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番号 地域クーポン種別 業種分類 業種補足 店舗名 電話 エリア 住所

1 紙 21.その他 宿泊施設 辰巳館 0278-72-3055 月夜野 利根郡みなかみ町上牧２０５２

2 紙 21.その他 宿泊施設 釈迦の霊泉（奈女沢温泉） 0278-72-3173 月夜野 利根郡みなかみ町上牧３７６８

3 紙 3.小売（お土産等） 宿泊お土産コーナー 釈迦の霊泉内販売所 0278-72-3173 月夜野 利根郡みなかみ町上牧３７６８

4 紙 21.その他 宿泊施設 やませみ荘 0278-72-2112 月夜野 利根郡みなかみ町石倉449番地やませみ荘

5 紙 21.その他 宿泊施設 大峰館 0278-72-3329 月夜野 利根郡みなかみ町石倉229

6 紙・電子 14.観光施設 飲食店・お土産 地ビールレストラン ドブリーデン（月夜野びーどろパーク内） 0278-20-2033 月夜野 利根郡みなかみ町後閑737-2月夜野ビードロパーク

7 紙・電子 13.観光施設 体験・販売・見学 月夜野びーどろパーク 0278-62-6211 月夜野 利根郡みなかみ町後閑737-1月夜野ビードロパーク

8 紙・電子 13.観光施設 体験・販売・見学 月夜野焼 0278-72-5307 月夜野 利根郡みなかみ町上牧2331

9 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー ONEDROP 0278-72-8136 月夜野 利根郡みなかみ町上牧

10 紙・電子 15.体験型アクティビティ アウトドアツアー R-LABO 090-9389-2250 月夜野 利根郡みなかみ町上牧2331

11 紙・電子 12.レンタカー レンタカー トヨタレンタカー　上毛高原駅前店 0278-62-0100 月夜野 利根郡みなかみ町月夜野甲1766

12 紙・電子 13.レンタカー レンタカー 駅レンタカー　上毛高原営業所 0278-62-2919 月夜野 利根郡みなかみ町月夜野1756

13 紙 3.小売（お土産等） お土産 みなかみ町観光センター売店 0278-62-3339 月夜野 利根郡みなかみ町月夜野1744-1みなかみ町観光センター1F

14 紙・電子 13.観光施設 観光農園 月夜野まるかチェリー園 0278-62-6931 月夜野 利根郡みなかみ町下津1562

15 紙・電子 14.観光施設 観光農園 彌平治りんご園 050-5217-4565 月夜野 利根郡みなかみ町下津

16 紙・電子 21.その他 ガソリンスタンド 丸二商店　出光　上牧給油所 0278-72-3341 月夜野 利根郡みなかみ町上牧2066

17 紙 21.その他 ガソリンスタンド 月夜野給油所 0278-62-2105 月夜野 利根郡みなかみ町後閑1253

18 紙 22.その他 ガソリンスタンド ENEOSジェイクエスト 月夜野店 0278-20-2411 月夜野 利根郡みなかみ町下牧490

19 紙・電子 4.コンビニ・スーパー コンビニ NewDaysミニ 上毛高原1号 0278-20-2113 月夜野 利根郡みなかみ町月夜野1756

20 紙・電子 4.コンビニ・スーパー コンビニ セブンイレブンみなみ上牧店 0278-72-8177 月夜野 利根郡みなかみ町上牧1803

21 紙 4.コンビニ・スーパー コンビニ ファミリーマート ＪＡ利根沼田月夜野 0278-62-1755 月夜野 利根郡みなかみ町上津９５７－２

22 紙 4.コンビニ・スーパー スーパー サンモール月夜野店 0278-62-2323 月夜野 利根郡みなかみ町月夜野４０３

23 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 宿泊施設 ホテルファミリーオみなかみ 0278-20-6060 新治 利根郡みなかみ町須川623

24 紙・電子 3.小売（お土産等） 宿泊施設 旅籠屋丸一 0278-66-0066 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉199

25 紙・電子 21.その他 宿泊施設 温泉農家民宿はしば 0278-66-0153 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1093

26 紙・電子 21.その他 宿泊施設 仁田屋旅館 0278-66-0114 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1143

27 紙・電子 21.その他 宿泊施設 料理旅館　樋口 0278-66-1500 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1167

28 紙・電子 21.その他 宿泊施設 湯元長生館 0278-66-1131 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1178

