
　感謝券は、地場産品を取り扱う渋川市内の登録された参加取扱店でご利用できます。　

　最新の一覧は、渋川市ホームページでご確認いただけます。

店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区 店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区

居酒屋ねこ 石原302-3 0279-24-4494 天ぷら、煮物、焼き鳥、サラダ等 渋川 星華 半田1048-5 0279-22-3544 ラーメン類、一品料理 渋川

伊勢屋本店 渋川1945-59 0279-22-0710 だんご、いなり、手巻き寿司等 渋川 そば茶屋中しま 渋川2841-8 0279-24-1340 そば、うどん 渋川

Ｗｉｌｌ 石原202-1 0279-25-3883 酒類、つまみ 渋川 そば処松居 渋川1830-37 0279-22-0112 日本蕎麦、地元野菜の天麩羅 渋川

うなぎ川魚料理　魚清 渋川1818-39 0279-22-0668 うなぎ、川魚料理 渋川 蕎麦　凜 渋川910-25 090-9243-1531 日本蕎麦、天ぷら 渋川

うなぎ　齋 渋川1696-11 0279-25-7898 うな重、蒲焼、定食 渋川 ダイニング永楽 石原30-1 0279-25-0624 串揚げ、ピザ等 渋川

うなぎ炭火焼肉　宮川 渋川1749-4 0279-22-0662 焼肉、うなぎ 渋川 たか幸食堂 渋川1907-25 0279-22-1308 定食 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、キムチ、サラダ 渋川 滝そば 渋川2873-1 0279-22-0265 そば、うどん、定食等 渋川

うまい焼肉♪あおぞら本店 渋川市渋川2809-1 0279-23-6351 焼肉、キムチ、サラダ 渋川 中華菜館　開運 行幸田304-2 0279-24-2132 中華料理、ラーメン 渋川

お食事処スワン 渋川市半田2637 0279-23-2327 定食、麺類等 渋川 手しごと酒家　鶴 石原204-9 0279-22-1426 和食、創作料理等 渋川

お食事処　ほんじん 渋川3696-18 0279-22-2069 釜飯、定食（宿泊可） 渋川 栃木屋　そば店 渋川2138-62 0279-22-0636 そば、うどん 渋川

おふくろそば 金井1583-3 0279-24-0241 うどん、そば、定食 渋川 登利平渋川店 行幸田301-1 027-265-5454 鶏肉料理等（持ち帰りのみ） 渋川

海鮮四季北海亭渋川店 石原201-1 0279-24-7677 刺身、定食、丼 渋川 バーニーズ・ダイナーハンバーグ 渋川2837-3 0279-25-0519 ハンバーグ 渋川

割烹福州亭 渋川1813-22 0279-23-0526 割烹、寿司 渋川 林屋食堂 渋川2147-3 0279-22-2775 ラーメン、ごはん類等 渋川

Cafe&DiningBar Vingtie 渋川2728-1 0279-25-8889 赤城牛ハンバーグ、ステーキ等 渋川 榛名亭 川島2403-1 0279-23-4217 レストラン、土産等 渋川

雷亭 金井2320-1 0279-23-5955 うどん、もつ煮 渋川 フランス料理　シ･ジョルゼ 石原553-1 0279-25-1090 公式HP有　要予約 渋川

甘味と陶の家　静 半田1851-3 0279-25-7513 あんみつ、和菓子、コーヒー等 渋川 ほのぼのダイニング　コロポックル 行幸田301-4 0279-23-8447 和洋創作料理等 渋川

けむりや 渋川2274 0279-22-1602 そば、うどん 渋川 ほるもん　とら屋 渋川1813-26 0279-23-8778 ホルモン 渋川

酒処　くろ 渋川1690-15 0279-23-0333 酒類、つまみ 渋川 丸中そば店 渋川1830-46 0279-22-1088 日本そば、うどん 渋川

地酒屋ぽん 渋川1826-27　ルブランビル2階 090-1790-6701 日本酒、ビール、おつまみ 渋川 みゆきだそば工房 行幸田51-1 0279-25-3981 そば、うどん 渋川

