ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

喫茶マルカ

前橋市千代田町4-1-18 小西ビル1F

飲食店

090-8680-2881

炭火焼ワインバルLom

前橋市表町2-2-4 小林ビル1F

飲食店

027-257-3902

美容室エール

前橋市青柳町210-1

理美容業

027-233-0721

美容室RUNA

前橋市古市町180-1 フォレストモール内 理美容業

027-289-5261

美容室エールANNEX

前橋市青柳町197-3-101

理美容業

027-235-3530

ヘア倶楽部HEARTS

前橋市緑が丘町18-3

理美容業

027-231-6258

ヘアーサロンもりかわ

前橋市朝日町2-4-1

理美容業

027-224-2393

㈱寿々島

前橋市紅雲町1-9-26 藤井ビル1F

その他

027-212-7528

Dining Bar Berl

前橋市城東町4-4-8

飲食店

027-289-3103

KARAOKE

前橋市千代田町5-11-1 サン観光ビル3F

娯楽業

027-289-5909

摩天楼

前橋市千代田町4-4-9

社交飲食店

027-226-1206

おもてなしカフェ

前橋市大手町2-8-1 大村ビル

小売業

027-289-5828

ヘアーサロン

前橋市亀泉町1-32

理美容業

027-269-1382

前橋市千代田町5-5-2

飲食店

027-234-0807

前橋市三俣町1-21-2

理美容業

027-233-4124

城東ホルモン

前橋市上泉町1512-2

飲食店

027-269-0199

ホームバザー前橋店

前橋市下大島町1155 フォリオ駒形SC内 小売業

027-280-8188

Heal café&Dining BOND

前橋市城東町5-6-4

飲食店

027-232-8561

地中海マルシェ

前橋市天川大島町3-36-5

飲食店

027-257-3547

前橋市本町2-13-5

飲食店

027-226-1230

㈱ワカイカメラ

前橋市城東町4-2-8

小売業

027-232-7575

ちとせ美容室

前橋市若宮町4-2-17

理美容業

027-235-8106

居酒屋パワー

前橋市城東町3-4-3 小沢ビル101

飲食店

027-212-7959

理美容業

027-221-7739

前橋市鶴光路町765

その他

027-226-1226

前橋市古市町180-3

その他

027-256-8100

前橋市関根町2-9-6

その他

027-234-0531

㈱大渡自動車学校

前橋市総社町総社1164-2

教育・学習支援業

027-251-4037

㈱前橋天川自動車教習所

前橋市天川大島町1065-2

教育・学習支援業

027-261-0840

えびすや荒牧店

前橋市荒牧町1-22-7

飲食店

027-235-1168

えびすや青柳店

前橋市青柳町259-6

飲食店

027-212-5190

広告新聞

前橋市下大島町24

小売業

027-289-5300

居酒屋しゅん

前橋市日吉町1-5-7 山本ハイツ103

飲食店

027-234-9550

THE CORONATION

前橋市青梨子町1339-1

飲食店

027-257-3686

めの娘大友店

前橋市大友町2-25-13

飲食店

027-252-9819

ローソン前橋朝倉南店

前橋市朝倉町514-1

小売業

027-288-0503

Rezona Beauty Park前橋

前橋市元総社町1-30-16

理美容業

027-212-9992

サイエンスアート

前橋市六供町1-14-3

その他

027-243-7911

美容室マッティーナ

前橋市前箱田町241-1

理美容業

027-255-0108

小川屋美容室

前橋市千代田町2-7-15 1F

理美容業

090-7256-0292

美容室grow

前橋市広瀬町1-1-5

理美容業

027-261-1084

磯春松

前橋市城東町1-2-4

飲食店

027-231-0992

PAS DE DEUX

前橋市上小出町2-46-5

理美容業

027-260-7571

勝どころ

前橋市大友町3-25-10

飲食店

027-252-5577

㈱フジイ

前橋市若宮町2-13-13

小売業

027-231-3564

アンティームTSUBAKI

前橋市千代田町2-5-5 シーズポート2F

飲食店

027-289-5620

㈲たっく曙

前橋市三俣町2-26-6

飲食店

027-234-9222

前橋市小屋原町925-1

理美容業

027-266-0664

前橋市千代田町5-7-1

社交飲食店

027-215-8887

オグラ

㈱前橋飯店
ビューティー

食堂酒バ

レッズ

Sole Sole

ココソーレ

美容室ナポレオンⅠ世
総合住宅展示場

上毛新聞e住まいるプラザ前橋みな

み
総合住宅展示場

上毛新聞マイホームプラザMIRAI

STYLE
総合住宅展示場

上毛新聞マイホームプラザ前橋北会

場

かつ友

HAIR WORLD
クラブ

泉

Candy

前橋市文京町2-24-20 アルファ文京町マ
ンション1F

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

ナガイスイミングスクール前橋校

前橋市朝日町1-452-1

教育・学習支援業

027-221-8833

ミスタードーナツ前橋片貝ショップ

前橋市上泉町15-2

飲食店

027-234-3318

はなまるうどん

前橋市古市町180-1

飲食店

027-280-5870

前橋市岩神町4-9-15

飲食店

027-233-1519

前橋市住吉町2-11-13

理美容業

027-232-2948

こどもサークル前橋

前橋市元総社町190-4 2階

その他

027-289-2900

こどもサークル前橋東

前橋市元総社町175-2

その他

027-280-6600

美髪来福KOSUMOSU

前橋市荒子町1579-6

理美容業

027-268-4372

増田理容院

前橋市昭和町3-21-7

理美容業

027-232-6674

前橋市本町1-3-2

飲食店

027-243-8194

前橋市上細井町1922-9

飲食店

027-288-0374

フォレストモール新前橋店

牛や清
ヘアショップ

食彩酒房

コバヤシ

喜和美家

RONRON食堂
群馬日産自動車㈱

前橋城東店

前橋市城東町1-6-8

小売業

027-253-1523

群馬日産自動車㈱

前橋光が丘店

前橋市小相木町564-1

小売業

027-253-3723

群馬日産自動車㈱

前橋総社店

前橋市総社町1-9-20

小売業

027-251-0115

群馬日産自動車㈱

前橋東部バイパス店

前橋市西片貝町4-24-1

小売業

027-243-7111

朝鮮飯店

東部店

前橋市日吉町4-36-2

飲食店

027-231-4023

朝鮮飯店

天川店

前橋市天川大島町2-14-17

飲食店

027-221-2983

朝鮮飯店

荒牧店

