
令和4年6月10日現在　194店舗　※店舗は随時追加していきます。

【東町：11店舗 ・大間々町：125店舗(内：さくらもーる36店舗)・笠懸町：58店舗】　

東町
店舗名 住所 取扱商品 電話番号

新井商事(有)　神戸給油所 東町神戸579-6 ガソリンスタンド 0277-97-2533

新井商事(有)　花輪本店 東町荻原145 ガソリンスタンド 0277-97-2519

かぬ～っこ草木湖カヌー.com 東町草木1654-1 草木湖カヌーツアー 090-8592-1571

草木ドライブイン 東町草木75 コンビニ・物産品 0277-95-6136

国民宿舎サンレイク草木 東町草木1654-1 食事・宴会・入浴・土産 0277-95-6309

玉木屋 東町神戸379 うどん・そば 0277-97-2825

天宝堂 東町草木75 くるみ焼まんじゅう、舞茸せんべい 0277-95-6130

東陽館 東町小中773 ランチ・宴会　等 0277-97-2840

(有)三島屋商店 東町花輪913-5 酒・米・灯油・食品・雑貨 0277-97-2620

森の中で創る。Lab 東町沢入986 木工品、木工体験 080-5547-0846

列車のレストラン清流 東町神戸886-1 食事 0277-97-3681

大間々町
店舗名 住所 取扱商品 電話番号

あかがね屋 大間々町桐原362 焼きそば・煮たまご・ソースカツ丼 0277-72-0727

赤城興産(株)　ホームガス事業部 大間々町大間々1649-1 当店で扱う商品代(修理・工事代金など) 0277-73-3401

赤城豆腐すみれ屋　大間々支店 大間々町大間々473-10 ざる豆腐・厚揚げ・ゆば　など 0277-46-9117

秋葉園 大間々町大間々915 茶・海苔・急須・茶の湯道具 0277-72-1301

朝賀米穀店 大間々町大間々1099-2 米・食料品・雑貨・LPガス・灯油 0277-72-1719

足利屋洋品店 大間々町大間々1380 婦人洋品・実用衣料・服飾雑貨 0277-73-1212

あすかホールみどり大間々館 大間々町大間々96-1 生花・供物・仏具他 0277-76-0001

いし和楽 大間々町大間々1386-4 うどん・和食 0277-72-1640

(有)いたくらや 大間々町大間々1293 精肉・惣菜・フライ 0277-72-1209

一藤 大間々町大間々28-17 食事　飲食 0277-72-0333

いっちょう　大間々店 大間々町大間々27-24 うどん・丼・寿司・刺身 0277-30-7178

井筒屋支店 大間々町大間々1711-7 酒類・食品 0277-72-4486

イブ化粧品店 大間々町大間々1491-3 化粧品・エステ 0277-72-1196

今泉家具センター 大間々町大間々1711 ベッド・ソファ・カーテン・仏壇 0277-72-1567

ウエルシアみどり大間々店 大間々町大間々1931-1 医薬品・化粧品・雑貨・食品 0277-73-2007

魚三 大間々町大間々964 野菜・くだもの・惣菜 0277-73-2277

UOYA 水島 大間々町大間々1216 魚・刺身・仕出し・食料品他飲食 0277-72-2400

円空茶屋 大間々町大間々1885-6 焼きまんじゅう・焼きそば 0277-73-4803

大間々ガス協同組合 大間々町大間々1099-2 Ｌ．Ｐガス販売 0277-72-1719

大間々ゴルフクラブ 大間々町高津戸1441 ゴルフ場 0277-72-3131

大間々ゴルフ練習場 大間々町大間々1917 ゴルフ練習場・食堂 0277-72-2024

(株)岡直三郎商店大間々工場 大間々町大間々1012 しょうゆ・しょうゆ加工品・ソフトクリーム 0277-72-1008

小平の里 大間々町小平甲445 うどん・そば・ごはん・お土産品 0277-73-2006

(株)柏葉堂(石原印房) 大間々町大間々965 印鑑・ゴム印・印刷・名刺 0277-72-3618

(株)カスミ　大間々店 大間々町大間々39-1 食品 0277-72-4851

café蔵八 大間々町大間々1050 コーヒー、ハーブティー、紅茶、スイーツ 0277-46-8910

カメザトスポーツ 大間々町大間々569-10 スポーツ用品 0277-73-0799

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋　群馬大間々店 大間々町大間々28-4 カレー 0277-73-1162

