
令和4年4月1日現在

ジャンル 店名 住所 電話

<グルメ>　そば・うどん店 あさみうどん 伊勢崎市境栄780 0270-74-2445

<グルメ>　そば・うどん店 やぶ支店 伊勢崎市乾町57-1 0270-26-1250

<グルメ>　そば・うどん店 権現山角屋 伊勢崎市豊城町1991-155 0270-25-0601

<グルメ>　そば・うどん店 今泉大むら 伊勢崎市今泉町2丁目939-10 0270-24-8197

<グルメ>　そば・うどん店 市役所前　かどや 伊勢崎市今泉町2丁目418-13 0270-25-0545

<グルメ>　そば・うどん店 あやめや 伊勢崎市羽黒町5-11 0270-32-1272

<グルメ>　そば・うどん店 柏屋 伊勢崎市下触町867-9 0270-75-2200

<グルメ>　そば・うどん店 ひじり製麺 太田市植木野町1024-5 0276-25-3113

<グルメ>　そば・うどん店 手打ちのお蕎麦屋Reiwa 前橋市野中町391-3 027-289-8849

<グルメ>　そば・うどん店 てごね家 邑楽店 邑楽郡邑楽町篠塚1476-1 0276-60-5777

<グルメ>　そば・うどん店 てごね家 笠懸店 みどり市笠懸町阿左美393-1 0277-46-8940

<グルメ>　そば・うどん店 山田うどん　妻沼店 埼玉県熊谷市八木田499-7 048-598-6789

<グルメ>　日本料理店 天武（amabu） 伊勢崎市境771-2 0270-74-1139

<グルメ>　日本料理店 うなぎ大和田 伊勢崎市波志江町1982-1 0270-23-8145

<グルメ>　日本料理店 いっちゃん庭 伊勢崎市堤下町71-2 0270-21-7115

<グルメ>　日本料理店 山海酒房あかね屋 伊勢崎市本町14-1 0270-75-3366

<グルメ>　日本料理店 割烹　天ひで 伊勢崎市連取町1233-10 0270-22-2737

<グルメ>　日本料理店 食事処うちやま 伊勢崎市中町780-1 0270-25-1037

<グルメ>　日本料理店 大喜 伊勢崎市除ケ町404-10 0270-75-5938

<グルメ>　日本料理店 味処なかや 太田市新田木崎町５２４－１ 0276-56-0029

<グルメ>　日本料理店 串膳 太田市鳥山町881-10 0276-22-3725

<グルメ>　日本料理店 鮒元　太田店 太田市大島町401－7 0276-25-5913

<グルメ>　日本料理店 うおのぶ 太田市新井町520-18 0276-45-5686

<グルメ>　すし店 和食・鮨・海鮮　葵 伊勢崎市境女塚291-2 0270-74-2535

<グルメ>　すし店 みはし寿司 伊勢崎市新栄町3915-48 0270-23-3531

<グルメ>　すし店 吉野鮨 伊勢崎市緑町9-13 0270-25-1465

<グルメ>　すし店 寿司割烹　とみ岡 伊勢崎市富塚町256-1 0270-61-9161

<グルメ>　すし店 石松寿司 太田市岩松町550-3 0276-52-2040

<グルメ>　すし店 太進寿司 太田市西本町54-23 0276-31-2411

<グルメ>　すし店 小林寿司 太田市高林東町1349 0276-38-0509

<グルメ>　すし店 増田屋 太田市高林東町1792 0276-38-0452

<グルメ>　すし店 ますでん 太田市高林東町1806 0276-30-5522

<グルメ>　食堂 矢嶋食堂 伊勢崎市本町19-8 0270-25-2315

商品券ご利用可能店舗

http://www.io-web.jp/iobiznet/521_asamiudon.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/380_yabu.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/123_shiyakusyo-kadoya.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/551_reiwa-soba.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/564_aoizushi.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/425_mihashi-sushi.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/432_yoshino-sushi.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/524_masudaya.html