29 紙・電子 21.その他 宿泊施設 湯豆のやど　本伝 0278-66-0321 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1180

30 紙・電子 21.その他 宿泊施設 ホテル湖城閣 0278-66-1021 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉121ホテル湖城閣

31 紙・電子 21.その他 宿泊施設 宮野旅館 0278-66-0648 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1285

32 紙・電子 21.その他 宿泊施設 温宿　三河屋 0278-66-0172 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１５５

33 紙・電子 21.その他 宿泊施設 フォレストリゾート　猿ヶ京誓湖荘 0278-66-0011 新治 利根郡みなかみ町相俣1470-9

34 紙・電子 21.その他 宿泊施設 源泉湯の宿　千の谷 0278-66-1151 新治 利根郡みなかみ町相俣248番地

35 紙・電子 3.小売（お土産等） 宿泊施設 ペンション　ポミエ 0278-64-0005 新治 利根郡みなかみ町東峰273番地

【地域共通クーポン券】みなかみ町内でご利用いただける店舗・施設一覧

1 / 5



番号 地域クーポン種別 業種分類 業種補足 店舗名 電話 エリア 住所

36 紙・電子 21.その他 宿泊施設 生寿苑 0278-66-1175 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１０４８

37 紙・電子 21.その他 宿泊施設 大滝屋旅館 0278-64-0602 新治 利根郡みなかみ町湯宿温泉2383

38 紙 21.その他 宿泊施設 法師温泉長寿館 0278-66-0005 新治 利根郡みなかみ町永井　650番地

39 紙 21.その他 宿泊施設 豆富懐石猿ヶ京ホテル 0278-66-1101 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１７１

40 紙 21.その他 宿泊施設 社）猿ヶ京小学校スポーツアカデミー　泊まれる学校さる小 0278-25-3349 新治 利根郡みなかみ町相俣1744-15

41 紙 21.その他 宿泊施設 川古温泉浜屋旅館 0278-66-0888 新治 利根郡みなかみ町相俣2577

42 紙 21.その他 宿泊施設 ホテル生京園 0278-66-0311 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1121

43 紙 21.その他 宿泊施設 清野旅館 0278-66-1100 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1124

44 紙 22.その他 宿泊施設 宮野旅館  0278-66-0648 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1285

45 紙 23.その他 宿泊施設 太陽館 0278-64-0211 新治 利根郡みなかみ町湯宿温泉２３８４

46 紙・電子 12.観光施設 日帰り温泉 奥平温泉　遊神館 02478-64-2626 新治 利根郡みなかみ町入須川378

47 紙 13.観光施設 日帰り温泉 まんてん星の湯 0278-66-1126 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１５０－１

48 紙・電子 3.小売（お土産等） 飲食店・お土産 野ぼとけそばやまいち屋 0278-64-1321 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉154番地

49 紙・電子 3.小売（お土産等） 飲食店・お土産 野ぼとけそばやまいち屋 たくみの里店 0278-64-1020 新治 利根郡みなかみ町須川786

50 紙・電子 3.小売（お土産等） 飲食店・お土産 太助ドライブイン（食堂） 0278-64-0710 新治 利根郡みなかみ町新巻3596

51 紙 3.小売（お土産等） 飲食店 Otowaya  Cafe 0278-64-0322 新治 利根郡みなかみ町須川852-4

52 紙・電子 13.観光施設 道の駅 道の駅たくみの里（体験道場・たくみ市場・里山食堂） 0278-64-2210 新治 利根郡みなかみ町須川８４７

53 紙・電子 3.小売（お土産等） 体験・販売・見学 やまさん工房七宝焼の家 0278-64-2064 新治 利根郡みなかみ町須川822

54 紙・電子 13.観光施設 体験・販売・見学 キャンドルの家 0278-64-2064 新治 利根郡みなかみ町須川822

55 紙・電子 13.観光施設 体験・販売・見学 ふれあいの家 0278-64-2288 新治 利根郡みなかみ町須川252-6

56 紙・電子 13.観光施設 体験・販売・見学 農産物加工の家 0278-64-0010 新治 利根郡みなかみ町須川834

57 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 森のおもちゃの家 0278-25-8777 新治 利根郡みなかみ町須川９９６－１

58 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 陶芸の家 0278-64-1031 新治 利根郡みなかみ町須川286-2

59 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 ガラスの家 0278-64-1316 新治 利根郡みなかみ町須川248-8