前橋市荒牧町2-49-9

飲食店

027-237-2989

朝鮮飯店

亀里店

前橋市亀里町350-5

飲食店

027-265-2929

前橋市千代田町2-7-12

飲食店

027-212-9269

小売業

027-210-6231

前橋市天川原町1-44-11

飲食店

027-226-1080

前橋市南町3-9-11

飲食店

027-226-7755

前橋市大友町1-20-8

飲食店

027-280-5200

Private hair&nail Cocott

前橋市六供町991-6

理美容業

027-243-0305

ビューティサロン

前橋市三俣町1-4-21

理美容業

027-233-9726

炭火やきとり山水
COSMETIC villa いちばんぼし
焼肉屋

たくみ

金の水花

前橋店

しゃぶしゃぶ温野菜

前橋大友店
ハッピー

㈱TMR本社事務所

前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋
1F

前橋市新前橋町25-19 上原ビル2階

その他

027-251-5515

メガネのイタガキ

前橋本店

前橋市下小出町1-20-1

小売業

027-210-3800

メガネのイタガキ

前橋三俣店

前橋市三俣町1-29-2

小売業

027-235-3553

メガネのイタガキ

前橋箱田店

前橋市箱田町419-1

小売業

027-280-4401

The Testkitchen M

前橋市千代田町4-15-8

飲食店

027-888-9321

レッツ岩神店

前橋市岩神町2-589-18

理美容業

027-234-2355

レッツ前橋モール店

前橋市上泉町680-1

理美容業

027-210-2305

レッツ前橋みなみモール店

前橋市新堀町893

理美容業

027-265-2309

味処

前橋市上泉町1406-3

飲食店

027-269-4266

前橋市元総社町3-4-8

理美容業

027-254-6226

前橋市天川原町1-21-7

飲食店

027-243-3346

前橋市西片貝町1-200

飲食店

027-231-0188

関根昆布本社直売店

前橋市亀泉町567-2

小売業

027-212-6518

ヴァン・ルージュ川原本店

前橋市川原町2-2-4

飲食店

027-235-5012

ヴァン・ルージュ箱田店

前橋市前箱田町387-1

飲食店

027-212-3733

㈱ホソイ食品

前橋市下大島町172-1

小売業

027-266-1124

㈱C&T

前橋市石倉町4-4-10ｰ205

その他

027-251-5515

前橋市大手町2-5-15

飲食店

027-221-2118

みずほ

フォルテ・シモ
海鮮どんさん亭

前橋店

海鮮居酒屋どんさん亭

本店事務所

sokono cafe

片貝店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

美容室 ルナ・ブーケ

高崎市日高町455-3

理美容業

027-361-2522

炭火焼ワインバルLom 高崎店

高崎市連雀町4-4

飲食店

027-377-6940

スナック Wink

高崎市柳川町32-5 ウラノビル2F

社交飲食店

027-327-1888

花鮨

高崎市片岡町1-13-1

飲食店

027-326-2317

美な味 大喜

高崎市下和田町2-1-6

飲食店

027-328-2340

大天狗

高崎市栄町1-8

飲食店

027-325-4207

DOG＆CAT Waltz

高崎市住吉町18-1

小売業

027-386-8791

cafe&bar ESSENCE

高崎市通町34 イッコウビル1F

社交飲食店

027-324-5755

Bar MOON RABBIT

高崎市通町34 イッコウビル2F

社交飲食店

027-327-9078

スナック 高崎茶屋 はんなり

高崎市旭町37-6 アーキビル3F

社交飲食店

027-386-6559

高崎 Ring Road

高崎市筑縄町47-10

飲食店

027-395-4264

美容室UN 井野店

高崎市井野町693-1

理美容業

027-360-3961

丁子堂房右衛門 片岡店

高崎市片岡町2-22-12

小売業

027-324-3301

丁子堂房右衛門 倉賀野店

高崎市倉賀野町2006

小売業

027-346-2321

JOYFIT SPA 高崎上中居

高崎市上中居町509

娯楽業

027-310-3915

ハーフムーン

高崎市柳川町39-3

社交飲食店

027-325-1929

ファッション・ハウス・ヤマダ

高崎市倉賀野町1631

小売業

027-346-2343

ホンダ販売㈱

高崎市片岡町3-7-8

小売業

027-322-2900

上原インテリア

高崎市片岡町2-5-5

小売業

027-323-7419

カフェ・ド・プランタン

高崎市片岡町3-24-1

飲食店

027-323-3410

マロン美容室

高崎市片岡町2-5-12

理美容業

027-326-9680

㈱泰山

高崎市片岡町3-1-20 プレステージ101

小売業

027-327-2366

TOTSUKA

高崎市筑縄町70-3

理美容業

027-362-0103

フェアリー・R

高崎市本町37-1 88ビル202

社交飲食店

027-310-5666

四季彩ダイニング 一

高崎市連雀町84今坂屋ビル２F

飲食店

027-386-8328

GARDEN AVEDA

高崎市上並榎町69-1

理美容業

027-364-8860

武井自転車

高崎市山名町628

小売業

027-346-2407

宮一自転車商会

高崎市石原町3187

小売業

027-322-3810

ナガイスイミングスクール高崎

高崎市柴崎町2300

教育・学習支援業

027-352-2020

黒沢輪店

高崎市飯塚町743

小売業

027-361-2258

ホームバザー高崎中央店

高崎市下之城町178-3

小売業

027-320-8118

ミリオン洋菓子店

高崎市倉賀野町6473

小売業

027-320-2686

炭火焼肉酒家 九官亭

高崎市飯玉町42-6

飲食店

027-362-3597

炭火ホルモン焼酒場 九官亭 JINJIN

高崎市真町67 高桑ビル1-B

飲食店

027-329-5476

リゾナビューティーパーク高崎

高崎市飯塚町412-1

理美容業

027-386-2114

ヨガスタジオ ポスチャー高崎店

高崎市浜尻町531-1 B棟

娯楽業

027-388-1221

炉端Bistro ソーレマン

高崎市八島町28-1-2

飲食店

027-388-8388

シャーベット

高崎市若田町225-1

小売業

027-343-0248

自然堂

高崎市旭町40-2 レマンビル2F

飲食店

027-368-2058

高崎市栄町22-34

その他

027-388-9220

総合住宅展示場 上毛新聞マイホームプラザ高崎会場

高崎市並榎町41-1

その他

027-364-0409

ヘアールームビビ

高崎市井野町581-1

理美容業

027-363-3484