令和4年4月1日現在

ジャンル 店名 住所 電話

商品券ご利用可能店舗

<グルメ>　食堂 食事処つむぎや 伊勢崎市大正寺町313-2 0270-32-0307

<グルメ>　食堂 食事処つちや 伊勢崎市市場町2丁目659-4 0270-62-0503

<グルメ>　食堂 国定食堂 伊勢崎市上田町217-42 0270-62-0264

<グルメ>　食堂 ディスカバリー食堂 太田市石原町416-3 0276-47-3853

<グルメ>　食堂 花味屋 前橋市天川大島町1丁目27-19 027-289-2563

<グルメ>　ラーメン店 手打ちらーめんやまだ 伊勢崎市波志江町4344-36

<グルメ>　ラーメン店 らーめんしんどう 伊勢崎市安堀町685-1 0270-21-3687

<グルメ>　ラーメン店 麵屋　はちまる 伊勢崎市上諏訪町1258-12　BY館 0270-61-7389

<グルメ>　ラーメン店 らーめんしんどう　南千木店 伊勢崎市南千木町2369-2 0270-61-7985

<グルメ>　ラーメン店 麺屋　五郎蔵 伊勢崎市本町14-1 0270-22-5666

<グルメ>　ラーメン店 ラーメン　ともや　伊勢崎店 伊勢崎市連取町1906-1 0270-23-4313

<グルメ>　ラーメン店 らーめん　りあん 伊勢崎市連取町3107-15 0270-50-0115

<グルメ>　ラーメン店 ラーメン酒場　天狗 伊勢崎市長沼町1731 0270-50-0787

<グルメ>　ラーメン店 会津　喜多方らーめん 太田市新田市野井町792-2 0276-57-5959

<グルメ>　ラーメン店 らーめんともや　新田店 太田市新田市野井町414-1 0276-57-5886

<グルメ>　ラーメン店 手打ちらーめん麺之介 太田市新井町549-22 0276-49-2633

<グルメ>　ラーメン店 ダイニングれんげ 太田市新井町549-27 0276-51-1611

<グルメ>　ラーメン店 サロマ　札幌ラーメン 邑楽郡大泉町朝日3丁目12-10 0276-63-0825

<グルメ>　中華料理店 中国料理　龍華 伊勢崎市ひろせ町4099-1 0270-26-3676

<グルメ>　中華料理店 丸長 伊勢崎市福島町738-2 0270-32-8714

<グルメ>　中華料理店 東陽亭 太田市岩瀬川町319-1 0276-48-6800

<グルメ>　西洋料理店 レストラン美濃 伊勢崎市境上渕名716-6 0270-76-0775

<グルメ>　西洋料理店 Trattoria FILO 伊勢崎市上諏訪町2113-18 0270-50-0874

<グルメ>　西洋料理店 luce café 伊勢崎市上諏訪町2111-1 0270-61-6710

<グルメ>　西洋料理店 欧風料理レストランJIN 伊勢崎市八幡町74-1 0270-26-7342

<グルメ>　西洋料理店 Pasta Bar RICCO
伊勢崎市連取町3003-52連取バ
ザール

0270-27-4881

<グルメ>　西洋料理店 洋食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞジョイマハール 伊勢崎市連取本町2-1 0270-26-5556

<グルメ>　西洋料理店 八王子農園 太田市菅塩町1029-10 0276-37-0300

<グルメ>　西洋料理店 Boschetto（ボスケット） 太田市金山町38-42 0276-49-5564

<グルメ>　西洋料理店 ダニエルハウス 太田市飯田町895 0276-47-1222

<グルメ>　西洋料理店 スペイン料理　エルヴィエント 前橋市三河町1-3-12 027-220-5545

<グルメ>　西洋料理店 Rabulan  Café 前橋市富士見町原之郷650-1 027-212-6366

<グルメ>　西洋料理店 べじたぶるkitchenイロドリ 佐波郡玉村町板井832-6 0270-75-2676

<グルメ>　西洋料理店 FRENCH TOAST CAFÉ Le Bois(ルボア） 高崎市引間町92-1 027-384-6116

http://www.io-web.jp/iobiznet/350_ryuka-china.html
http://www.io-web.jp/iobiznet/326_marucho-chuuka.html
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<グルメ>　焼肉店 七輪焼酒場　天狗 伊勢崎市南千木町2681-1 0270-50-0229

