
地区 店　　　名 所　　　在　　　地 電話番号 主な取扱品等

渋川 株式会社　小林本店 渋川市渋川2136-2 0279-22-0211 学生衣料（がくせいいりょう）

フエキ化粧品店 渋川市渋川1904-21 0279-22-0947 雑貨

かんぱく洋品店 渋川市渋川1904-46 0279-22-1198 祭用品

田島ストアー 渋川市渋川904-21 0279-22-1364 惣菜（主に揚物）、野菜、果物、精肉等

飯塚米穀店 渋川市渋川1823-28 0279-26-7994 米、自然食品、雑貨

ＴＯＭＡＲＵ 渋川市渋川1824-24 0279-23-4832 衣類、食品、生活小物

メガネ・補聴器　ウインクいわた 渋川市渋川1816-34 0279-22-0854 メガネ、補聴器

キャッチアイ　いわた 渋川市渋川1822-22 0279-23-1515 めがね、時計、電池交換

いしぜき 渋川市渋川1383 0279-22-0902 弁当、惣菜、食料品

ホームベーカリー　コロンバ 渋川市渋川1904-35 0279-24-5766 パン

フレッシュたか 渋川市渋川1820-25 0279-24-1865 野菜、果物、一般食品

オリンピックパン 渋川市渋川1698-5 0279-24-5101 パン、ケーキ

三島屋本店 渋川市渋川2134 0279-22-0425 果物、野菜、一般食料品

ぱんやさん　ＯＨＧＡＮＥ 渋川市渋川1813-30 0279-25-1673 パン類製造・販売

正林堂 渋川市渋川2385 0279-23-0040 本、文具

髙橋精肉店 渋川市石原155 0279-22-0483 精肉

日新堂書店 渋川市石原157-19 0279-22-1615 児童用図書、絵本、学習参考書、問題集

千木良商店 渋川市渋川2268-1 0279-22-0732 米

有限会社　石坂園 渋川市渋川2432-56 0279-22-0156 茶、のり、コーヒー

メンズショップ　ミユキ 渋川市渋川1827-41 0279-22-0464 メンズ洋品、タオル、ハンカチ、靴下、小物、雑貨

おしゃれ雑貨　アン･フラウ 渋川市中村1185-7 0279-22-2022 おしゃれ雑貨、服飾

よしのや 渋川市有馬592-2 0279-25-3933 食品、飲料

イケダグリーンセンター 渋川市有馬152 0279-25-0871 草花

メガネ・トケイのマエダ 渋川市渋川1901-35 0279-22-0634 メガネ、トケイ

広橋商店 渋川市半田530-6 0279-23-3292 食料品

ブティック　ミルク 渋川市渋川1693-13 0279-23-9819 婦人服

井上印房 渋川市渋川2431-56 0279-22-1216 印章

文具のアオキ 渋川市石原202-11 0279-23-1616 文具

こぐれ 渋川市渋川1826-26 0279-24-3525 バッグ、財布類、婦人衣料

モトキカメラ 渋川市石原204-1 0279-25-1488 カラープリント、証明写真、カメラ、写真関連用品

株式会社　京呉服あいかわ・レンタルフォトスタジオ凛 渋川市渋川2613-1 0279-23-5298 呉服販売レンタル、七五三等スタジオ写真他

パン工房　乃毘 渋川市行幸田970-1 0279-24-7626 パン

鳥山畜産食品　株式会社 渋川市渋川1137-12 0279-24-1147 赤城牛、赤城牛カレー等

クロスターミュージック 渋川市渋川2766-5 0279-25-7755 楽器、楽器に関するアクセサリー、楽譜

　　　「しぶかわこども応援券」利用可能店舗等一覧　
　・令和２年７月２８日現在（最新）の利用できるお店等です。
　・一覧は随時更新します。最新情報は渋川市ホームページからご確認いただけます。
　・地区欄にある星印【★】は、今回追加された店舗です。
【販売店等】