BO-Z

高崎市八島町14-16 1F

飲食店

027-384-4919

三代目 さんたろう

高崎市通町93-16

飲食店

027-321-6816

hair act company

高崎市浜尻町206-10

理美容業

027-361-1089

ホワイトイン高崎

高崎市赤坂町94

その他

027-325-5858

ハートステーション幸和

高崎市東町28 コーポラス高崎２F

その他

027-327-6666

ビーウェーブ美容室

高崎市鞘町10

理美容業

027-323-4218

ポスチャーパーソナル

高崎市連雀町119 アークプラザ1F

娯楽業

027-384-4339

高崎ほるもん達磨 上小塙店

高崎市上小塙町848-10

飲食店

027-387-0297

ローソン高崎宿大類町店

高崎市宿大類町900-1

小売業

027-352-9898

㈲ファッションバック清水 小八木店

高崎市小八木町1737

小売業

027-361-3434

GUSHA（愚者）

高崎市問屋町西1-10-3

社交飲食店

027-388-1886

総合住宅展示場 上毛新聞マイホームプラザ
TAKASAKI HOUSE COLLECTION

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

ウイング本店

高崎市中尾町36

小売業

027-252-7227

紋次郎 高崎店

高崎市栄町17-12

飲食店

027-386-9988

麺屋 福籠 中央銀座店

高崎市寄合町25-12

飲食店

027-381-6615

らーめん酒場 福籠

高崎市通町33

飲食店

027-323-0860

居酒屋 十八番

高崎市東町158-3

飲食店

027-327-2989

ミスタードーナツ 高崎小鳥町ショップ

高崎市下小鳥町446-7

飲食店

027-362-9414

ミスタードーナツ 高崎東ショップ

高崎市高関町526

飲食店

027-325-8636

かわぐち

高崎市並榎町91-7

飲食店

027-361-5454

㈱高崎楽器

高崎市江木町1486

教育・学習支援業

027-326-7014

そばはや

高崎市問屋町1-11-33

飲食店

027-363-6160

朝鮮飯店 高前店

高崎市問屋町西1-11-1

飲食店

027-362-2040

朝鮮飯店 倉賀野店

高崎市倉賀野町4675-6

飲食店

027-347-4129

朝鮮飯店 高崎駅西口店

高崎市八島町24

飲食店

027-327-3360

朝鮮飯店 高崎駅東口店

高崎市東町9-4

飲食店

027-328-2983

矢中食堂

高崎市矢中町2-1

飲食店

027-347-7781

高崎ほるもん達磨 中央銀座店

高崎市新紺屋町16-1

飲食店

027-386-3916

Vert Oro

高崎市八島町20 KSビル1F

小売業

027-387-0174

上州山賊麺 大大坊

高崎市通町20-1

飲食店

027-327-9083

メナードフェイシャルサロン高崎綿貫店

高崎市綿貫町292-2

その他

027-346-1307

㈲飯塚モータース

高崎市大八木町900

小売業

027-361-2487

松井理容院

高崎市飯玉町152-2

理美容業

027-363-3924

WISE EYES

高崎市石原町3213-1

理美容業

027-324-3471

WISE EYES LANA

高崎市南大類町828-1

理美容業

027-386-5070

メガネのイタガキ

高崎本店

高崎市上大類町778

小売業

027-350-1300

メガネのイタガキ

高崎石原店

高崎市石原町3213-1

小売業

027-322-5630

倉本モータース

高崎市上佐野町693-1

小売業

027-322-7237

コワーキングスペース・Somethin’ ELSE

高崎市小八木町312-15

その他

027-386-3373

ほるもん

高崎市菊地町153

飲食店

027-388-9165

Hamaya高崎店

高崎市砂賀町32-2小島ビル２F

小売業

027-325-0808

芳村

高崎市飯塚町1543-14

飲食店

027-364-4656

海鮮どんさん亭 高崎店

高崎市貝沢町359-1

飲食店

027-365-2261

海鮮どんさん亭 高崎北店

高崎市飯塚町742-5

飲食店

027-363-7181

惣菜スタジオころむす

高崎市石原町3267-1

飲食店

027-327-0124

森のレストランころむす

高崎市綿貫町992-1

飲食店

027-346-5500

群馬日産自動車㈱

ルノーKitーR高前

高崎市中尾町467

小売業

027-361-8882

群馬日産自動車㈱

KitーR高前

高崎市中尾町467

小売業

027-362-1923

群馬日産自動車㈱

ゆうタウンKitーR高前

高崎市中尾町467

小売業

027-361-1423

群馬日産自動車㈱

高崎倉賀野店

高崎市倉賀野町570-1

小売業

027-346-5523

小売業

027-324-5088

高崎市筑縄町10-23

飲食店

027-384-2799

さんく

高崎市鞘町10

小売業

027-325-6288

サイクルフレンドまつもと

高崎市中尾町642-1

小売業

027-363-1669

ファミリーマート高崎浜川町店

高崎市浜川町2003-4

小売業

027-360-4371

BEER BAR BEAR

高崎市八島町29 TWINS HAYASHI 2F

飲食店

027-381-6864

BEER BAR MIKE

高崎市鞘町31-2

飲食店

027-395-0626

Dining Bar yukuri

高崎市鞘町70-2 モール702ビル 2F

飲食店

027-381-8383

ラ・ファミーリア

高崎市八島町58-1ウエストワンビル2F

飲食店

027-381-6600

まつ井

ブランジェリー Momopan
和ごころ

いなほ

高崎市江木町1612 -1グンケン第二ビル1
階東号

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

みやじま庵

桐生市錦町3-1-39

飲食店

0277-44-3515

一乃蔵

桐生市錦町2-10-38

飲食店

0277-44-1180

饂飩FEEL髙屋

桐生市梅田町3-124-3

飲食店

0277-32-0570

寿司・和食

桐生市相生町2-413-9

飲食店

0277-52-8880

桐生市仲町2-9-31キャッスルビル1F

社交飲食店

0277-43-5260

桐生市東4-5-7

飲食店

0277-43-1980

桐生市境野町5-249-7

理美容業

0277-22-3477

桐生市相生町5-272-4

飲食店

0277-52-6778

桐生市境野町6-541-1

小売業

0277-46-7164

理美容業

0277-47-4084

スナック

喜楽
はあと

まるたや
カットハウス
味一念

モグ

哲人

おやつのプティ
美容室

Sumire(スミレ)

美容室

Lucia(ルキア)