<グルメ>　焼肉店 焼肉　力 伊勢崎市三光町7-15 0270-25-7230

<グルメ>　焼肉店 焼肉・ステーキ鐵 伊勢崎市本町17-15 0270-75-3377

<グルメ>　焼肉店 鶴橋ホルモン 伊勢崎市大手町19-18 0270-23-2929

<グルメ>　焼肉店 ホルモン屋敷 伊勢崎市国定町1-288 0270-61-9129

<グルメ>　焼肉店 天狗屋　焼肉部 伊勢崎市田部井町二丁目479-1 0270-75-2949

<グルメ>　焼肉店 尾内食堂 伊勢崎市小泉町610 0270-62-3969

<グルメ>　焼肉店 味楽 太田市新島町776-3 0276-46-8833 ・080-5413-0852

<グルメ>　居酒屋・BAR 炭火Grill＆葡萄酒Dining LUNA　 伊勢崎市下植木町871-1 0270-26-8999   

<グルメ>　居酒屋・BAR 天狗屋 伊勢崎市北千木町1189 0270-61-9183

<グルメ>　居酒屋・BAR あたりやの眠蔵
伊勢崎市中央町25-22セントラルビ
ル1F

0270-21-9151

<グルメ>　居酒屋・BAR くいどころバー北菜 伊勢崎市緑町15-19　1F 0270-21-8881

<グルメ>　居酒屋・BAR 串焼粂八 伊勢崎市本町17-7 0270-21-9998

<グルメ>　居酒屋・BAR こだわり海鮮　藤っ子 伊勢崎市本町1-19 0270-22-2661

<グルメ>　居酒屋・BAR 酔い笑 伊勢崎市八幡町75-1 0270-22-4145

<グルメ>　居酒屋・BAR はしご屋酒場　天狗 伊勢崎市宮子町3411-13 0270-75-3828

<グルメ>　居酒屋・BAR ミスターハーレー 伊勢崎市連取町1511-1 0270-26-5958

<グルメ>　居酒屋・BAR Dining&Bar　蘭丸 伊勢崎市除ヶ町384-6 0270-32-9933

<グルメ>　居酒屋・BAR 海鮮酒房　美鈴 太田市新田反町町63-2 0276-56-3225

<グルメ>　居酒屋・BAR 和洋ダイニング鑑 太田市飯塚町705-2 0276-48-7747

<グルメ>　居酒屋・BAR Shot Bar BARATIE 太田市飯田町991-2 0276-55-2298

<グルメ>　居酒屋・BAR 炭火Grill＆葡萄酒Dining LUNA Due 太田市飯田町702M1ビル1F 0276-57-6113

<グルメ>　居酒屋・BAR Bistro　Famille 太田市新井町550-9-2 0276-55-8330

<グルメ>　居酒屋・BAR 荒牧大衆酒場 OYAJI　CIRCUS ～オヤジサーカス～ 前橋市荒牧町4-10-31 027-289-8281

<グルメ>　喫茶店 街角茶論 伊勢崎市境栄673-1 0270-74-7463

<グルメ>　喫茶店 CafeCafe　 伊勢崎市田部井町3丁目166 0270-75-5532

<グルメ>　やきそば店 やきそば　武藤 太田市鶴生田町733-32 0276-25-8246

<グルメ>　やきそば店 岩崎屋 太田市寺井町６９７－８ 0276-37-0258

<グルメ>　やきそば店 おうら物語 邑楽郡邑楽町篠塚1633-7 080-6738-8695

<グルメ>　お好み焼き・もんじゃ店 やきべえ 伊勢崎市宮子町2873 0270-23-0500

<グルメ>　お好み焼き・もんじゃ店 登喜屋 伊勢崎市田部井町2丁目619－11 0270-61-8899

<販売>　和・洋菓子 水戸屋 伊勢崎市境百々東20-1 0270-76-1895

<販売>　和・洋菓子 福島屋焼きまんじゅう店 伊勢崎市境下武士2699 0270-74-5632

<販売>　和・洋菓子 つねやモンドール 伊勢崎市境平塚1717-2 0270-74-9451
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<販売>　和・洋菓子 ケーキの店　メルシー 伊勢崎市乾町85-1 0270-26-5570