60 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 人形と石画の家 0278-64-2229 新治 利根郡みなかみ町須川462-3

61 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 木工の家 0278-64-1065 新治 利根郡みなかみ町東峰15-1

62 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 草木屋 染の家 080-3156-2210 新治 利根郡みなかみ町須川784

63 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 和紙の家 0278-64-1047 新治 利根郡みなかみ町須川786

64 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 おめんの家 0278-64-1827 新治 利根郡みなかみ町東峰35

65 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 ドライフラワーの家 0278-64-0882 新治 利根郡みなかみ町須川821-5

66 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 蚕繭絹の家工房 0278-25-4517 新治 利根郡みなかみ町須川774-1

67 紙 13.観光施設 体験・販売・見学 ますや -鉄工舎- 0278-64-1908 新治 利根郡みなかみ町須川764

68 紙・電子 13.観光施設 観光農園 いちごの家 080-9568-4706 新治 利根郡みなかみ町東峰396

69 紙・電子 13.観光施設 観光農園 みなかみフルーツランド　モギトーレ 0278-64-1416 新治 群馬県利根郡みなかみ町新巻５－１０

70 紙 13.観光施設 観光農園 一作農園 0278-64-2801 新治 群馬県利根郡みなかみ町布施1876-2

71 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 有限会社さかえや洋品店 0278-66-0062 新治 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1096

72 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 太助ドライブイン 0278-64-0710 新治 利根郡みなかみ町新巻3596

73 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 一桝屋商店 0278-66-0012 新治 利根郡みなかみ町湯宿温泉596
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74 紙・電子 4.小売（お土産等） お土産 革細工の家　KURO 090-4733-2760 新治 利根郡みなかみ町須川825-2

75 紙 3.小売（お土産等） お土産 癒しの家 0278-64-1191 新治 利根郡みなかみ町須川　841-1

76 紙 3.小売（お土産等） お土産 大阪屋菓子店 0278-64-0601 新治 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉2272-52

77 紙・電子 4.コンビニ・スーパー コンビニ ローソン群馬赤谷湖畔店 0278-66-0366 新治 利根郡みなかみ町相俣９９

78 紙・電子 4.コンビニ・スーパー コンビニ セブンイレブン　みなかみ布施店 0278-64-1155 新治 利根郡みなかみ町布施１６０９－３

79 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 宿泊施設 蛍雪の宿　尚文 0278-72-2466 水上 利根郡みなかみ町綱子２７７