川野屋本家 大間々町大間々174-8 うどん・そば 0277-73-0140

川端畳店 大間々町大間々864 畳全般・クリーニング 0277-72-2476

ＫＡＮＢＡＩ－ＢＡＳＥ(カンバイベース) 大間々町上神梅275-1 ＳＵＰツアー・レジャー・レスキュー講習 090-3145-1884

きずな接骨院 大間々町大間々60-18 高気圧酸素カプセル・ダイエットEMS 0277-47-6773
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大間々町
店舗名 住所 取扱商品 電話番号

キッチン　結 大間々町大間々1486-1 広島風お好み焼・中華料理 0277-46-6630

(株)木戸商店 大間々町大間々1393-4 米穀・食品販売 0277-72-1175

郷土料理　道楽園 大間々町塩原787-1 御膳・日替わり弁当・鮎定食(離れ個室あり) 0277-72-1250

銀座まるかんわくわくおおまま店 大間々町大間々683-5 健康食品・サプリメント 0120-500-490

クスリのアオキ　大間々店 大間々町大間々383-2 薬・化粧品・日常生活品など 0277-46-7363

クスリのアオキ　桐原店 大間々町桐原40-26 薬・化粧品・日常生活品など 0277-47-6025

蔵人新宇 大間々町大間々1050 蔵出しの陶磁器 0277-73-5656

クリーニングスズキ2丁目店 大間々町大間々1294 クリーニング 0277-72-2659

久路保山荘 大間々町大間々613-3 乾麺・半生めん 0277-73-3777

久路保山荘葛葉茶寮 大間々町大間々613-3 半生ひもかわ・うどん・信州そば 0277-73-3777

コスメハート・キタガワ 大間々町大間々401-3 化粧品・婦人服 0277-73-0082

(有)小林商店 大間々町大間々1304 LPガス・灯油・給湯器・調理機器 0277-72-1104

小林米穀店 大間々町大間々879 米・酒・うどん 0277-72-1498

(有)こまつ屋 大間々町桐原245-5 花ぱん・トロッコサブレ・あっぷるぼうる 0277-72-2171

古民家の隠れ宿　神梅館 大間々町上神梅275-1 ランチ(おっきりこみ、カレーうどん・カレーそば等) 0277-73-0355

コメヤ商店 大間々町大間々1337 米穀・地鶏卵・ひじきごはんの素 0277-72-1012

さくらもーる専門店街 大間々町大間々40 別紙「さくらもーる専門店街」の項目を参照 0277-73-6868

酒処さくら 大間々町桐原36-1 袋詰めモツ煮 0277-73-2772

酒のやまや　大間々店 大間々町大間々18-3 酒類を中心に、食品やお菓子、飲料等 0277-46-8089

サロンド　シスター 大間々町大間々2377 美容業 0277-72-2260

サロンドフルベール大間々北 大間々町大間々2294-1 フェイシャルサロン・化粧品 080-1019-1388

清水建材(有) 大間々町大間々1752-9 砕石 0277-73-3331

旬彩　きむら 大間々町大間々1341-2 海鮮料理・定食・うなぎ・そば 0277-73-1234

旬菜トラットリア　ありす 大間々町大間々32-11 イタリアン生パスタ・生そばイタリアン 0277-73-1257

上毛電気鉄道(株)　赤城駅 大間々町大間々2445-3 グッズ販売 0277-72-1138