<販売>　和・洋菓子 NUTS　FACTORY
伊勢崎市昭和町1656-5　伊勢崎
ヴィレッジⅡ　1-B

0270-61-7597

<販売>　和・洋菓子 むらさき庵　 伊勢崎市昭和町1616-5 0270-21-6656

<販売>　和・洋菓子 Café suave bis（カフェ スアーヴ ビス） 伊勢崎市茂呂町2丁目2838-1 0270-40-5226

<販売>　和・洋菓子 赤城せんべい 伊勢崎市緑町17-27 0270-25-1487

<販売>　和・洋菓子 赤石屋 伊勢崎市本町2-8 0270-25-1127

<販売>　和・洋菓子 親玉本店 伊勢崎市本町1-16 0270-25-0467

<販売>　和・洋菓子 松露庵 伊勢崎市本町3-21 0270-25-0160

<販売>　和・洋菓子 親玉商店 伊勢崎市大手町2-1 0270-25-1557

<販売>　和・洋菓子 芋まさ 伊勢崎市曲輪町36-6 なし

<販売>　和・洋菓子 フランス菓子　ミルフルール 伊勢崎市末広町159-2 0270-23-1087

<販売>　和・洋菓子 Southern Maid Donuts 伊勢崎店
伊勢崎市宮子町3406-5 いせさき
ガーデンズ内

0270-75-2122

<販売>　和・洋菓子 創作菓子工房ボンワール洋菓子店 伊勢崎市連取町3036-9 0270-24-0022

<販売>　和・洋菓子 洋菓子店　ナランハ 伊勢崎市戸谷塚町76 0270-75-2251

<販売>　和・洋菓子 忠治茶屋 伊勢崎市上蓮町657 0270-32-0124

<販売>　和・洋菓子 伊勢屋 太田市東本町24-23 0276-22-2858

<販売>　和・洋菓子 峯岸　大和屋 太田市西本町19-10 0276-22-4456

<販売>　和・洋菓子 ㈲万徳 太田市本町33-29 0276-22-7921

<販売>　和・洋菓子 田中菓子店　太田店 太田市石原町992-6 0276-60-1165

<販売>　和・洋菓子 喜多製菓舗 太田市浜町46-15 0276-45-8910

<販売>　和・洋菓子 金井製菓所 太田市南矢島町577 0276-38-0314

<販売>　和・洋菓子 Baron 前橋市若宮町1-14-22 027-233-6793

<販売>　和・洋菓子 パティスリー　サンクトロワ 佐波郡玉村町大字角渕4338-1 0270-55-2477

<販売>　和・洋菓子 田中菓子店　本店 邑楽郡大泉町北小泉3-18-12 0276-62-4297

<販売>　和・洋菓子 田中菓子店　館林店 館林市近藤町570-2 0276-73-1233

<販売>　和・洋菓子 田中菓子店　足利店 栃木県足利市上渋垂342-3 0284-72-1778

<販売>　食料品 つぼ焼きいも・夢座家 伊勢崎市上植木本町2521-1 090-8485-7599

<販売>　食料品 オーケーストア 伊勢崎市日ノ出町902-5 0270-24-8925

<販売>　食料品 ㈲森米穀店 伊勢崎市中央町23-25 0270-25-1163

<販売>　食料品 澁沢製パン 伊勢崎市緑町11-16 0270-25-0017

<販売>　食料品 いかパンって何だ？ 伊勢崎市八坂町1番地13 0270-30-8102

<販売>　食料品 (有)鈴木豆腐店 伊勢崎市八坂町522-3 0270-25-4851

<販売>　食料品 大竹園 伊勢崎市本町1-12 0270-25-0136

<販売>　食料品 あつぱん 伊勢崎市宮子町3531-2 0270-75-5919
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<販売>　食料品 珈琲豆焙煎工房Bliss 伊勢崎市宮子町3410-3 0270-75-2085