錦光堂　本店 渋川市渋川2437 0279-22-0101 和洋菓子

株式会社　 田有花園 渋川市渋川1906－62 0279-22-2833 生花、鉢

有限会社　ファッションのＫ 渋川市渋川2483 0279-23-2579 上着、Ｔシャツ、下着、スラックス

みずいで 渋川市渋川852-9 0279-22-0914 レディースファッション、キャラクターグッズ

エルハート　カミムラ 渋川市渋川1816-22 0279-23-1131 家電品

タナカ薬局 渋川市半田1481-6 0279-22-1184 一般医薬品、医療雑貨、一般雑貨

パティスリー　アズ 渋川市行幸田311-6 0279-25-0032 洋菓子

だんごの美好　渋川店 渋川市渋川1813-30 0279-22-3441 だんご、寿司、弁当

中村まんじゅう店 渋川市行幸田251-6 0279-22-1525 酒まんじゅう

しぶさん 渋川市渋川1832-27 0279-22-2873 水沢うどん、温泉まんじゅう、こんにゃく等

株式会社　シブカワ包装 渋川市石原313-13 0279-22-1691 包装資材他

株式会社　宮前薬局 渋川市渋川1872-54 0279-22-4141 医薬品、医薬部外品、衛生用品

ふとんの仙田屋 渋川市渋川1816-27 0279-23-0274 家具、健康器具、タオル、パジャマ等

銀座パティスリー　Ａｎｔｉｑｕｅ 渋川市石原113-10 0279-25-8181 洋菓子

さわや手芸店 渋川市渋川1785 0279-22-1384 手芸品、糸類、毛糸等

越中屋 渋川市渋川1774 0279-22-0442 鮮魚販売、仕出し（弁当他）、料理提供

スポーツショップ　ネーブル 渋川市渋川1816-41 0279-22-0961 スポーツ用品

ＫＡＮＯＹＡ 渋川市渋川1823-27 0279-22-0904 メガネ、時計、貴金属

クレヨン伊香保ファクトリー 渋川市渋川3692-8 0279-24-0290 プリン等洋生菓子

★ 渋川乗物センターこんどう 渋川市金井1580-1 0279-23-2726 自転車販売修理

★ 岩田金物店 渋川市渋川2432-64 0279-22-0028 キッチン用品、生活雑貨

伊香保 有限会社　斉藤商店 渋川市伊香保町伊香保186-8 0279-72-2229 食品、雑貨等

すみよしや 渋川市伊香保町伊香保18-4 0279-72-2307 雑貨、おみやげ品、喫茶店（店内飲食）

湯の花カステラ　虎ノ助 渋川市伊香保町湯中子955-6 0279-72-2131 カステラ

やまのは 渋川市伊香保町伊香保45 0279-25-8300 本、スケッチブック、ジャム、梅加工品など

小野上 有限会社　明治堂本店 渋川市村上3015-1 0279-59-2022 食料品、菓子他

子持 株式会社　ぐんたね渋川支店 渋川市吹屋656-28 0279-22-3311 種苗、農業用資材、園芸関係

サイクルショップさいとう 渋川市吹屋67-1 0279-24-0965 自転車販売修理業

有限会社　若喜屋商店 渋川市吹屋523 0279-22-0185 米殻類

前和　こもち店 渋川市吹屋659-83 0279-24-1273 メガネ、時計、補聴器

株式会社　鍋屋 渋川市吹屋85 0279-22-0045 建築・土木材料

道の駅　こもち 渋川市白井2318-1 0279-60-6600 農産物、土産品

荒木商店 渋川市中郷1519-9 0279-23-6052 飲料･食品（菓子）

上州・村の駅 渋川市白井2261 0279-22-1506 野菜等農産物、菓子他

赤城 マルフクストアー／丸福食堂 渋川市赤城町三原田586-1 0279-56-2451 丸福ホルモン、豚丼（店内飲食あり）

敷島堂 渋川市赤城町津久田223-16 0279-56-2326 衣類、雑貨、寝具