四川 川島1658-1 0279-24-8589 餃子、麻婆豆腐など 渋川 めん処勘十郎 祖母島1584-7 0279-24-1153 うどん、そば 渋川

渋川２９バル 渋川2073-22　東平ビル１階 0279-26-2986 肉料理 渋川 麺家　しらかば 渋川1697-10 0279-26-9070 ラーメン・ギョーザ 渋川

志むら飯店 半田1120 0279-22-0059 中華、和食定食等 渋川 もーもー亭 渋川1172-8 0279-30-0303 焼肉 渋川

ジャンクスイート 渋川1876-3 0279-25-1020 カフェ 渋川 焼肉金田 中村102-1 0279-25-4129 焼肉 渋川

旬彩酒房　蔵屋 中村219-5 0279-25-8558 洋食 渋川 焼肉じゅうしい 八木原629-1 0279-22-2012 焼肉、キムチ 渋川

上州うどんそば処　鶴亀庵 渋川3670-1 0279-25-0394 うどん、そば、定食等 渋川 安いうまい新鮮　大盛屋 渋川1834-16 0279-24-3806 ろばた焼き 渋川

しょっかつ珈琲 半田1814-25 0279-26-7828 珈琲豆 渋川 らーめん処　はんぐりー 行幸田70-1 0279-23-1531 ラーメン 渋川

翠園 渋川1168-23 0279-24-2923 中華 渋川 レストランＫＥＩ 渋川1816-22 シャインビル 080-5866-8120 定食、点心 渋川

寿し割烹　よつや 行幸田271-4 0279-22-3466 寿し 渋川 レストラン　タカラ 渋川1816-21 0279-22-0998 洋食（ハンバーグ、スパゲティ） 渋川

寿しとも 渋川4185-24 0279-24-2238 寿し、うなぎ 渋川 レストランマルシェ 行幸田444-1 0279-24-7373 洋食料理やワインなどの飲食物 渋川

炭火焼肉　米沢亭　渋川店 有馬157-6 0279-25-1989 黒毛和牛焼肉、石焼ビビンバ 渋川 Ladybug Café 行幸田304-1 cocoroe 1F 0279-26-7739 ランチ、ディナー等 渋川

和Diner凪 石原201-4 080-5047-4930 和食等 渋川

令和5年2月14日現在

渋川市ふるさと感謝券　利用可能店舗等一覧

飲食店（渋川地区）
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店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区 店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区

伊香保温泉　栄寿し 伊香保町伊香保525-134 0279-72-2545 寿し等 伊香保 本舗丹次亭 伊香保町水沢192 0279-72-3739 水沢うどん 伊香保

伊香保クレープ　CREAM 伊香保町伊香保78 090-4523-5373 クレープ、コーヒー 伊香保 水沢うどん　岩戸屋 伊香保町水沢112-7 0279-72-2880 水沢うどん 伊香保

伊香保　時代屋 祖母島2293-1 0279-24-3868 そば、うどん、釜飯、鍋物 伊香保 水沢うどん大澤屋　第1店舗 伊香保町水沢125-1 0279-72-3295 水沢うどん 伊香保

石段うどん 伊香保町伊香保47 090-3243-3730 うどん 伊香保 水沢うどん大澤屋　第2店舗 伊香保町水沢198 0279-72-5566 水沢うどん 伊香保

浮曇 伊香保町伊香保61-6 0279-26-8006 和食、創作料理等 伊香保 水沢うどん水香苑 伊香保町水沢112-5 0279-25-8989 水沢うどん 伊香保

うどん茶屋水沢万葉亭 伊香保町水沢４８－４ 0279-72-3038 水沢うどん、湯の花まんじゅう等 伊香保 水沢うどん松島屋 伊香保町水沢195-2 0279-72-3618 水沢うどん 伊香保

香ラーメン 伊香保町伊香保51 0279-72-2138 ラーメン、餃子 伊香保 水沢うどん山本屋 伊香保町水沢１８１ 0279-72-2811 水沢うどん 伊香保

