日
　 　10:00〜17:00（平　日）

　 　10:00〜18:00（土日祝）
0279-72-2144 紙・電

11 伊草酒店 お土産 火曜日 9:00〜20:00 0279-72-2178 紙・電

12 新和 お土産 木曜日 9:00～17:00 0279-72-5001 紙・電

13 カステラ工房 虎ノ助 お土産 火曜日 9:00～17:00 0279-72-2131 紙

14 食の駅　伊香保店 お土産 無休 9:00～18:00 0279-20-3111 紙・電

15 渋川伊香保温泉観光協会 お土産 無休 9:00～18:00 0279-72-3151 紙・電

16 上州物産館 お土産 無休 8:30～17:00 0279-24-3808 紙・電

17 プリン専門店 クレヨン お土産 水曜日
　 　10:00〜16:00（平　日）

　 　10:00〜17:00（土日祝）
0279-24-0290 紙

18 水沢観音　千手堂 お土産 無休 9:00～17:00 0279-26-3711 紙・電

19 地球屋 お土産 無休 10:00～17:00 0279-20-5536 紙・電

20 庵古堂 お土産 無休
　 　9:00〜15:00（平　日）

　 　9:00〜16:00（土日祝）
0279-54-8505 紙・電

21 卯三郎こけし お土産 火・水曜日 9:00～16:00 0279-54-6766 紙

22 群馬まいたけセンター お土産 無休 9:00～16:00 0279-54-8976 紙・電

23 BRAE-BURN お土産 水曜日 10:00～18:00 0279-30-5888 紙・電

24 しんとうワイナリー お土産 12/30～1/3 9:30～16:30 0279-54-1066 紙

25 JAファーマーズ野田宿店 お土産 無休 9:30～22:00 0279-30-5511 紙

26 綿引肉店 お土産 月曜日 10:00～19:00 0279-26-2941 紙・電

27 勝月堂 まんじゅう 無休 9:00～18:00 0279-72-2121 紙

28 田中屋 まんじゅう 不定休 9:00～18:00 0279-72-2164 紙

29 大黒屋本店 まんじゅう 不定休 7:00～売切り次第 0279-72-2112 紙

30 寿屋 まんじゅう 不定休 8:00～18:00 0279-72-2513 紙

31 花いちもんめ まんじゅう 無休 8:30～17:00 0279-72-3720 紙

32 清芳亭 まんじゅう 無休 8:00～17:00 0279-20-3939 紙・電

33 竹内製菓 まんじゅう 木曜日 7:30～12:00 0279-72-2548 紙・電

34 茶楼 千 グルメ
(昼)火・水曜日
(夜)月曜日

(昼)10:00～17:00
(夜)18:30～24:00

0279-72-2275 紙・電

35 SARA"S Terrace Arraiya グルメ 不定休 10:00～18:30 0279-72-2183 紙
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36 大正浪漫 黒船屋 グルメ 木曜日
11:00～15:00（ カレー ）