80 紙・電子 21.その他 宿泊施設 ペンションパル 0278-75-2935 水上 利根郡みなかみ町藤原3533-1ペンションパル

81 紙・電子 3.小売（お土産等） 宿泊施設 清流の宿たむら 0278-75-2096 水上 利根郡みなかみ町藤原６２７３－２

82 紙・電子 21.その他 宿泊施設 ペンション朝ねぼう 0278-72-6761 水上 利根郡みなかみ町綱子294-1

83 紙・電子 21.その他 宿泊施設 別亭やえ野 0278-72-1266 水上 利根郡みなかみ町綱子356番地

84 紙・電子 21.その他 宿泊施設 水上館 0278-72-3221 水上 利根郡みなかみ町小日向５７３番地

85 紙・電子 21.その他 宿泊施設 旅人宿松葉屋 0278-72-2232 水上 利根郡みなかみ町小日向669

86 紙・電子 21.その他 宿泊施設 ペンション　シャローム 0278-72-5228 水上 利根郡みなかみ町谷川１２７－１２

87 紙・電子 3.小売（お土産等） 宿泊施設 金盛館せゝらぎ 0278-72-3260 水上 利根郡みなかみ町谷川５４４金盛館せゝらぎ

88 紙・電子 21.その他 宿泊施設 檜の宿　水上山荘 0278-72-3250 水上 利根郡みなかみ町谷川556

89 紙・電子 21.その他 宿泊施設 別邸仙寿庵 0278-20-4141 水上 利根郡みなかみ町谷川614別邸仙寿庵

90 紙・電子 21.その他 宿泊施設 やど千秋庵 0278-72-4378 水上 利根郡みなかみ町谷川87

91 紙・電子 21.その他 宿泊施設 旅館たにがわ 0278-72-2468 水上 利根郡みなかみ町谷川旅館たにがわ

92 紙・電子 22.その他 宿泊施設 水素風呂と美食と・・・。谷川温泉やど莞山ＫＡＮＺＡＮ  0278-72-3041 水上 利根郡みなかみ町谷川430

93 紙・電子 21.その他 宿泊施設 源泉湯の宿　松乃井 0278-72-3200 水上 利根郡みなかみ町湯原551

94 紙・電子 3.小売（お土産等） 宿泊お土産コーナー 源泉湯の宿松乃井売店 0278-72-9153 水上 利根郡みなかみ町湯原５５１松乃井内

95 紙・電子 21.その他 宿泊施設 みなかみホテルジュラク 0278-72-2521 水上 利根郡みなかみ町湯原665みなかみホテルジュラク

96 紙・電子 21.その他 宿泊施設 MICASA 0278-72-3288 水上 利根郡みなかみ町湯原740番地

97 紙・電子 22.その他 宿泊施設 KKR水上　水明荘 0278-72-2345 水上 利根郡みなかみ町大穴859

98 紙・電子 23.その他 宿泊施設 ゆの宿　上越館 0278-72-2216 水上 利根郡みなかみ町大穴794

99 紙・電子 21.その他 宿泊施設 風木立の川辺　紫明館 0278-72-3650 水上 利根郡みなかみ町湯桧曽15-1

100 紙・電子 21.その他 宿泊施設 なかや旅館 0278-72-3516 水上 利根郡みなかみ町湯桧曽93

101 紙・電子 21.その他 宿泊施設 ホテル湯の陣 0278-72-4111 水上 利根郡みなかみ町湯檜曽208-1

102 紙・電子 21.その他 宿泊施設 宝川温泉汪泉閣 0278-75-2611 水上 利根郡みなかみ町藤原１８９９

103 紙・電子 21.その他 宿泊施設 民宿吉野屋 0278-75-2710 水上 利根郡みなかみ町藤原3737

104 紙・電子 21.その他 宿泊施設 シャレー・ラ・ネージュ 0278-75-2828 水上 利根郡みなかみ町藤原３８３１－７

105 紙・電子 14.体験型アクティビティ 宿泊施設 サンバードキャンプガーデン 0278-75-2321 水上 利根郡みなかみ町藤原４９５７－１

106 紙・電子 21.その他 宿泊施設 ホテルサンバード 0278-75-2321 水上 利根郡みなかみ町藤原４９５７－１ホテルサンバード

107 紙・電子 21.その他 宿泊施設 ペンション　オールド・ストリング 0278-75-2386 水上 利根郡みなかみ町藤原４９８５－２５

108 紙・電子 21.その他 宿泊施設 源泉掛流しの湯めぐりテーマパーク　龍洞 0278-75-2086 水上 利根郡みなかみ町藤原6192

109 紙・電子 21.その他 宿泊施設 照葉荘 0278-75-2802 水上 利根郡みなかみ町藤原6288-1

110 紙 21.その他 宿泊施設 旅館　永楽荘 0278-72-3507 水上 利根郡みなかみ町湯桧曽96番地

111 紙 21.その他 宿泊施設 ナチュラルハウスピュア２１ 0278-72-3021 水上 利根郡みなかみ町谷川127-2
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112 紙 21.その他 宿泊施設 別亭やえ野 0278-72-1266 水上 利根郡みなかみ町綱子356

113 紙 21.その他 宿泊施設 旅館みやま 0278-72-2018 水上 利根郡みなかみ町大穴737

114 紙 21.その他 宿泊施設 旅館山楽荘 0278-72-6203 水上 利根郡みなかみ町湯原788

115 紙 21.その他 宿泊施設 米屋旅館 0278-72-2367 水上 利根郡みなかみ町湯原800

116 紙 21.その他 宿泊施設 旅館天野屋 0278-72-2307 水上 利根郡みなかみ町湯原804

117 紙 21.その他 宿泊施設 太陽館 0278-64-0211 水上 利根郡みなかみ町湯宿温泉２３８４

118 紙 21.その他 宿泊施設 土合山の家 0278-72-5522 水上 利根郡みなかみ町湯檜曾土合220

119 紙 21.その他 宿泊施設 水上高原ホテル200 0278-75-2222 水上 利根郡みなかみ町藤原6152-1

120 紙 13.観光施設 日帰り温泉 天狗の湯きむら苑 0278-72-5851 水上 利根郡みなかみ町小日向326

121 紙 13.観光施設 日帰り温泉 ふれあい交流館 0278-72-8885 水上 利根郡みなかみ町湯原801

122 紙・電子 3.小売（お土産等） 飲食店・お土産 そば処角弥 0278-72-2477 水上 利根郡みなかみ町幸知189-1

123 紙・電子 7.小売（お土産等） 飲食店・お土産 育風堂精肉店 0278-72-3574　 水上 利根郡みなかみ町大穴814-1

124 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 山cafe　BOSSANOVA 0278-72-5086 水上 利根郡みなかみ町大穴815