<販売>　食料品 パン工房　ブラン 伊勢崎市市場町1丁目166-5 0270-61-1281

<販売>　食料品 高橋本店 伊勢崎市西小保方町26-1 0270-62-0245

<販売>　食料品 ミルクランド東毛ニコモール店 太田市新田市野井町592-13 0276-57-7020

<販売>　食料品 太田市新田木崎町966 0276-56-1241

<販売>　食料品 ヴァンダラスト 太田市西本町5-30 0276-22-2200

<販売>　食料品 フローエス　ゲグルンツェ 太田市八幡町２３－３５ 0276-20-2279

<販売>　食料品 サンドイッチ専門店　まめや 太田市本町13-19 0276-22-3553

<販売>　食料品 吉田食品 太田市本町16-1 0276-22-2235

<販売>　食料品 スーパータカハタ 太田市鳥山下町909-3 0276-22-1989

<販売>　食料品 太田市下浜田町1266 0276-46-0075

<販売>　食料品 珈琲工房かねだ 太田市高林東町1681 0276-38-0593

<販売>　食料品 東毛米穀㈲ 太田市高林東町1704 0276-38-0223

<販売>　食料品 金谷酒店 太田市細谷町1274-2 0276-32-1836

<販売>　食料品 大南食品 太田市新井町507－1 0276-45-3563

<販売>　生花 ふらわ～ふらわ～
伊勢崎市昭和町3808　ロイヤルマ
ンションぺぺ105

0270-61-8743

<販売>　生花 花車 伊勢崎市東本町39 0270-24-1230

<販売>　生花 フラワーショップ　花一 太田市西本町68-19 0276-31-8783

<販売>　生花 花よ志本店/posy room/Cucuron 太田市本町23-27 0276-22-6412

<販売>　生花 フラワーショップ花ゆう 太田市石原町499 0276-46-8741

<販売>　生花 花ショップ　グリーンブルーム 佐波郡玉村町大字福島509 0270-64-8581

<販売>　衣料・衣類 LUCKY PERSONS 伊勢崎市宮子町3403-5 0270-40-6883

<販売>　衣料・衣類 Formal Lucky Persons 伊勢崎市宮子町3406-3 0270-75-5387

<販売>　衣料・衣類 刺繍屋　福田商店 伊勢崎市東小保方町3126 0270-62-1562

<販売>　衣料・衣類 学校制服専門店ゴリラ 太田市新野町991-1 0276-33-7775

<販売>　家具・家電 伊勢崎市堀口町320-1 0270-32-0609

<販売>　家具・家電 ナガヌマ電器 太田市宝町313 0276-31-4068

<販売>　雑貨 パッケージプラザ　ヤマモト 太田市西本町５－２ 0276-22-2536

<販売>　雑貨 太田市石原町388 0276-45-9770

<サービス>　美容業・理容業・エステ アルファヘアー　/　ビーエステティック
伊勢崎市境754-13/伊勢崎市南千木
町5210-11

0270-74-0882/0270-26-8233

<サービス>　美容業・理容業・エステ ランティ 伊勢崎市除ヶ町3112-12 0270-20-3300

<サービス>　美容業・理容業・エステ エステティックサロンソワン 伊勢崎市三室町5267番地8 0270-27-4864

<サービス>　美容業・理容業・エステ 理髪　よしざわ 太田市成塚町１５０－８１ 0276-37-5318

<サービス>　美容業・理容業・エステ ビューティーサロン姉妹ＰＡＲＴ2 太田市新野町906-4 0276-31-6556
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<サービス>　美容業・理容業・エステ 理容しらかば 太田市大島町401-6 0276-25-1768