CAFE&BAR楽水楽山 伊香保町伊香保45 0279-25-8300 カフェ、バー 伊香保 水澤亭 伊香保町水沢233-8 0279-72-5111 水沢うどん、食事、物販 伊香保

カフェ　のはな 伊香保町水沢206-1 0279-72-3019 洋菓子、コーヒー 伊香保 游喜庵　食の駅伊香保店 伊香保町伊香保544-130　 070-1062-5886 カレーうどん 伊香保

元祖水沢うどん　田丸屋 伊香保町水沢206-1 0279-72-3019 水沢うどん 伊香保 夢味亭（洋風旅館ぴのん） 伊香保町伊香保383 0279-72-3308 レストラン 伊香保

きっちん志家shiya 伊香保町伊香保128 080-2372-4885 上州地鶏 伊香保 Lungo（るんご） 伊香保町伊香保66 0279-26-2785 カフェ、コーヒー豆 伊香保

木暮茶寮 伊香保町伊香保544-1 0279-72-4170 手打ちそば、うどん、甘味喫茶 伊香保 きのこ茶屋 小野子163 0279-59-2121 きのこ料理等 小野上

茶房　てまり 伊香保町伊香保76-2 0279-72-2144 カフェ（ケーキ等） 伊香保 うぶかた 吹屋81-1 0279-22-0197 うどん、そば、定食 子持

SARA"S Terrace Arraiya 伊香保町伊香保20 0279-72-2183 上州牛ロース丼、ステーキ等 伊香保 レストラン翔 吹屋657-7 0279-25-0860 洋食 子持

茶楼千 伊香保町伊香保12 0279-72-2275 コーヒー、プリン等 伊香保 カフェ　アウル 赤城町津久田4185-84 0279-56-7854 野菜ランチ、ピザ、カレー 赤城

茶楼千　ダイニング＆バー 伊香保町伊香保12 0279-72-2275 軽食（唐揚げ、アヒージョ等） 伊香保 川魚グルメ館くるま 赤城町溝呂木390 0279-56-2673 川魚料理、わさび料理等 赤城

四季彩 伊香保町伊香保78 0279-72-3917 カツライス、カツカレー 伊香保 マルフクストアー・丸福食堂 赤城町三原田586-1 0279-56-2451 丸福ホルモン、豚丼 赤城

ストロベリーボム 伊香保町伊香保69 090-4616-1813 いちごミルク 伊香保 焼肉　金山亭 赤城町津久田172-2 0279-56-8130 焼肉 赤城

大正浪漫黒船屋 伊香保町伊香保20 0279-20-3962 石焼きカレー 伊香保 （有）わく玉 赤城町北上野413-15 0279-56-8885 そば、うどん、ご飯もの、定食 赤城

茶屋　たまき 伊香保町伊香保100-1 0279-25-8595 ジュース、パイ、ジェラート等 伊香保 落合簗 北橘町八崎272-2 0279-22-1878 鮎料理 北橘

ちょい飲みユウギリ 伊香保町伊香保50-5 090-3539-0635 地酒、おつまみ 伊香保 にぼしらーめん　かのうや 北橘町下箱田625-189 なし ラーメン 北橘

つるや食堂 伊香保町伊香保50-6 0279-72-2306 うどん、そば 伊香保 風来堂 北橘町箱田975-1 0279-52-2256 スパゲティ、ピザ、喫茶 北橘

手打うむどん　始祖　清水屋 伊香保町水沢２０４ 0279-72-3020 手打うどん 伊香保 レストランるるど 北橘町真壁43-57 0279-26-7882 フレンチ、西洋料理 北橘

手打そば　いけや 伊香保町伊香保378-1 0279-72-3193 赤城深山そば 伊香保

飲食店（伊香保、小野上、子持、赤城、北橘地区）
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店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区 店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区

いしぜき 渋川1383 0279-22-0902 弁当、惣菜 渋川 あかりの宿おかべ 伊香保町伊香保373-8 0279-72-3353 宿泊 伊香保

尾瀬市場　カインズ渋川有馬店 有馬287 0279-25-7100 地産農産物 渋川 伊香保温泉景風流の宿かのうや 伊香保町伊香保591-2 0279-72-2662 宿泊、飲食 伊香保