125 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 GARBA 0278-72-5086 水上 利根郡みなかみ町大穴815-3

126 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 雨ニモマケズ 0278-25-3688 水上 利根郡みなかみ町湯原809-5

127 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 焼肉桂来 0278-25-8855 水上 利根郡みなかみ町湯原702-2

128 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 オクトワンブルーイング 0278-25-4520 水上 利根郡みなかみ町湯原761

129 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 窯焼きピザの店　ラ・ビエール 0278-72-2959 水上 利根郡みなかみ町湯原６８１－３

130 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 そば処　くぼ田 0278-72-6420 水上  群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢70-15

131 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 カフェレストラン亜詩麻 0278-72-3326 水上 利根郡みなかみ町湯原146

132 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 駅喫茶mogura 0558-36-4670 水上 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽２１８ー２ JR土合駅内

133 紙 4.小売（お土産等） 飲食店・お土産 ジャックザタルトファンタジー 0278-72-2065 水上 利根郡みなかみ町川上124-1

134 紙 2.飲食店（酒類提供あり） 飲食店・お土産 お菓子の家谷川岳ドライブイン 0278-72-5222 水上 利根郡みなかみ町湯檜曾土合220

135 紙 21.その他 リラクゼーション 健康一番 0278-72-8180 水上 利根郡みなかみ町湯原1664-1

136 紙・電子 12.レンタカー レンタカー みなかみレンタカー  0278-25-4409 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢70-17

137 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー ジャグスポーツ 0278-72-3372 水上 利根郡みなかみ町綱子１４５－１

138 紙・電子 16.スポーツ アウトドアツアー グランボレ 0278-62-1274 水上 利根郡みなかみ町師2151

139 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー カッパクラブ 0278-72-1372 水上 利根郡みなかみ町寺間18番地

140 紙・電子 16.スポーツ アウトドアツアー Mgスノーボードスクール 0278-72-3443 水上 利根郡みなかみ町寺間479－139ノルン水上スキー場

141 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー I LOVE OUTDOORS JAPAN 0278-72-1337 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢169-1

142 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー アイラブアウトドアーズジャパン 0278-72-1337 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢169-1

143 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー ネイチャーナビゲーター水上ベース 0278-72-5923 水上 利根郡みなかみ町小日向２６０－１

144 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー レイクウォーク　みなかみベース 0278-72-2870 水上 利根郡みなかみ町大穴

145 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー キャニオンズ 0278-72-2811 水上 利根郡みなかみ町湯桧曽45

146 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー マックス　大穴ベース 0278-72-4844 水上 利根郡みなかみ町大穴54-2

147 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー マックス　土合ベース 0278-72-3452 水上 利根郡みなかみ町湯桧曽湯吹山0番地

148 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー ファンテイル 0278-75-2960 水上 利根郡みなかみ町藤原4995-23

149 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー TOP水上カンパニー 0278-72-5086 水上 利根郡みなかみ町綱子170-1

4 / 5



番号 地域クーポン種別 業種分類 業種補足 店舗名 電話 エリア 住所

150 紙・電子 16.スポーツ アウトドアツアー パルネットワーク 090-8592-1571 水上 利根郡みなかみ町湯原697-1

151 紙・電子 16.スポーツ アウトドアツアー 群馬県ノルディック・ウォーク連盟前橋北毛支部 090-8592-1571 水上 利根郡みなかみ町湯原697-1