桐生市永楽町5-10 MEGAドンキホーテ
桐生店3階
桐生市相生町1-230-7

理美容業

0277-53-9674

サイクル

こじま

桐生市梅田町1-124-7

小売業

0277-32-1683

スナック

華

桐生市仲町2-7-35

社交飲食店

0277-43-8531

クローゼット

桐生市末広町7-16

小売業

0277-22-7662

Cafe ラルゴ

桐生市琴平町3-3 都ビル1F

飲食店

0277-46-8303

志多美屋相生支店

桐生市相生町2-486-48

飲食店

0277-54-6632

パークイン

桐生市巴町2-2-3

宿泊業

0277-22-8910

桐生市広沢町2-3424-2

飲食店

0277-52-4458

ソフトバンク桐生

桐生市相生町1-319-13

小売業

0277-40-2725

居酒屋どん

桐生市本町5-64-4

飲食店

0277-22-8855

ペーパームーン菱店

桐生市菱町5-644

飲食店

0277-32-2422

駅南そば

桐生市巴町2-2-1 駅南ハイツ団地104号

飲食店

090-2219-5077

桐生市広沢町3-3778-1

その他

0277-52-0778

桐生市広沢町2-3125-50

飲食店

0277-52-0044

桐生市浜松町1-2-18

飲食店

0277-44-5054

桐生市相生町3-428-1

飲食店

0277-55-1398

桐生市新宿2-3-11

小売業

0277-20-7355

野間スイミングスクール桐生校

桐生市新宿2-5-7

教育・学習支援業

0277-43-3551

野間スポーツクラブ

桐生市新宿2-5-57

娯楽業

0277-44-7360

桐生市相生町1-607-1

飲食店

0277-54-2660

桐生市新宿2-5-7

飲食店

0277-46-5222

桐生市広沢町3-3819

飲食店

0277-53-0561

五味八珍

桐生市本町6-381

飲食店

0277-22-5381

㈱松家

桐生市天神町1-1-9

飲食店

0277-46-5343

桐生市堤町3-7-3

小売業

0277-22-7111

桐生市仲町3-5-27

小売業

0277-43-1880

桐生

小太刀屋
桐生本町店

ポーラザビューティー

桐生店

弁天屋
うなぎ割烹

魚政

ペーパームーン

相生店

メガネのイタガキ

鮨

桐生新宿店
桐生

いとい

海鮮どんさん亭
イタリア料理

新宿郷屋敷店
ROKA

群馬日産自動車㈱
佐藤眼鏡店

桐生店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

群馬日産自動車(株)伊勢崎連取店

伊勢崎市連取町3314-2

小売業

0270-25-8523

朝鮮飯店

伊勢崎市田中島町141-4

飲食店

0270-24-3840

海鮮居酒屋どんさん亭伊勢崎西店

伊勢崎市連取町3095

飲食店

0270-22-0488

PARTY＆SPACE

伊勢崎市本町10-18 ２Ｆ

飲食店

0270-21-7755

伊勢崎市八斗島町807-1

小売業

0270-20-3062

伊勢崎西店
ENCHANTE伊勢崎店

ファミリーマート伊勢崎坂東大橋店
ボディ・ケア・サロン

エステル

伊勢崎市南千木町1680-4

その他（リラクゼー
ション）

0270-21-7711

トータルビューティーサロンApple

伊勢崎市昭和町1858-7

理美容業

0270-26-5408

㈱伊勢崎自動車教習所

伊勢崎市上諏訪町1499-1

教育・学習支援業

0270-24-1515

旬鮮四季いろは

伊勢崎市緑町3-10

飲食店

0270-75-4320

Le Mieux

伊勢崎市田中島町1402-12

理美容業

0270-30-1681

カレーハウスCOCO壱番屋

伊勢崎市茂呂町2-666

飲食店

0270-21-3670

ファミリーマート伊勢崎今泉町一丁目店

伊勢崎茂呂町店

伊勢崎市今泉町1-1217-2

小売業

0270-20-1191

スウィン伊勢崎スイミングスクール

伊勢崎市ひろせ町4096-3

教育・学習支援業

0270-24-8689

そばきり酒房

伊勢崎市太田町272

飲食店

0270-40-5525

綿貫理容室

伊勢崎市本町4-7

理美容業

0270-26-3033

ファミリーマート伊勢崎連取元町店

伊勢崎市連取町1541

小売業

0270-40-7885

はなまるうどん伊勢崎宮子町店

伊勢崎市宮子町3635-9

飲食店

0270-40-1870

髙橋美容室

伊勢崎市上諏訪町1999

理美容業

0270-25-5351

メガネのイタガキうえはす店

伊勢崎市上諏訪町1421

小売業

0270-23-8466

スダ美容室

伊勢崎市八幡町122

理美容業

0270-25-7674

Hair

伊勢崎市昭和町3809

理美容業

0270-24-8244

メガネのイタガキグランド伊勢崎店

伊勢崎市宮子町3424-2

小売業

0270-20-1500

ニューいづみ

伊勢崎市今泉町1-9-7

飲食店

0270-25-6633

メガネのイタガキ伊勢崎韮塚店

伊勢崎市韮塚町1194-1

小売業

0270-23-3377

珈琲豆焙煎工房Bliss

伊勢崎市宮子町3410-3-Ａ

小売業

0270-75-2085

ヘアーサロンはしもと

伊勢崎市茂呂町2-2830-1

理美容業

0270-25-5934

居酒家［Bistro］ちゃぶや

伊勢崎市喜多町19-1

飲食店

0270-25-0225

ナガイスイミング伊勢崎校

伊勢崎市宮前町261-1

教育・学習支援業

0270-23-8182

スイミングアカデミー伊勢崎

伊勢崎市東本町107-1

教育・学習支援業

0270-23-7311

メガネのイタガキ伊勢崎西友楽市店

伊勢崎市南千木町2395

小売業

0270-22-4050

ファミリーマート伊勢崎波志江町店

伊勢崎市波志江町1613-3

小売業

0270-40-5150

すだ金

Make SUDA

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
旬菜茶房

美川

太田店

昭和レトロ居酒屋
ウエスタン酒場

かくれ道
DINER

ナガイスイミングスクール
ロハスダイニング
総合住宅展示場

太田校

認定店舗一覧

所在地

電話番号

太田市新島町375-2

飲食店

0276-46-1338

太田市飯田町1195

飲食店

0276-61-3655

太田市飯田町976-1

飲食店

0276-55-3357

太田市矢場新町148-1

教育・学習支援業

0276-48-7272

飲食店

0276-38-8600

太田市高林西町617-1群馬県がんセンター

宮の森

業種

2F

その他

0276-60-3722

太田市西本町19-11

理美容業

0276-20-2005

プレイアス太田

太田市飯田町987-1

その他（結婚式場） 0276-60-1100

クリーニングタイムリー

太田市小舞木町301

その他

0276-45-6638