赤城田舎饅頭　荒井商店 渋川市赤城町敷島451-5 0279-56-2801 赤城田舎饅頭

林商店 渋川市赤城町持柏木587-1 0279-56-5012 食品、雑貨品

森の香 渋川市赤城町敷島701 0279-26-9360 ハーブティ、調味料

フラワーショップ　花膳 渋川市赤城町上三原田261-1 0279-56-4187 生花



北橘 ギフトショップ　イノ 渋川市北橘町真壁1749-3 0279-52-4147 贈答品

はぎわら洋品店 渋川市北橘町真壁968-2 0279-52-2015 衣料品、学生服、学校体育着

今井商店 渋川市北橘町小室368-1 0279-52-2618 菓子、食品

シンワ堂 渋川市北橘町真壁2329-1 0279-52-3836 文具

すずや衣料品店 渋川市北橘町下南室485-2 0279-26-3260 小・中学生用体育着、通学クツ、一般衣料品

フジイパン 渋川市北橘町真壁969-1 0279-25-8449 パン

有限会社　森田屋 渋川市北橘町真壁1389-2 0279-52-2013 飲料、食料品

地区 店　　　名 所　　　在　　　地 電話番号 主な取扱品等

渋川 うまい焼肉♪あおぞら　渋川バイパス店 渋川市渋川999 0279-24-4545 焼肉

ｅａｒｔｈ　ｃａｆｅ 渋川市渋川1816-22　シャインビル２Ｆ左 090-4749-9745 パスタ

イタリアンレストラン　ランデブー 渋川市渋川3670 0279-25-1053 ステーキ、イタリア料理

叶食堂 渋川市渋川3664-40 0279-23-5528 各種定食、カツカレー、ラーメン

焼肉　も～も～亭 渋川市渋川1172-8 0279-30-0303 焼肉料理

レストラン　マルシェ 渋川市行幸田444-1 0279-24-7373 西洋料理

星華 渋川市半田1048-5 0279-22-3544 ラーメン、中華料理

丸中そば店 渋川市渋川1830-46 0279-22-1088 日本そば、うどん

ほるもん　とら屋　渋川店 渋川市渋川1813-26 0279-23-8778 ほるもん焼、焼肉

手打そば・うどん　けむりや 渋川市渋川2274 0279-22-1602 手打ちそば、うどん、ご飯もの（定食類）

Ｌａｄｙｂｕｇ　Ｃａｆｅ 渋川市行幸田304-1　cocoroe1F 0279-26-7739 飲食

渋川２９バル 渋川市渋川2073-22　東平ビル101 0279-26-2986 肉料理

キッチン　タカハシ 渋川市石原1-3　カワバタビル1F 0279-23-8877 洋食

Ｌｅｉ 渋川市渋川1697-2 090-9233-1612 ハワイアン料理など

ダイニング永楽 渋川市石原30-1　セリーヌⅠ101 0279-22-0771 串揚げ、ピザ、カレー

とんかつ屋　九兵衛 渋川市渋川2798-1 0279-25-1199 とんかつ、海老フライ、ハンバーグ

おふくろそば 渋川市金井1583-3 0279-24-0241 そば、うどん、定食

焼肉　金田 渋川市中村102-1 0279-25-4129 焼肉

伊勢屋本店 渋川市渋川1945-59 0279-22-0710 ラーメン、団子、寿司等

やきそば福屋 渋川市行幸田213-1 0279-23-5035 やきそば、お好み焼き

鶴亀庵 渋川市渋川3670-1 0279-25-0394 うどん、そば

旬彩酒房　蔵屋 渋川市中村219-5 0279-25-8558 イタリアン料理をベースとした創作料理

栃木屋そば店 渋川市渋川2458-1 0279-22-0636 そば、うどん

うまい焼肉♪あおぞら　本店 渋川市渋川2809-1 0279-23-6351 焼肉料理

寿しとも 渋川市渋川4185-24 0279-24-2238 寿し、うなぎ

中華菜館　開運 渋川市行幸田304-2 0279-24-2132 中華料理