18:30～25:00（ラーメン）
0279-20-3962 紙・電

37 つるや食堂 グルメ 月曜日 11:00～16:00 0279-72-2306 紙

38 CAFÉ＆BAR 楽水楽山 グルメ 不定休 9:00〜18:00 0279-72-3355 紙

39 STRAWBERRY BOMB グルメ 水曜日 10:00～18:00 090-4616-1813 紙・電

40 茶房てまり グルメ 水曜日
　 　10:00〜17:00（平　日）

　 　10:00〜18:00（土日祝）
0279-72-2144 紙・電

41 四季彩 グルメ 水曜日 11:00～20:00 0279-72-3917 紙

42 茶屋たまき グルメ 火曜日 9:00～17:00 0279-25-8595 紙

43 てんてん グルメ 火・水曜日 20:00～24:00 0279-26-3211 紙

44 ぴのん（夢味亭） グルメ 無休 11:30〜14:00 0279-72-3308 紙

45 いけや グルメ 木曜日
11:00～15:00／17:00～20:00

21:00～23:00
0279-72-3193 紙

46 栄寿し グルメ 月曜日
11:00～14:00
17:00～22:00

0279-72-2545 紙

47 木暮茶寮 グルメ 無休
　 　11:30〜14:00（平　日）

　 　11:30〜15:00（土日祝）
0279-72-4170 紙・電

48 游喜庵 グルメ 水曜日
　 　11:00〜14:30（平　日）

　 　10:30〜15:30（土日祝）
070-1062-5886 紙・電

49 鶴亀庵 グルメ 水曜日 11:00～20:00 0279-25-0394 紙

50 伊香保時代屋 グルメ 無休
　 　11:00〜18:00（平　日）

　 　11:00〜20:00（土日祝）
0279-24-3868 紙・電

51 地球屋パン工房 グルメ 無休 10:00～17:00 0279-70-8000 紙・電

52 ラトルアンドハム グルメ 月曜日
11:00〜15:00（L.O14:30）
17:30〜21:30（L.O21:00）

0279-26-2929 紙・電

53 大澤屋（第１店舗） 水沢うどん 木曜日
　 　10:30〜16:00（平　日）

　 　09:30〜16:00（土日祝）
0279-72-3295 紙・電

54 大澤屋（第２店舗） 水沢うどん 火曜日
　 　09:00〜15:00（平　日）

　 　09:00〜15:30（土日祝）
0279-72-5566 紙・電

55 大澤屋（石段街店） 水沢うどん 木曜日
　 　10:30〜15:30（平　日）

　 　10:30〜16:00（土日祝）
070-1071-6906 紙・電

56 本舗 丹次亭 水沢うどん 火曜日
　 　8:30〜16:00（平　日）

　 　8:30〜17:00（土日祝）
0279-72-3739 紙

57 水澤亭 水沢うどん 水曜日
10:30〜14:30
09:00〜16:30

0279-72-5111 紙

58 水香苑 水沢うどん 木曜日 11:00～15:00 0279-25-8989 紙・電

59 うどん茶屋水沢万葉亭 水沢うどん 不定休
11:00〜13:30（L.O)（平　日）

11:00〜14:30（L.O)（土日祝）

10:00〜15:00（L.O) (平　日）

0279-72-3038 紙・電

60 伊香保露天風呂 観光施設 第1、3木曜日 10:00～18:00 0279-72-2488 紙・電

61 体験工房クラインフォーレ 観光施設 木曜日 10:00～17:00（最終受付16:00） 070-1189-8076 紙・電

62 伊香保ガラス工房 吹々 観光施設 水曜日 10:00～18:00 0279-25-8493 紙

63 竹久夢二伊香保記念館 観光施設 無休 10:00～16:00（最終受付15:00） 0279-72-4788 紙・電

64 伊香保焼 陶句郎窯 観光施設 水曜日 9:00～17:00 0279-20-3555 紙・電

65 伊香保グリーン牧場 観光施設
1月上旬～2月末

までの平日 9:00～16:00（最終受付15:00） 0279-24-5335 紙・電

66 ハラ ミュージアム アーク 観光施設 11/3～4/1 9:30～16:30（最終受付16:00） 0279-24-6585 紙・電

67 伊香保のいちご 伊香保農園 観光施設 無休 10:00～15:00 090-5432-2054 紙・電
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68 渋川スカイランドパーク 観光施設
11月～2月の火曜

12/31～1/1
9:00～17:00 (3月～10月)

10:00～16:00 (11月～2月)
0279-20-1589 紙・電

69 おもちゃと人形自動車博物館 観光施設 無休 8:30～18:00
（11/1～4/24は17:00まで）

0279-55-5020 紙

70 伊香保のいちご 吉岡農園 観光施設 無休 10:00～15:00 090-2641-4167 紙・電

71 ロックハート城 観光施設 無休 09:00～17:00 0279-63-2101 紙

72 柳香軒 射的 不定休 9:00～18:00 0279-72-2357 紙

73 麻里音 射的 無休
10:00～12:00
15:00～22:00

080-6552-2209 紙

74 山仁屋 射的 不定休 16:00～22:00 0279-72-2127 紙

75 伊香保カントリークラブ スポーツ 不定休 8:00～17:00 0279-72-3188 紙

76 霞山カントリー俱楽部 スポーツ 無休 7:00～17:00 0279-54-1111 紙

77 伊香保国際カンツリークラブ スポーツ 無休
7:00〜17:00（平　日）

6:00〜17:00（土日祝）
0279-22-1270 紙・電

78 伊香保ゴルフ倶楽部 スポーツ 無休
7:00〜18:00（平　日）

6:30〜18:00（土日祝）
0279-59-3301 紙

79 関越交通バス 交通機関 無休 車内にて運賃の支払いに利用可能 0279-20-1900 紙

80 群馬バス 交通機関 無休 車内にて運賃の支払いに利用可能 027-374-0711 紙

81 エキップレンタカー 交通機関 無休 9:00～19:00 0279-24-2488 紙・電

82 齋藤写真館 その他 不定休 9:00～18:00 0279-72-2125 紙・電

83 サワダ兄弟写真館 その他 不定休 9:00～20:00 0279-72-2146 紙

84 コスモ石油　伊香保SS その他 無休 8:30～18:30 0279-72-3255 紙

85 ＥＮＥＯＳ　伊香保SS その他 無休
7:00～21:00

　　　 8:00～19:00（日祝）
0279-24-1721 紙・電

【榛名湖】

№ 店舗名 ジャンル 定休日 営業時間 電話番号 クーポン

1 榛名山ロープウェイ 交通機関 無休
9:00～17:00（4月～11月）

9:00～16:00（12月～3月）
027-374-9238 紙

2 江原ボート 観光施設 無休 07:00～16:00 027-374-9525 紙

3 はくちょう丸 観光施設 無休 09:00～16:00 027-374-9408 紙

4 榛名観光ボートサービス 観光施設 無休 10:00～16:00 027-374-9160 紙

5 榛名湖温泉ゆうすげ元湯 その他 無休 10:00～20:00 027-374-9211 紙

6 セゾン ド はるな その他 無休 09:00～17:30 027-374-9611 紙

7 旅館 高原 その他 不定休 11:00～15:00 027-374-9107 紙

8 天狗亭 グルメ 不定休 09:00～17:00 027-374-9350 紙

9 彩湖庵 グルメ 無休 11:00～16:00 027-374-9528 紙

10 甲子亭 グルメ 無休 10:00～16:00 027-374-9231 紙

11 榛名湖レストハウス グルメ 無休 09:00～16:00 027-374-9408 紙

12 カフェ水月 グルメ 無休 10:00～16:00 027-374-9128 紙

13 大蔵坊こばやし グルメ 無休 09:00～16:00 027-374-9311 紙・電

14 カフェテラス エヴァ グルメ 無休
7:00～16:00（平　日）

7:00～17:00（土日祝）
027-374-9525 紙
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【榛名湖】
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15 レストラン ふじや グルメ 無休 09:30～16:00 027-374-9111 紙

16 白樺亭 グルメ 無休 09:00～16:00 027-374-9031 紙

17 長尾亭 グルメ 無休 09:00～17:00 027-374-9250 紙

18 ロマンス亭 グルメ 無休 11:00～14:30 027-374-9217 紙
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