焼きそば樒

太田市岩瀬川町300

飲食店

090-7401-8722

hair&relax For sweeT

太田市金山町30-16

理美容業

0276-59-7192

エスパスヴェールレクラ

太田市浜町39-11

その他（エステ）

0276-49-6288

やきそば

山口屋

太田市東長岡町1350-1

飲食店

0276-22-2538

野間スイミングスクール鳥山

太田市鳥山上町1119-1

教育・学習支援業

0276-37-1611

野間スイミングクール高林校

太田市高林寿町1809-26

教育・学習支援業

0276-40-6677

源泉

太田市下浜田町474-8

娯楽業

0276-49-2211

太田市飯田町1366

飲食店

0276-45-6850

太田市西本町56-1

小売業

0276-40-4771

auショップ太田中央

太田市西本町58-6

小売業

0276-33-8803

ケータイプラザ太田本店

太田市西本町41-17

小売業

0276-31-9354

Hair design works base-g

太田市岩瀬川町69-1

理美容業

0276-40-1765

味の民芸

太田市飯田町816

飲食店

0276-46-1820

太田市新井町519-1

飲食店

0276-45-5686

太田市内ケ島町445-8

理美容業

0276-59-9456

太田市西本町37-13

小売業

0276-32-0765

美容室

上毛新聞マイホームプラザFun Lab 太田市飯塚町600-1

Zap

湯乃庵

お食事処

不思議

ソフトバンク

食事処

太田中央

太田店
うおのぶ

CUART Hair&Make
ジュエリーヤマサ

太田本店

スナック

ai

太田市飯田町838-2

社交飲食店

0276-46-3068

スナック

まおの店

太田市飯田町714 １F北

社交飲食店

070-3870-0206

auショップ太田南

太田市飯塚町1789

小売業

0276-30-3328

タカラデンキ

太田市西本町41-17

小売業

0276-31-3747

リンゴ屋

太田市西本町41-17

小売業

0276-47-3789

タカラビジネススクール太田校

太田市本町20-19

教育・学習支援業

0276-22-8354

朝鮮飯店

太田市下田島町1042

飲食店

0276-32-6789

太田市飯田町886

飲食店

0276-46-8019

太田市藤阿久町616

飲食店

0276-55-3220

てっぱん職人。

太田市小舞木町298

飲食店

0276-45-3600

白角屋

駅前店

太田市飯田町1190

飲食店

0276-46-6007

白角屋

飯塚店

太田市飯塚町617-6

飲食店

0276-48-0038

いなおか

太田市石橋町833-1

理美容業

0276-37-0902

太田市飯田町1404ドンキホーテ1F

小売業

0276-45-5481

太田市新井町565-13ドリームタウン112

小売業

0276-49-5950

太田市新井町565-3

小売業

0276-49-2977

太田ナウリゾートホテル

太田市飯田町1267

宿泊業

0276-49-2111

群馬日産自動車㈱ Kit-R太田

太田市飯田町143-5

小売業

0276-46-1151

Oyster and Wine Bar RITZ

太田市飯田町1396 1F

飲食店

070-2177-7500

ヨシカワスポーツ

太田市細谷町1209-9

小売業

0276-32-1454

太田市新井町549-22

飲食店

0276-49-2633

太田店
新田木崎店

居酒屋どん

太田店

海鮮どんさん亭

理容

COSMETIC

藤阿久店

いちばんぼし

DELIGHT
メガネのイタガキ

手打ちらーめん

太田本店

麺之介

ドンキホーテ店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

奥村酒店

館林市本町2-12-6

小売業

0276-72-0366

かなで商店

館林市小桑原町847-1

飲食店

0276-59-7232

館林自動車教習所

館林市高根町882

教育・学習支援業

0276-72-3524

KANRIN CAFÉ

館林市城町3-1

飲食店

0276-50-1541

ラーメン民ちゃん

館林市本町2-17-32

飲食店

0276-74-5959

魚玉

館林市下三林町1233-1

飲食店

0276-73-4888

若菜寿司

館林市緑町2-1-13

飲食店

0276-74-2400

auショップ館林

館林市千代田町3-33

小売業

0276-72-9661

㈲とんかつ福よし

館林市緑町2-22-8

飲食店

0276-74-5876

Health&Beauty Laxia

館林市苗木町2642-2田口マンション2F

その他

090-9324-1846

群馬日産自動車㈱

館林店

館林市赤土町58-1

小売業

0276-73-1123

メガネのイタガキ

館林本店

館林市緑町2-15-2

小売業

0276-73-0888

La-flora

館林市富士見町3-54シャローム富士見901 理美容業

090-2148-9464

らーめん一心亭

館林市楠町1960-3

飲食店

0276-75-4620

学生服のスズキ

館林市本町1-1-1

小売業

0276-72-4318

月ヶ瀬

館林市大手町4-39

飲食店

0276-72-1147

美容室プリマドンナ

館林市大街道1-14-8

理美容業

0276-56-4740

ラーメン厨房

館林市緑町1-32-8

飲食店

0276-72-7774

館林市本町2-9-41

飲食店

0276-80-2281

やきとり道場

ぽれぽれ

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

TOMARU

渋川市渋川1824-24

小売業

0279-23-4832

ミシロオート㈲

渋川市八木原436-8

小売業

0279-24-0082

フレッシュタカ

渋川市渋川1820-25

小売業

0279-24-1865

ダックテール

渋川市八木原70-5

理美容業

0279-23-5001

南渋川自動車教習所

渋川市半田2700

教育・学習支援業

0279-22-1945

くつろぎ味処

渋川市祖母島中野2293-1

飲食店

0279-24-3868

池田種苗㈱

伊香保時代屋

渋川市有馬152

小売業

0279-25-0871

錦光堂本店

イケダグリーンセンター

渋川市渋川2437

小売業

0279-22-0101

錦光堂みなみ店

渋川市半田3177-1

小売業

0279-24-0101

㈱青沼貴金属店

渋川市行幸田40-8

小売業

0279-22-0520

ローソン渋川石原店

渋川市石原305-12

小売業

0279-26-7557

お食事処スワン

渋川市半田2637

飲食店

0279-23-2327

Café&DiningBar Vingtie