そば処　松居 渋川市渋川1830-37 0279-22-0112 そば、うどん

ジャンクスィート 渋川市渋川1876 0279-25-1020 ドリンク、デザート、軽食

カフェレストラン　ベアーズレイ 渋川市渋川1906-28 0279-23-2385 ハンバーグ、オムライス

志むら飯店 渋川市半田1120 0279-22-0059 和食、中華料理

【飲食店等】



マーキームーン 渋川市渋川1814-32　2F 0279-24-7792 カレーライス

たか幸食堂 渋川市渋川1907-25 0279-22-1308 定食

和くつろぎ処　うたしあ 渋川市渋川2762-1 0279-30-3555 和洋創作料理

そば茶屋　中しま 渋川市渋川2841-8 0279-24-1340 日本そば、うどん、丼物

カフェ　チルコリーノ 渋川市有馬132-1 0279-51-9194 パスタ、お肉料理、ピザ、ケーキ、ドリンク

林家食堂 渋川市渋川2147-3 0279-22-2775 中華料理

パスタハウス　ポポラーレ 渋川市金井244-1 02479-25-3210 スパゲッティ、ピザ、ハンバーク等（イタリア料理）

Ｃａｆé＆ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　Ｖｉｎｇｔｉｅ 渋川市渋川2728-1 0279-25-8889 飲食

バーニーズダイナーハンバーク 渋川渋川2837-3 0279-25-0519 ハンバーク（ライス、サラダセット）

ハレの日カフェ　ふる～る・ど・すりじぇ 渋川市有馬145-6　アリマベース101 0279-25-7533 洋食

雷亭 渋川市金井2320-1 0279-23-5955 うどん、もつ煮

らーめん処　はんぐりー 渋川市行幸田70-1 0279-23-1531 ラーメン、ギョーザ

プレヴェール渋川 渋川市金井1298 0279-26-3330 飲食他、テイクアウト弁当

海鮮四季　北海亭 渋川市石原201-1 0279-24-7677 海鮮・寿司、定食・丼物

中国料理　四川 渋川市川島1658-1 0279-24-8589 中国料理

ホルモン中々 渋川市渋川1826-24 0279-26-2292 焼肉

うなぎ　齋 渋川市渋川1696-11 0279-25-7898 うなぎ　他

イタリアンレストラン　スウィートバジル 渋川市八木原1399 0279-25-0775 イタリア料理

★ 滝そば 渋川市渋川2873-1 0279-22-0265 そば、うどん

伊香保 本舗　丹次亭 渋川市伊香保町水沢192 0279-72-3739 水沢うどん

水澤亭 渋川市伊香保町水沢233-8 0279-72-5111 水沢うどん

大澤屋 渋川市伊香保町水沢198 0279-72-5872 水沢うどん

ＳＴＲＡＷＢＥＲＲＹ　ＢＯＭＢ 渋川市伊香保町伊香保69 090-4616-1813 いちごドリンク

洋風旅館ぴのん／テラスカフェ＆レストラン夢味亭 渋川市伊香保町伊香保383 0279-72-3308 ランチ＆ディナー、宿泊（旅館）

水沢手打ちうむどん　始祖　清水屋 渋川市伊香保町水沢204 0279-72-3020 うどん

游喜庵 渋川市伊香保町伊香保544-130 070-1062-5886 カレーうどん

レストラン桂 渋川市伊香保町湯中子276 0279-72-3372 和洋食料理

うどん茶屋　水沢万葉亭 渋川市伊香保町水沢48-4 0279-72-3038 水沢うどん（おみやげ等販売店あり）

湯沢亭　いたばし 渋川市伊香保町伊香保92 0279-72-2235 中華料理

ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　楽水楽山 渋川市伊香保町伊香保45 0279-72-3355 コーヒーなどの飲物とケーキ