152 紙・電子 16.スポーツ アウトドアツアー かぬ～っこ　みなかみカヌー.com 090-8592-1571 水上 利根郡みなかみ町湯原697-1

153 紙・電子 14.体験型アクティビティ アウトドアツアー モンキーマウンテン 090-5410-3799 水上 利根郡みなかみ町川上131-5

154 紙・電子 15.スポーツ アウトドア 群馬県ノルディック・ウォーク連盟前橋北毛支部 090-8592-1571 水上 利根郡みなかみ町湯原697-1

155 紙・電子 16.スポーツ スキー場 水上高原　奥利根温泉　藤原スキー場 0278-75-2321 水上 利根郡みなかみ町藤原４９５７－１

156 紙・電子 3.小売（お土産等） 体験・販売・見学 TaigaGlass 0278-72-6885 水上 利根郡みなかみ町湯原686-3

157 紙 13.観光施設 道の駅 道の駅みなかみ水紀行館 0278-72-1425 水上 利根郡みなかみ町湯原1681-1

158 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 お土産　しなだ 0278-72-3268 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢１０５－２

159 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 ネクスコ東日本 谷川岳店（下り）ショッピングコーナー 0278-72-4626 水上 利根郡みなかみ町阿能川字黒川ハタ1059-7

160 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 ネクスコ東日本 谷川岳店（上り）ショッピングコーナー 0278-72-4627 水上 利根郡みなかみ町阿能川字山地入山1043-10

161 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 有)みやげ屋　小野商店 0278-72-2005 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢70番地の14

162 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 ワインとお酒の専門店 瀧澤 0278-72-3121 水上 利根郡みなかみ町大穴８１４－１

163 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 小荒井製菓 0278-72-2143 水上 利根郡みなかみ町湯原1680-20

164 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 丸須製菓 0278-72-3591 水上 利根郡みなかみ町湯原１６８０－４

165 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 ONEDROP+STORE 070-4411-1925 水上 利根郡みなかみ町湯原SHOPS&RESTAURANT ミドリ

166 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 アンドフラワー 080-5183-9964 水上 利根郡みなかみ町湯原８０９ー６

167 紙・電子 3.小売（お土産等） お土産 MIND Life Style Store MINAKAMI 080-1056-6249 水上 利根郡みなかみ町湯原681

168 紙・電子 4.小売（お土産等） お土産 アーモンドプードル 0278-25-3084 水上 利根郡みなかみ町湯原964

169 紙・電子 5.小売（お土産等） お土産 有）みやげ屋　小野商店 0278-72-2055 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢397

170 紙・電子 6.小売（お土産等） お土産 nahele 050-3637-4477 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢７０番地の１５

171 紙・電子 4.小売（お土産等） 薬局 滝口薬品 0278-72-2141 水上 利根郡みなかみ町湯原686-11

172 紙 3.小売（お土産等） お土産 まんじゅう屋笛木水上駅前店 0278-72-1000 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢７０－１８

173 紙 3.小売（お土産等） お土産 おみやげナカヨシ 0278-72-3435 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢７０－１９

174 紙 3.小売（お土産等） お土産 月見堂本舗 0278-72-2206 水上 利根郡みなかみ町小仁田５７４－１

175 紙 3.小売（お土産等） お土産 まんじゅう屋笛木川上店 0278-25-8003 水上 利根郡みなかみ町川上１１５

176 紙 3.小売（お土産等） お土産 まるやまみやげ店 0278-72-8181 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢70-13

177 紙・電子 3.小売（お土産等） ガソリンスタンド 水上石油 0278-72-5300 水上 利根郡みなかみ町湯原1685

178 紙 21.その他 ガソリンスタンド 有限会社　三幸石油ガス 0278-72-2485 水上 利根郡みなかみ町湯原１４

179 紙 21.その他 ガソリンスタンド 長田石油㈱　湯原給油所 0278-72-3016 水上 利根郡みなかみ町湯原９３８－２

180 紙 3.小売（お土産等） ガソリンスタンド コスモ石油藤原サービスステーション 0278-75-2100 水上 利根郡みなかみ町藤原2294

181 紙・電子 4.コンビニ・スーパー コンビニ セブンイレブン群馬みなかみ町店 0278-72-4711 水上 利根郡みなかみ町川上102

182 紙・電子 4.コンビニ・スーパー コンビニ ヤマザキショップ阿部 0278-72-3510 水上 利根郡みなかみ町大穴158-1

183 紙 4.コンビニ・スーパー コンビニ ファミリーマートみなかみ湯原店 0278-72-9022 水上 利根郡みなかみ町湯原830

184 紙 4.コンビニ・スーパー スーパー サンモール水上店 0278-72-6789 水上 利根郡みなかみ町湯原１６８０－１５

185 紙・電子 21.その他 観光施設案内所 水上温泉旅館協同組合 0278-72-2611 水上 利根郡みなかみ町鹿野沢70-8
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