渋川市渋川2710-1

飲食店

0279-25-8889

キッチンタカハシ

渋川市石原1-3ｶﾜﾊﾞﾀﾋﾞﾙ1F

飲食店

0279-23-8877

渋川市渋川1749-4

飲食店

0279-22-0662

レストランマルシェ

渋川市行幸田444-1

飲食店

0279-24-7373

割烹みゆき

渋川市渋川1814-37

飲食店

0279-24-0191

渋川29バル

渋川市渋川2073-22東平ﾋﾞﾙ1F

飲食店

0279-26-2986

叶食堂

渋川市渋川3664-40

飲食店

0279-23-5528

丸中そば店

渋川市渋川1830-46

飲食店

0279-22-1088

コーヒーハウスアリス

渋川市渋川1827-42

飲食店

0279-23-5196

POLAエステインAYAショップ

渋川市行幸田327-3-S

理美容業

0279-25-0664

Brugge

渋川市金井548-1

理美容業

0279-41-0308

雷亭

渋川市金井2320-1

飲食店

0279-23-5955

メガネのイタガキ渋川店

渋川市有馬157-1

小売業

0279-30-0800

けむりや

渋川市渋川2274

飲食店

0279-22-1602

アイ美容室㈲

渋川市渋川1934-28

理美容業

0279-23-9331

理容室ナポレオン

渋川市渋川2011-9

理美容業

0279-24-0044

しょっかつ珈琲

渋川市半田1814-25

飲食店

0279-26-7828

群馬日産自動車㈱渋川店

渋川市金井783-1

小売業

0279-23-1423

もーもー亭

渋川市渋川1172-8

飲食店

0279-30-0303

滝そば

渋川市渋川2873-1

飲食店

0279-22-0265

渋川市半田1851-3

飲食店

0279-25-7513

渋川市渋川3670-1

飲食店

0279-25-0394

渋川市石原204-9

飲食店

0279-22-1426

渋川市行幸田301-4

飲食店

0279-23-8447

渋川市行幸田304-1

飲食店

0279-26-7739

うなぎ炭火焼肉

甘味と陶の家

宮川

静

上州うどんそば処
手しごと酒家

鶴

ほのぼのダイニング
Ladybug

café

鶴亀庵
コロポックル

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

ペンション マリールゥ

沼田市上発知町字迦葉山丙350-1

宿泊業

0278-23-9751

千明学習会

沼田市岡谷町1087-1

教育・学習支援業

0278-23-2962

中島屋呉服店

沼田市中町863

小売業

0278-22-2005

和ダイニング柚庵

沼田市東原新町1836-5

飲食店

0278-23-5880

サンモール桜町店

沼田市桜町1966-2

小売業

0278-23-3535

サンモール鍛冶町店

沼田市鍛冶町3968-4

小売業

0278-22-3443

孝道りんご園

沼田市中発知町1523-1

その他（観光農園） 0278-23-9884

ヘアーサロンなかむら

沼田市硯田町60-1

理美容業

0278-24-3082

HAIR BASE AKINAGA

沼田市上之町1157-3

理美容業

0278-22-2588

姫本

沼田市東倉内町甲205

飲食店

0278-22-2052

桑原農園

沼田市横塚町74

その他（観光農園） 0278-24-1855

笠間テント本店

沼田市下之町875-4

小売業

0278-22-2506

hair&esthetic DIPS

沼田市硯田町83-2

理美容業

0278-25-8678

ＡＮＸＥＬ

沼田市東原新町1929-8

理美容業

0278-24-9518

㈲小池楽器店

沼田市中町860-1

小売業

0278-23-2639

ホルモンPark

沼田市東原新町1830-1

飲食店

080-6807-9785

津岐鮨

沼田市高橋場町2012-15

飲食店

0278-24-1413

関口りんご園

沼田市堀廻町60

その他（観光農園） 0278-24-1291

いずみりんご園

沼田市中発知町994-1

その他（観光農園） 0278-23-9911

群馬日産自動車㈱沼田店

沼田市戸鹿野町331-1

小売業

0278-23-1323

メガネのイタガキ 沼田材木町店

沼田市材木町162-3

小売業

0278-30-2304

ブティックアビエ

沼田市下之町875-2

小売業

0278-24-4670

ガレージサトウ

沼田市久屋原町56-1

小売業

0278-22-0911

理容ホンダ

沼田市坊新田町1100-21

理美容業

0278-23-2171

高橋園

沼田市中発知町1519

その他（観光農園） 0278-23-9268

やまだや

沼田市中町1146

小売業

ゆかりりんご園

沼田市中発知町864

その他（観光農園） 0278-23-9872

上州真田武将隊商い処松之屋

沼田市中町1126

小売業

090-2337-0383

味噌ラーメン あさひや

沼田市上原町1756-6

飲食店

0278-22-2888

酒のあさひや

沼田市上原町1756-6

小売業

0278-22-2888

毎日のおかず 四季彩

沼田市高橋場町2082-6

小売業

0278-30-2261

プロの食材 ユースフル

沼田市桜町4738

小売業

0278-20-1611

0278-23-1150

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

スタジオ・ライト＆ライトユウ

富岡市富岡1755-2

娯楽業

090-3540-3471

日本料理

富岡市内匠228-1

飲食店

0274-67-7272

いりやま

富岡市富岡1040

小売業

0274-62-0149

FITNESS GYM ARMY

富岡市一ノ宮349-1

娯楽業

0274-67-5353

とみおかスイミングスクール

富岡市富岡1785

教育・学習支援業

0274-64-2591

ＶＩＳ富岡

富岡市黒川650

理美容業

0274-67-5107

ネイル

稀家

富岡市富岡1767-1 ルシーラ102

その他（ネイルサロン）
090-9675-1270

絹のヒロインTomioka Silk.Shop

カノミン

富岡市富岡1031-3

小売業

0274-67-7889

朝鮮飯店

富岡市七日市116-1

飲食店

0274-64-4129

富岡店

群馬日産自動車㈱

富岡店

富岡市七日市253-1

小売業

0274-63-1141

メガネのイタガキ

富岡本店

富岡市富岡1330-1

小売業

0274-60-1555

メガネのイタガキ

富岡BP店

富岡市黒川696-1

小売業

0274-89-2525

富岡市曽木31-1

飲食店

0274-63-4222

レストラン

エル

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

まやーてぃーだ

藤岡市藤岡2065-3