食彩工房　味菜 大間々町大間々2413-1 飲食・居酒屋 0277-46-7187

スナガ食品(株) 大間々町大間々1236 こんにゃく・ところてん製造販売・氷販売・アイスクリーム卸 0277-73-5488

創彩食　さと 大間々町大間々1875-20 和食・創作料理 0277-32-3414

ダイソー大間々店 大間々町大間々1175 100円ショップ 0277-30-7778

高瀬薬局 大間々町大間々1384 医薬品・雑貨 0277-72-1156

たつ吉みどり大間々店 大間々町大間々381-7 とり重弁当 0277-46-9430

長寿軒本店 大間々町大間々972 和菓子・ロールケーキ 0277-72-1140

寺林デンキ 大間々町桐原598-2 家電商品・パソコン 0277-51-3995

ドラッグスギ　新大間々店 大間々町大間々1509-1 医薬品・化粧品・日用品・食品 0277-73-7206

(株)とりせん大間々店 大間々町大間々401-3 食品・日用品 0277-73-0107

ビジョンメガネ大間々本店 大間々町大間々401-1 眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ 0277-73-3523

ファミリーマートみどり大間々店 大間々町大間々33-6 コンビニエンスストア 0277-30-7060

フジマート大間々店 大間々町桐原810 スーパーマーケット・生鮮食品・飲料 0277-30-7878

(株)ベイシア大間々店 大間々町大間々1773-1 衣料・食品・生活雑貨　他 0277-73-1111

ホームセンター　セキチュー大間々店 大間々町大間々401-1 木材・資材・日用雑貨 0277-73-5222

星野写真館 大間々町大間々1449 写真関連全般 0277-72-1617

Honda Cars群馬　大間々店 大間々町大間々59-8 新車・汎用製品・自動車整備 0277-88-7800

マツバヤ洋品店 大間々町大間々1407-2 衣料品 0277-72-1011

マツモト時計店 大間々町大間々926-1 時計・眼鏡・宝飾販売・修理 0277-73-1230

松屋旅館 大間々町大間々1117 ランチ・テイクアウト 0277-72-1080

マルエドラッグみどり大間々店 大間々町桐原1521-1 医薬品・化粧品・日用品・食品 0277-46-7688

マルゴ商店 大間々町大間々甲1067-2 靴・履物・学校体育着 0277-72-1685

ミスタータイヤマン大間々店 大間々町大間々1163 各種タイヤ販売 0277-73-5500

メガネハウスめいしゅう　みどり大間々店 大間々町大間々19-18 メガネ・補聴器 0277-70-1100

(有)メジャー　パソコン事業部 大間々町大間々751-15 パソコン修理・データ復元・ウイルス駆除 0277-73-3695

焼きがし果々菓 大間々町大間々768-8 マドレーヌ・シフォン・パウンドケーキ 090-2418-3274

焼きまんじゅう美濃屋 大間々町大間々1434-1 焼きまんじゅう・焼きそば 0277-72-3069

(有)ヤマシン 大間々町大間々60-3 家庭用電化製品 0277-72-1991

浅原体験村 大間々町浅原590-14 そば・うどん・土産品 0277-72-0122
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大間々町
店舗名 住所 取扱商品 電話番号