お好み焼屋　山路 渋川市伊香保町伊香保198-3 0279-72-3352 お好み焼、もんじゃ焼、鉄板焼

茶房てまり／諸国民芸てんてまり 渋川市伊香保町伊香保76-2 0279-72-2144 コーヒー、ケーキ、甘味、軽食、白玉／和雑貨、布物（小売有）

小野上 きのこ茶屋 渋川市小野子163 0279-59-2121 日本料理、うどん、そば、弁当

ＣＯＵＮＴＲＹ　ＲＯＡＤ　ｆｒｏｍ　１ 渋川市村上2850 0279-59-2044 ハンバーグステーキ

子持 グルメ亭 渋川市北牧乙32-1 0279-53-3819 持ち帰り弁当

うぶかた 渋川市吹屋81-1 0279-22-0197 手打ちそば、うどん、定食

桑野屋 渋川市吹屋乙82 0279-23-6782 そば、うどん、天ぷら、丼物

Ｌｉｔａ　ｂｌａｎｃ 渋川市上白井2523-91 0279-60-2080 パスタ、オムライス、サンドイッチ、ケーキ、ドリンク等、雑貨（販売）

赤城 わく玉 渋川市赤城町北上野413-15 0279-56-8885 うどん、そば、ご飯もの

焼肉　金山亭 渋川市赤城町津久田172-2 0279-56-8130 肉料理



川魚グルメ館くるま 渋川市赤城町溝呂木390 0279-56-2673 川魚料理、釣堀

敷島飯店 渋川市赤城町津久田183-18 0279-56-2850 中華、ラーメン、ギョーザ

北橘 北橘にぼしラーメン　かのうや 渋川市北橘町下箱田625-189 090-7832-7378 ラーメン

一本松　根井家 渋川市北橘町真壁1739-2 0279-52-2612 食堂（定食、麺類）

落合簗 渋川市北橘町八崎272-2 0279-22-1878 鮎料理

地区 店　　　名 所　　　在　　　地 電話番号 主な取扱品等

渋川 武蔵学院 渋川市渋川1872-57 0279-22-6348 小中高校生　学習指導

理容室　ナポレオン 渋川市渋川2011-9 0279-24-0044 理容、カット

美容室　ジョー 渋川市渋川2011-9 0279-24-7777 カット

ヘアーサロン　カラー＆グリーン 渋川市金井1641-2 0279-30-0141 美容業

美容室あ～む 渋川市渋川1815-37 0279-24-3545 カット、美容一般

アイ美容室 渋川市渋川1934-28 0279-23-9331 美容一般

ローランド観光バス　株式会社 渋川市有馬1680-1 0279-24-7171 観光バス

ローランド観光　株式会社 渋川市有馬1680-1 0279-23-2007 旅行商品

伊香保グリーン牧場 渋川市金井2844-1 0279-24-5335 入場券

美容室ＳＵＢＡＲＵ　行幸田店 渋川市行幸田324-5 0279-24-4860 美容

理･美容館　クリッパー 渋川市金井894-1 0279-23-9123 理髪

ヘアーサロン　たかつ 渋川市金井2020-3 0279-24-1706 ヘアカット、シャンプー、シェービング

ダックテール 渋川市八木原70-5 0279-23-5001 理容

渋川スカイランドパーク 渋川市金井2843-3 0279-20-1589 遊園地、遊戯等

ヘアーサロン　カラー＆グリーン　渋川坂下店 渋川市渋川898-53 0279-25-2622 カット

ＬａＣｕｏｒｅ（ラ　クオーレ） 渋川市渋川2073-22　東平リゾート1F 0279-26-7072 美容技術全般

ａｎｄ．ｎ（アンド　エヌ） 渋川市八木原633-1 0279-51-9714 美容室、カット／シャンプー、トリートメント、スタイリング剤（小売有）

伊香保 カットルーム　ル・サロン 渋川市伊香保町伊香保327-10 0279-72-2813 散髪、カット、シャンプー等

子持 カーライフ関口 渋川市吹屋661-63 0279-22-1214 自転車整備、修理等

理容室ＳＵＢＡＲＵ　吹屋店 渋川市吹屋1345-1 0279-23-4632 理容

美容室ＳＵＢＡＲＵ　吹屋店 渋川市吹屋1345-1 0279-24-4497 美容

ＨＡＩＲ　ＷＯＲＬＤ　ＰＥＯＰＬＥ　ベイシア渋川こもち店 渋川市吹屋657-30 0279-60-0077 美容