（株）叶屋食品 渋川2259 0279-23-0137 生めん、乾めん、加工食品 渋川 伊香保温泉とどろき 伊香保町伊香保106 0279-72-2222 宿泊 伊香保

錦光堂　本店 渋川2434-61 0279-22-0101 和洋菓子 渋川 伊香保グランドホテル 伊香保町伊香保550 0279-72-3131 宿泊、売店、マッサージ、飲食等 伊香保

錦光堂　みなみ店 半田3177-1 0279-24-0101 和洋菓子 渋川 いかほ秀水園 伊香保町伊香保557 0279-72-3210 宿泊 伊香保

銀座パティスリーAntique 石原113-10 0279-25-8181 洋菓子 渋川 石坂旅館 伊香保町伊香保67 0279-72-3121 宿泊、飲食 伊香保

クレヨン伊香保ファクトリー 渋川3692-8 0279-24-0290 伊香保プリン等 渋川 市川別館晴観荘 伊香保町伊香保557 0279-72-2717 宿泊、休憩、売店、入浴、食事 伊香保

JA北群渋川農産物直売所 行幸田51-1 0279-24-5033 地産地野菜等 渋川 一冨士ホテル 伊香保町伊香保557-12 0279-72-2622 宿泊 伊香保

しぶさん 渋川1832-27 0279-26-2423 水沢うどん、温泉まんじゅう等 渋川 大江戸温泉物語伊香保 伊香保町伊香保592-1 0279-72-4109 宿泊 伊香保

上州物産館 渋川3695-2 0279-24-3808 湯の花まんじゅう、水沢うどん 渋川 奥伊香保　旅邸　諧暢楼 伊香保町伊香保5-4 0279-20-3040 宿泊 伊香保

とりせん渋川店 行幸田63-1 0279-23-5021 食料品等 渋川 お宿玉樹 伊香保町伊香保87-2 0279-72-2232 宿泊 伊香保

鳥山畜産食品（株） 渋川1137-12 0279-24-1147 肉、加工品 渋川 温泉宿塚越屋七兵衛 伊香保町伊香保175-1 0279-72-3311 宿泊 伊香保

中村まんじゅう店 行幸田251-8 0279-22-1525 酒まんじゅう 渋川 岸権旅館 伊香保町伊香保甲48 0279-72-3105 宿泊、飲食 伊香保

（有）越中屋魚店 渋川1774 0279-22-0442 鮮魚販売、飲食 渋川 金太夫 伊香保町伊香保19 0279-72-3232 宿泊、売店、マッサージ、飲食等 伊香保

伊香保いさごや 伊香保町伊香保66-7 0279-26-2008 土産物（水沢うどん等） 伊香保 香雲館 伊香保町伊香保175-1 0279-72-5501 宿泊 伊香保

カステラ　虎ノ助 伊香保町湯中子955-6 0279-72-2131 湯の花カステラ 伊香保 心に咲く花古久家 伊香保町伊香保52 0279-72-3322 宿泊 伊香保

calme 伊香保町伊香保131-3 なし 雑貨(他、ジャム・ハーブティー等） 伊香保 さくらい旅館 伊香保町伊香保210-2 0279-72-2575 宿泊 伊香保

（有）寿屋 伊香保町伊香保557-7 0279-72-2513 温泉まんじゅう 伊香保 ステイビューいかほ 伊香保町伊香保105 0279-30-4180 宿泊 伊香保

雑貨・おみやげ　すみよしや 伊香保町伊香保18-4 0279-72-2307 土産・雑貨 伊香保 千明仁泉亭 伊香保町伊香保45 0279-72-3355 宿泊 伊香保

十一屋酒店 伊香保町伊香保甲21-1 0279-72-2042 清酒 伊香保 徳田屋旅館 伊香保町伊香保165-23 0279-72-3891 宿泊 伊香保

勝月堂 伊香保町伊香保591-7 0279-72-2121 湯乃花饅頭 伊香保 如心の里ひびき野 伊香保町伊香保403-125 0279-72-7022 宿泊 伊香保