双葉食堂 大間々町大間々1146 おみやげホルモン・一般食堂 0277-72-2660

みやざき 大間々町大間々1501-2 そば・うどん 0277-72-1420

村田石油 大間々町大間々1748-1 石油製品販売 0277-73-5131

わたらせ渓谷鐵道大間々駅 大間々町大間々1375 鉄道グッズ・旅行商品 0277-73-2110

笠懸町
店舗名 住所 取扱商品 電話番号

青柳　笠懸店 笠懸町阿左美591-4 和洋菓子・赤飯 0277-30-8165

あざみ農園 笠懸町西鹿田431 ミニトマト、ギフト、トマト加工品、野菜 0277-32-5670

イエローハットみどり笠懸店 笠懸町阿左美629-15 カー用品販売・取付 0277-30-8811

いっちょう　笠懸店 笠懸町鹿3720 うどん・丼・寿司・刺身 0277-70-7178

ウエルシアアクロスプラザ笠懸店 笠懸町阿左美1308-1 医薬品・化粧品・雑貨・食品 0277-30-5714

ウエルシアみどり岩宿駅前店 笠懸町阿左美2560-11 医薬品・化粧品・雑貨・食品 03-5209-5681

ウエルシアみどり阿左美店 笠懸町阿左美2682-4 医薬品・化粧品・雑貨・食品 0277-76-1308

ウエルシアみどり笠懸店 笠懸町阿左美177-14 医薬品・化粧品・雑貨・食品 0277-70-7681

魚利 笠懸町阿左美1444-14 鮮魚小売 0277-76-7133

鰻屋 笠懸町鹿74-13 うなぎ料理 0277-76-1919

ENEOS 笠懸ＳＳ　大沢商事(株) 笠懸町鹿3876 ガソリンスタンド 0277-76-2521

(株)おざわ 笠懸町鹿2532 お家でカンタン餃子パーティー！ 0277-76-7725

懐石レストラン　庄屋久平 笠懸町鹿4804-1 飲食・テイクアウト弁当 0277-76-0777

Garage　藤掛屋 笠懸町西鹿田709-45 自動車整備・販売 0277-76-8060

玩具・菓子問屋　かたぎり 笠懸町阿左美3310-1 おもちゃ・菓子・花火 0277-47-8001

キットボーイ 笠懸町阿左美629-14 模型 0277-76-2992

酒＆業務スーパー　笠懸店 笠懸町阿左美2814-1 食料品・飲料・酒 0277-70-7101

クスリのアオキ　阿左美北店 笠懸町阿左美2029-1 薬・化粧品・日常生活品など 0277-46-6271

クスリのアオキ　阿左美店 笠懸町阿左美3184-1 薬・化粧品・日常生活品など 0277-32-3134

クスリのアオキ　阿左美南店 笠懸阿左美337ｰ4 薬・化粧品・日常生活品など 0277-46-8318

クスリのアオキ　笠懸店 笠懸町久宮127-4 薬・化粧品・日常生活品など 0277-46-7731

群馬ニチヨー 笠懸町鹿2533-10 ゲートボール・グラウンドゴルフ用品 0277-76-7631

ケーズデンキみどり店 笠懸町阿左美1481-1 家庭用電化製品 0277-70-7150

後藤電気 笠懸町鹿2374-20 家電販売・工事・リフォーム 0277-76-8162

志なの屋 笠懸町阿左美1092-7 そば・うどん 0277-76-3746

下山商店 笠懸町阿左美乙1076 米・酒・煙草 0277-76-2131

(株)ジャパン・ヘア・サイエンス・イノベーション 笠懸町久宮69-55 美容用品・シャンプー・トリートメント・化粧品 0277-76-9475

スーパーセンタートライアル　笠懸店 笠懸町鹿4367-5 食料品・日用雑貨 0277-40-5510

整体　こばやし 笠懸町鹿2173-3 整体 0277-46-6556

セブンイレブン笠懸岩宿店 笠懸町阿左美2325-5 コンビニエンスストア 0277-77-2525

そば八 笠懸町西鹿田185-3 そば・うどん・ごはんもの 0277-76-0131

玉子屋やまたか 笠懸町鹿2965-7 玉子焼・玉子スイーツ 0277-76-1389

朝鮮飯店　桐生店 笠懸町阿左美3360-1 焼肉・韓国料理 0277-76-9432

ツルヤみどり店 笠懸町鹿3916-1 食品・日用品 0277-32-6311