理美容業

090-7800-1173

Chucora

藤岡市上大塚982-6

理美容業

070-3865-4364

ナガイスイミングスクール藤岡校

藤岡市藤岡897

その他

0274-24-0050

紫葉庵

藤岡市中1131-8

飲食店

0274-22-6658

藤岡市藤岡912-1

飲食店

0274-40-8929

ローソン藤岡芦田南店

藤岡市2340-1

小売業

0274-40-7655

㈱柳瀬橋自動車教習所

藤岡市森新田字寺東221-2

教育・学習支援業

0274-42-0671

朝鮮飯店

藤岡市中大塚363-1

飲食店

0274-24-2911

群馬日産自動車㈱藤岡店

藤岡市中栗須243

小売業

0274-23-2333

欧風食堂

藤岡市中1131-8

飲食店

0274-50-8837

藤岡市藤岡1677-10

小売業

0274-22-1880

藤岡市藤岡879

飲食店

0274-22-0103

焼肉グルマンズ

仙台苑

藤岡店
BANDEMURE

メガネのイタガキ

藤岡店

根岸物産㈱直売所麦挽屋今助

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
本舗

認定店舗一覧

所在地

丹次亭

業種

電話番号

渋川市伊香保町水沢192

飲食店

0279-72-3739

理容室SUBARU渋川吹屋店

渋川市吹屋1345-1

理美容業

0279-23-4632

美容室SUBARU渋川吹屋店

渋川市吹屋1345-1

理美容業

0279-24-4497

美容室HAIR WORLD PEOPLEベイシアこもち店

渋川市吹屋657-30

理美容業

0279-60-0077

イタリア料理ラ・キオッチョラ

渋川市吹屋289

飲食店

0279-22-5669

上州・村の駅

渋川市白井2261

小売業

0279-25-8500

グルメ亭

渋川市北牧乙32-1

飲食店

0279-53-3819

麺舗

渋川市赤城町北上野413-15

飲食店

0279-56-8885

渋川市小野子163

飲食店

0279-59-2121

オステリア

わく玉

きのこ茶屋
うどん茶屋水沢万葉亭

食事処

渋川市伊香保町水沢48-4

飲食店

0279-72-3038

うどん茶屋水沢万葉亭

売店

渋川市伊香保町水沢48-4

小売業

0279-72-3038

フジイパン

渋川市北橘町真壁969-1

小売業

0279-25-8449

龍王

渋川市中郷457-11

飲食店

0279-53-4035

ヘアーサロン髪切虫

渋川市赤城町溝呂木344-4

理美容業

諸国民芸てんてまり

渋川市伊香保町伊香保72-6

小売業

0279-72-2144

茶房てまり

渋川市伊香保町伊香保72-6

飲食店

0279-72-2144

お宿

渋川市伊香保町伊香保361-9

宿泊業

0279-72-2059

如心の里ひびき野

渋川市伊香保町伊香保403-125

宿泊業

0279-72-7022

中央亭

渋川市伊香保町伊香保甲50

飲食店

0279-72-2068

明野屋お食事処平左衛門

渋川市伊香保町伊香保199-6

宿泊業

0279-72-3578

民芸山白屋

渋川市伊香保町伊香保12

小売業

0279-72-2242

カットファクトリーベイシア渋川子持店

渋川市吹屋657-30

理美容業

090-5581-0799

砂川理容店

渋川市赤城町上三原田812-1

理美容業

0279-56-2431

和の店小路

渋川市伊香保町伊香保76-5

小売業

0279-26-7234

清水屋

渋川市伊香保町水沢204

飲食店

0279-72-3020

レストラン桂

渋川市伊香保町湯中子276

飲食店

0279-72-3372

大衆ホルモン哲

渋川市伊香保町伊香保90-1

飲食店

090-1107-3081

いまいずみ理容室

みどり市大間々町大間々1407

理美容業

0277-72-1784

IN PACT 32

みどり市大間々町大間々120-5

理美容業

0277-47-6543

神梅館

みどり市大間々町上神梅275-1

宿泊業

0277-73-0355

樂昌

みどり市大間々町大間々1028-3

娯楽業

0277-32-3062

ぽぁんとhair

みどり市大間々町大間々1028-3

理美容業

0277-72-0015

小林米穀店

みどり市大間々町大間々879

小売業

0277-72-1498

草木ドライブイン

みどり市東町草木75

飲食店

0277-95-6136

みどり市大間々町大間々466-11

飲食店

0277-32-3250

かつふじ亭

みどり市大間々町大間々427-10

飲食店

0277-73-0084

モスバーガー大間々店

みどり市大間々町大間々26-4

飲食店

0277-73-7112

よってけや

みどり市大間々町大間々411-6

飲食店

0277-72-2161

わたらせ

みどり市大間々町桐原645-1

飲食店

0277-72-3105

㈱スナガ

みどり市大間々町大間々1757-4

小売業

0277-73-2711

今泉家具センター

みどり市大間々町大間々1711

小売業

0277-72-1567

旬彩きむら

みどり市大間々町大間々1341-2

飲食店

0277-73-1234

道楽園

みどり市大間々町塩原787-1

飲食店

0277-72-1250

みどり市大間々町大間々2413-1

飲食店

0277-46-7187

㈲ヤマシン

みどり市大間々町大間々60-3

小売業

0277-72-1991

野間スイミングスクール大間々校

みどり市大間々町大間々27-1

教育・学習支援業

0277-73-3656

井筒屋支店

みどり市大間々町大間々1711-7

小売業

0277-72-4486

スナガ食品㈱

みどり市大間々町大間々1236

小売業

0277-73-5488

小平の里キャンプ場

みどり市大間々町小平甲445

宿泊業

0277-72-2148

川野屋本家

みどり市大間々町大間々174-8

飲食店

0277-73-0140

ロッヂ樹林

利根郡みなかみ町藤原3628

宿泊業

0278-75-2040

0279-56-5596（電話機
を設置していないため
FAX番号）

かつほ

高崎ほるもん達磨

食彩工房

大間々店

味菜

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

Satisfactionfoodサービス「テイクアウト専門店

業種

電話番号

利根郡みなかみ町相俣3380

小売業

0278-25-4636

サンモール月夜野店

利根郡みなかみ町月夜野403

小売業

0278-62-2323

サンモール水上店

利根郡みなかみ町湯原1680-15

小売業

0278-72-6789

利根郡みなかみ町石倉229

宿泊業

0278-72-3329

育風堂精肉店

利根郡みなかみ町大穴814-1

小売業

0278-72-3574

原沢りんご園

利根郡みなかみ町布施2226-4

小売業