食の駅　伊香保店 伊香保町伊香保544-130 0279-20-3111 地場野菜、お土産品 伊香保 福一 伊香保町伊香保甲8 0279-20-3000 宿泊 伊香保

（株）新和 伊香保町伊香保429-6 0279-72-5001 観光土産、食品 伊香保 ホテルいかほ銀水 伊香保町伊香保５５７－２３ 0279-72-3711 宿泊 伊香保

（株）清芳亭 伊香保町伊香保544-38 0279-20-3939 湯の花饅頭 伊香保 ホテルきむら 伊香保町伊香保557-32 0279-72-3333 宿泊 伊香保

大黒屋本店 伊香保町伊香保59 0279-72-2112 湯の花まんじゅう 伊香保 ホテル木暮 伊香保町伊香保135 0279-72-2701 宿泊 伊香保

田中屋 伊香保町伊香保18ｰ5 0279-72-2164 湯の花まんじゅう 伊香保 ホテル天坊 伊香保町伊香保396-20 0279-72-3880 宿泊、売店、マッサージ、飲食 伊香保

花いちもんめ 伊香保町伊香保174-4 0279-72-3720 湯ノ花饅頭 伊香保 ホテル松本楼 伊香保町伊香保164 0279-72-3306 宿泊 伊香保

萬壽庵 伊香保町水沢214 0279-72-5959 まんじゅう 伊香保 丸本館 伊香保町伊香保48 0279-72-2031 宿泊 伊香保

水澤観音　千手堂 伊香保町水沢214水澤寺参道 0279-26-3711 こんにゃく、鉄砲漬等 伊香保 美松館 伊香保町伊香保131 0279-72-2655 宿泊 伊香保

民芸　山白屋 伊香保町伊香保12 0279-72-2242 創作こけし等土産品 伊香保 森秋旅館 伊香保町伊香保60 0279-72-2601 宿泊 伊香保

やまのは 伊香保町伊香保45 0279-25-8300 織物、だるま等 伊香保 洋風旅館ぴのん 伊香保町伊香保383 0279-72-3308 宿泊、レストラン 伊香保

吉野屋物産店 伊香保町伊香保9 0279-72-2052 土産物 伊香保 横手館 伊香保町伊香保11 0279-72-3244 宿泊 伊香保

和の店小路 伊香保町伊香保76-5 0279-26-7234 手づくり小物等 伊香保 よろこびの宿しん喜 伊香保町伊香保557-34 0279-20-3255 宿泊 伊香保

道の駅おのこ 小野子1980 0279-59-2839 農産物直売所のみ 小野上 旅館ふくぜん 伊香保町伊香保396-1 0279-72-2123 宿泊 伊香保

ひまわり工房 村上394-1 0279-59-2797 アップルパイ、ジュース、みそ等 小野上 和心の宿 大森 伊香保町伊香保58 0279-72-2611 宿泊 伊香保

子持食品(株)こんにゃく直売所 白井943-1 0279-24-8655 こんにゃく 子持 小野上温泉　旅館㐂久村 村上328-1 0279-59-2711 宿泊 小野上

上州・村の駅 白井2261 0279-25-8500 農産物、お土産菓子、総菜等 子持 SUNおのがみ 村上396-1 0279-20-8111 宿泊 小野上

とりせん子持店 吹屋660-34 0279-30-0030 食料品等 子持 ヘルシーパル赤城 赤城町敷島44 0279-56-3030 宿泊、日帰り入浴、宴会 赤城

道の駅こもち　白井宿ふるさと物産館 白井2318-1 0279-60-6600 農産物直売、地場特産品、土産品 子持

鈴匠 赤城町三原田104 090-3049-2439 鬼胡桃油、山椒の擂り粉木、小型麺棒 赤城

ハーブショップ　森の香 赤城町敷島701 0279-26-9360 ハーブティ、ハーブソルト 赤城

小売店 　　　宿泊施設
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店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区 店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区