デイリーヤマザキ　桐生競艇場前店 笠懸町阿左美1167-1 コンビニエンスストア 0277-76-0155

手づくりジャムとお菓子の店　ふぁくと 笠懸町阿左美1911-43 ジャム・菓子・乾燥野菜 0277-46-8056

手延ラーメン北山 笠懸町阿左美3104-6 ラーメン・餃子 0277-76-5538

(有)桐栄オートサービス 笠懸町阿左美3299-1 自動車整備・車検・点検 0277-76-5266

ドコモショップみどり店 笠懸町阿左美2810-1 携帯電話 0120-554-557

ドラッグセイムスみどり笠懸店 笠懸町鹿4800-1 医薬品・化粧品・食品・酒 0277-76-9711

パームフジコウ(藤光電機) 笠懸町阿左美2467-1 家電・水道・リフォーム 0277-76-2291

ハリウッドランド・カフェ 笠懸町阿左美3053-1 サンドウィッチ・アメリカ料理・ケーキ 0277-46-6405

(株)ビー・ベスト 笠懸町久宮74-2 美容用品・シャンプー・トリートメント・化粧品 0277-76-9445

ファッションプラザ　太陽 笠懸町鹿4608-6 下着・手作り品(婦人服・バッグ・小物・マスク) 0277-76-6076

仏壇と香りのあすか 笠懸町阿左美3348-20 仏壇・仏具 0277-70-7222

文屋大塚 笠懸町鹿2553 和菓子製造販売 0277-76-3960

(株)フレッセイ笠懸店 笠懸町阿左美1285-1 食料品・日用雑貨 0277-32-3588
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笠懸町
店舗名 住所 取扱商品 電話番号

めん処　次郎長 笠懸町阿左美1281-1 うどん・そば・ご飯 0277-76-6414

モクレンの花 笠懸町鹿4132-3 お墓の清掃・お墓参り代行 0277-32-3280

(有)森田石油 笠懸町阿左美1452-4 ガソリンスタンド 0277-76-3444

やぎぱん 笠懸町鹿2450-26 パン 0277-77-0312

やながわ 笠懸町阿左美370-3 総合衣料・寝具・雑貨 0277-76-2247

やましろや　笠懸店 笠懸町阿左美625-2 生鮮・一般食料品販売 0277-47-6110

萬家　笠懸店 笠懸町阿左美930-1 焼肉・寿司・うどん・そば 0277-70-7678

ラ・メゾン・ド・タカクサギ 笠懸町久宮370-6 欧風料理・テイクアウト 0277-46-6973

利久庵 笠懸町阿左美865-5 うどん・そば 0277-76-3658

ローソンみどり岩宿北店 笠懸町鹿2566-4 コンビニエンスストア 0277-70-7555

ログビート 笠懸町阿左美719-9 黒コショウ・ソース焼きそば・軽食・喫茶店 0277-76-3867

店舗名 取扱商品

アサカシューズ 靴

アスク 婦人服

アリス 婦人服

アン・エディ 婦人服

イースト・1 宝石・メガネ・時計

Ｍ２ 婦人服

KAZI・HOUSE 婦人服

くまざわ書店 書籍

クラフトハート　トーカイ 手芸・クラフト・雑貨

げんき堂 整骨院

ザ・ダイソー 100円ショップ

サーティワン アイスクリーム

シューラルー ブランド複合ショップ

スズキクリーニング クリーニング

スタジオJ 靴

スモールビスケ レディースカジュアル

たい夢 薄皮たい焼き

肉のみや 惣菜・肉

ハニーズ レディース

美食亭 食品・中華・和惣菜

ビスケ 婦人服

美容室スキップ 美容室

ファッションパークモア バッグ・アクセサリー・婦人服

フジヤ 化粧品

フランシュ・コンテ 生活雑貨

ブランベック ベーカリー

フローリストワタリ 生花

マクドナルド ファーストフード

マルキン 婦人服

ミスターケバブ ケバブ専門店

ミストラル バラエティ雑貨

三俣せんべい 菓子

モア バッグ・かばん

吉田園 お茶

レディーズランド　コ・コ 婦人服

わらぼうし 米穀

さくらもーる専門店街　住所／大間々町大間々40
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