<サービス>　美容業・理容業・エステ サロンド藍 太田市鳥山上町1519-1 0276-37-6840

<サービス>　美容業・理容業・エステ 背中専門サロンT's Room
太田市内ケ島町2087　ブライトン
上原106

0276-49-6536

<サービス>　美容業・理容業・エステ エステサロン　S Line 太田市東別所町293-7 0276-55-0941

<サービス>　美容業・理容業・エステ パーソナルエステサロン　フェミーナ 太田市新島町269-7 0276-30-6777

<サービス>　美容業・理容業・エステ elk hair salon 太田市高林南町862-5 0276-30-5585

<サービス>　美容業・理容業・エステ NAILSALON　Merci
太田市西新町（詳細は、ご予約確定
後にお知らせいたします。）

0276-56-9117

<サービス>　美容業・理容業・エステ Owl（アウル） 前橋市若宮町4－14－2 080-1139-0734

<サービス>　美容業・理容業・エステ すっきりはうす
前橋市文京町1丁目41番地19
101号栄徳ﾏﾝｼｮﾝ

027-224-0002

<サービス>　美容業・理容業・エステ 美肌脱毛サロン　soRte
佐波郡玉村町大字下新田263-1
フェリーチェC

0270-30-6882

<サービス>　整体院・接骨院 ボディメイクサロンJolly 伊勢崎市宮子町3564-1 080-1066-0905/0270-75-6603

<サービス>　整体院・接骨院 LEAD整骨院 太田市新田大根町1-4 0276-78-7830

<サービス>　整体院・接骨院 リラックス茶館テアタイム 太田市新道町1375 0276-31-3275

<サービス>　整体院・接骨院 ほりこし整骨院 太田市鳥山下町703-2 0276-25-8668

<サービス>　整体院・接骨院 スマートストレッチ 太田店 太田市新井町377-2 0276-49-5246

<サービス>　整体院・接骨院 ほねつぎ太田新井はりきゅう接骨院 太田市新井町377-2 0276-49-5245

<サービス>　整体院・接骨院 ほねつぎ太田高林はりきゅう接骨院 太田市南矢島618-2 0276-55-5750

<サービス>　整体院・接骨院 城南接骨院 前橋市飯土井町924 027-268-1300

<サービス>　整体院・接骨院 スマートストレッチ 館林店
館林市富士見町1-8-39　フィット
イージー館林店内

0276-55-4550

〈自動車〉 一場自動車株式会社 伊勢崎市堀下町１３４３ 0270-62-7283

〈自動車〉 オートプロデュースアクセス 伊勢崎市五目牛町318-2 0270-75-3400

〈自動車〉 オフロードファクトリー 太田市新田小金井町1640-1 0276-49-5267

〈自動車〉 トライズポイント・オートワークス 太田市新田木崎町1545-2 0276-61-3151

〈自動車〉 太田市新道町57-1 0276-32-9055

〈自動車〉 car shop ウイング 前橋市笂井町946-2 027ー289ー5096

〈その他〉薬局 いこい堂漢方薬局 伊勢崎市田中島町1420-4 0270-25-0432

〈その他〉化粧品小売 クロロフイルいせさき美顔教室
伊勢崎市連取町1538メゾンドプロ
バンス102A

0270-50-0461

〈その他〉ガス・灯油　卸売販売 有限会社原田商店 伊勢崎市連取町3335-1 0270-25-1632

〈その他〉ゴム製品 信越工業　株式会社 伊勢崎市東小保方町3139-27 0270-63-3991

〈その他〉　だるま製造販売 だるま工房　吉んと 太田市新田木崎町1093-3 0276-56-3344

〈その他〉　天然石アクセサリー販売 Handmade　Accessory　Akri　～アークリィ～ 太田市新田上田中町686-1 0276-60-5211

〈その他〉バルーン専門店 オーブバルーンアート 太田市強戸町975-7 0276-55-5550

〈その他〉　クリーニング シャープドライ　しながわ 太田市鶴生田町855-8 0276-22-7887

〈その他〉　靴修理・販売 SHOES　LIFE 太田市上小林町1487-1 0276-59-9110
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〈その他〉　ファイナンシャルプランイング アルプランニング 太田市鳥山上町2230-3 0276-49-5483

〈その他〉　畳の販売・施工 中島畳店 太田市鳥山中町937-9 0276-22-1794

〈その他〉　多肉植物販売 太田市台之郷町229 0276-51-5018

〈その他〉　クリーニング業 クリーニング タイムリー 太田市小舞木町301 0276-45-6638

〈その他〉　清掃用品販売、レンタル ダスキン玉村 佐波郡玉村町大字角渕2165 0270-65-8055