美容室　ＬＥＡＦ 渋川市吹屋656-75 0279-22-4626 カット、パーマ

ゆうへあー 渋川市中郷2197-7 0279-53-5034 カット、シャンプー等

赤城 ＨＡＩＲ　Ｈ２Ｏ＋（ヘアー　エイチツーオープラス） 渋川市赤城町津久田165-10 0279-56-2766 カット、シャンプー

理容すながわ 渋川市赤城町津久田266-8 0279-56-7574 理容

斎藤理美容室 渋川市赤城町敷島313-8 0279-56-2788 理美容サービス

理容スナガワ（砂川理容店） 渋川市赤城町上三原田812-1 0279-56-2431 理容業

六箇山工房 渋川市赤城町津久田642 070-7462-3179 吹きガラス体験（全般に使用可）、ガラス作品・アクセサリー（小売有）

北橘 ネイルサロン・ユーアンドケイ 渋川市北橘町下南室518-1 090-6153-8843 ヘアカット

地区 店　　　名 所　　　在　　　地 電話番号 主な取扱品等

【サービスを提供する店】

【旅館・ホテル等】



渋川 旅館本陣　食事処ほんじん 渋川市渋川3696-18 0279-22-2069 宿泊、食事（飲食可能）

伊香保 美松館 渋川市伊香保町伊香保131 0279-72-2655 宿泊（それに伴う飲食）

ホテル松本楼 渋川市伊香保町伊香保164 0279-72-3306 宿泊サービス

ホテルきむら 渋川市伊香保町伊香保557-32 0279-72-3333 宿泊

ホテル木暮 渋川市伊香保町伊香保135 0279-72-2701 宿泊業

岸権旅館 渋川市伊香保町伊香保甲48 0279-72-3105 旅館業

森秋旅館 渋川市伊香保町伊香保60 0279-72-2601 宿泊

ホテル天坊 渋川市伊香保町伊香保396-20 0279-72-3880 宿泊のサービス

如心の里　ひびき野 渋川市伊香保町伊香保403-125 0279-72-7022 宿泊

金太夫 渋川市伊香保町伊香保19 0570-062-780 宿泊サービス

いかほ秀水園 渋川市伊香保町伊香保557 0279-72-3210 宿泊、日帰入浴、食事付日帰入浴

旅館　ふくぜん 渋川市伊香保町伊香保396-1 0279-72-2123 宿泊

伊香保温泉とどろき 渋川市伊香保町伊香保106 0279-72-2222 宿泊サービス

伊香保グランドホテル 渋川市伊香保町伊香保550 0279-72-3131 宿泊サービス

市川別館　晴観荘 渋川市伊香保町伊香保557 0279-72-2717 宿泊、部屋休憩、入浴、食事

株式会社　ホテル勝保 渋川市伊香保町伊香保361－9 0279-72-2059 宿泊業

丸本館 渋川市伊香保町伊香保48 0279-72-2031 宿泊

ステイビューいかほ 渋川市伊香保町伊香保105 0279-30-4180 ビジネスホテル

あかりの宿　おかべ 渋川市伊香保町伊香保373-8 0279-72-3353 宿泊

有限会社　さくらい旅館 渋川市伊香保町伊香保210-2 0279-72-2575 宿泊

お宿　玉樹 渋川市伊香保町伊香保87-2 0279-72-2232 温泉旅館

千明仁泉亭 渋川市伊香保町伊香保45 0279-72-3355 宿泊

心に咲く花　古久家 渋川市伊香保町伊香保52 0279-72-3322 旅館

和心の宿　大森 渋川市伊香保町伊香保58 0279-72-2611 宿泊、入浴、飲食

温泉宿　塚越屋七兵衛 渋川市伊香保町伊香保175-1 0279-72-3311 宿泊

香雲館 渋川市伊香保町伊香保175-1 0279-72-5501 宿泊

徳田屋旅館 渋川市伊香保町伊香保165-23 0279-72-3891 宿泊

景風流（ケーブル）の宿　かのうや 渋川市伊香保町伊香保591-2 0279-72-2662 宿泊、飲食

小野上 旅館きくむら 渋川市村上328-1 0279-59-2711 宿泊プラン（１泊２食）

ＳＵＮおのがみ 渋川市村上396-1 0279-20-8111 宿泊

赤城 ヘルシーパル赤城 渋川市赤城町敷島44 0279-56-3030 宿泊業

北橘 たちばなの郷　城山 渋川市北橘町下箱田606-2 0279-52-2405 宿泊