伊香保グリーン牧場 金井2844-1 0279-24-5335 入場券、駐車場売店のみ利用可 渋川 伊香保国際カンツリークラブ 川島2470-8 0279-22-1270 ゴルフ 渋川

渋川天然温泉　花湯スカイテルメリゾート 半田3129-1 0279-20-1126 温泉、レストラン、売店等 渋川 伊香保カントリークラブ 伊香保町伊香保654 0279-72-3188 ゴルフ、レストラン 伊香保

渋川スカイランドパーク遊園地 金井２８４３－３ 0279-20-1589 入園券、1DAYパスのみ利用可 渋川 白水ゴルフ倶楽部 横堀1676 0279-53-5151 ゴルフ 子持

伊香保のいちご　伊香保農場 明保野4215-10 090-2641-4760 いちご狩り 渋川 赤城ゴルフ倶楽部 赤城町南赤城山400 0279-56-8811 ゴルフ 赤城

岸りんご園　 金井2860-1 0279-22-3977 りんご、りんごジュース 渋川

無袋完熟りんご・安心果汁の馬場果樹園 祖母島2657 0279-24-2523 りんご、りんごジュース 渋川

伊香保焼陶句郎窯 伊香保町伊香保397-11 0279-20-3555 陶芸体験教室 伊香保

伊香保露天風呂 伊香保町伊香保581 0279-72-2488 日帰り入浴 伊香保 店舗名 所在地（市内） 電話番号 取扱品目 地区

黄金の湯館 伊香保町伊香保550 0279-30-4100 売店、レストラン、入館代等 伊香保 関越交通（株） 石原303-1 0279-24-5115 路線バス、タクシー 渋川

渋川伊香保温泉観光協会 伊香保町伊香保541-4 0279-72-3151 レンタサイクル 伊香保 群北第一交通（株） 渋川1830-45 0120-50-2245 タクシー 渋川

竹久夢二伊香保記念館 伊香保町伊香保544-119 0279-72-4788 夢二記念館入館料、お土産品、喫茶 伊香保 日本中央タクシー 渋川1693-6 0279-23-1828 タクシー、路線バス 渋川

なつかし屋本舗 伊香保町伊香保47 090-3243-3730 射的 伊香保 リラクゼーションサロン　手もみ処ゆらり 半田1813-1 0279-73-9135 リラクゼーションサロン 渋川

山仁屋 伊香保町伊香保61 0279-72-2127 射的、ボットル 伊香保 ローランド観光（株） 有馬1680-1 0279-23-2007 旅行商品 渋川

遊技場　麻里音 伊香保町伊香保61 080-6552-2209 射的、アーチェリー等 伊香保 ローランド観光バス（株） 有馬1680-1 0279-23-2007 観光バス 渋川

柳香軒 伊香保町伊香保70 0279-72-2357 弓と射的 伊香保 斎藤写真店 伊香保町伊香保8 0279-72-2125 写真撮影等 伊香保

渋川市小野上農林漁業体験施設 村上396-1 0279-20-8111 体験（そば、うどん） 小野上 （有）北栄自動車整備工場 吹屋403 0279-22-1235 自動車一般 子持

グリーンディスカバリー 赤城町津久田169-13 0279-56-3999 ラフティングツアー 赤城 株式会社群馬バス 高崎市緑町3丁目2番地3 027-371-8588 渋川市内路線バス運賃 -

キミちゃんりんご園 赤城町津久田4029 0279-56-7524 りんご、ブルーベリー、加工品等 赤城

敷島温泉　ユートピア赤城 赤城町宮田850-3 0279-56-4126 温泉、食事処等 赤城

須田いちご園 赤城町樽287-1 0279-56-8473 いちご 赤城

Ｋｏｍｏｒｅｂｉテラス　ばんどうのゆ 北橘町下箱田605-5 0279-20-4126 日帰り温泉施設 北橘

　　　観光施設 ゴルフ場

サービスなど

果樹園など期間限定で営業する店舗もございます。

事前に各店舗にご確認ください。
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