0278-64-1417

銀の月

利根郡みなかみ町政所1042

飲食店

0278-62-1002

大衆食堂フライパン

利根郡みなかみ町湯原809

飲食店

0278-72-3266

レストラン諏訪峡

利根郡みなかみ町小仁田524-1

飲食店

0278-72-2397

味処いろは

利根郡みなかみ町羽場1087

飲食店

0278-64-2666

清野旅館

利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1124

宿泊業

0278-66-1100

麺zくるり

利根郡みなかみ町上牧1813-2

飲食店

070-1358-7788

ふれあいの家

利根郡みなかみ町須川252-6

飲食店

0278-64-2288

美容室

unoEats」

月がほほえむ宿

大峰館

安中市磯部3-2-35

理美容業

027-385-6128

スウィン安中スイミングスクール

宮口

安中市下磯部川原田1953

教育・学習支援業

027-382-2122

VIS安中

安中市岩井五反田2420-2

理美容業

050-7561-5500

安中市磯部1-12-5

宿泊業

027-385-0085

PERSONAL TRAINING ARMY安中

安中市原市616-3

娯楽業

050-5856-8384

群馬日産自動車㈱安中高崎西店

安中市板鼻176-1

小売業

027-380-1523

朝鮮飯店

安中市高別当144

飲食店

027-382-0810

安中市磯部3-5-35

理美容業

027-385-6222

安中市原市333-3

小売業

027-280-2117

安中市松井田町西野牧17159-1

飲食店

027-395-3332

安中市松井田町坂本1222

娯楽業

027-380-4000

下仁田カントリークラブ

甘楽郡下仁田町馬山625

娯楽業

0274-82-6111

クリバラ美容室

みどり市笠懸町久宮332-2

理美容業

0277-76-4161

手延ラーメン北山

みどり市笠懸町阿左美3104-6

飲食店

0277-76-5538

みどり市笠懸町西鹿田185-3

飲食店

0277-76-0131

みどり市笠懸町鹿3469-6

理美容業

0277-32-5543

居酒屋和田

みどり市笠懸町久宮202-58

飲食店

0277-76-7724

ネギシモケイ

みどり市笠懸町鹿4658

小売業

0277-76-5203

ログビート

みどり市笠懸町阿左美719-9

飲食店

0277-76-3867

食事処あざみ

みどり市笠懸町阿左美1175

飲食店

0277-76-6868

みどり市笠懸町阿左美1660-1

小売業

0277-76-0358

みどり市笠懸町阿左美3360

飲食店

0277-76-9432

みどり市笠懸町鹿427

飲食店

0277-30-5505

みどり市笠懸町阿左美1053-34

小売業

0277-76-0850

ありがとうや

みどり市笠懸町鹿4167-10

小売業

0277-77-2308

サリサリカペ

みどり市笠懸町鹿4134-17

飲食店

0277-76-1200

古民家かふぇ信州屋

甘楽郡甘楽町小幡7

飲食店

0274-74-6061

ハーバー珈琲

北群馬郡吉岡町北下1206

飲食店

0279-54-6623

小売業

0279-30-5527

舌切雀のお宿

ホテル磯部ガーデン

安中店

きくえ美容室
メガネのイタガキ

安中店

軽井沢インタープラザ
碓氷峠の森公園交流館

峠の湯

そば八
ヘアーリラクゼーションサロン

ソフトバンク
朝鮮飯店

オルレア

みどり

桐生店

焼きとん家

炭家

メガネのイタガキ

笠懸店

吉岡店

北群馬郡吉岡町大久保891-1フォリオ吉岡

ホームバザー吉岡店

SC内

リバートピア吉岡

北群馬郡吉岡町漆原1989

吉岡町緑地運動公園

その他（日帰り温泉
施設）

0279-55-4126

北群馬郡吉岡町漆原2004

娯楽業

0279-54-1221

北群馬郡吉岡町大久保1406-5

その他

0279-73-9157

吉岡ビューティサロン

北群馬郡吉岡町下野田621-2

理美容業

0279-54-3347

パン牧場クローバー

北群馬郡吉岡町小倉460-1

小売業

0279-26-7922

錦光堂

北群馬郡吉岡町大久保158

小売業

0279-20-5800

伊香保おもちゃと人形自動車博物館

北群馬郡吉岡町上野田2145

その他

0279-55-5020

メガネのイタガキ

北群馬郡吉岡町大久保1020-1

小売業

0279-30-6201

北群馬郡吉岡町下野田1103-2

その他

0279-26-2949

肩こり・腰痛専門整体

ラポール

吉岡店

のぞみ鍼灸整骨院

吉岡店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

TIME TRIP

佐波郡玉村町福島527-7

理美容業

0270-64-0705

美容室SUBARU 玉村町店

佐波郡玉村町福島241

理美容業

0270-64-3883

すかや玉村店

佐波郡玉村町板井832-22

飲食店

0270-65-8766

ナガイスイミングスクール玉村校

佐波郡玉村町上茂木596

教育・学習支援業

0270-65-0606

朝鮮飯店

佐波郡玉村町福島149-11

飲食店

0270-65-4623

佐波郡玉村町上之手1610-1

小売業

0270-20-4339

黒保根フィッシング飲食部門

桐生市黒保根町下田沢1874-1

飲食店

0277-96-2099

黒保根フィッシング釣堀部門

桐生市黒保根町下田沢1874-1

娯楽業

0277-96-2099

水沼美容室

桐生市黒保根町水沼151-20

理美容業

0277-96-2353

赤城豆腐すみれ屋

桐生市黒保根町下田沢2428-10

小売業

0277-96-3541

赤城豆腐すみれ屋大間々支店

みどり市大間々町大間々473-10

小売業

0277-46-9117

道の駅くろほね・やまびこ 飲食部門

桐生市黒保根町下田沢91-4

飲食店

0277-96-2575

道の駅くろほね・やまびこ

桐生市黒保根町下田沢91-4

小売業

0277-96-2575

はやぶさ食堂

桐生市黒保根町水沼151

飲食店

0277-96-2507

にく道楽

伊勢崎市八寸町4935-2

飲食店

0270-62-8989

食事処知足

伊勢崎市境栄151-1

飲食店

0270-74-3266

スワ美容室

伊勢崎市国定町2-1852-18

理美容業

0270-62-6693

㈱東鋼スチール

伊勢崎市東小保方町3497ｰ3

小売業

0270-62-3583

伊勢崎市田部井町2ｰ479

小売業

0270-75-4531

赤城自動車教習所

伊勢崎市赤堀今井町1-564

教育・学習支援業

0270-62-0135

鮨千両

伊勢崎市田部井町2-1265-2

飲食店

0270-63-3631

メナードフェイシャルサロン伊勢崎田部井

伊勢崎市田部井町1-994-1

娯楽業

0270-61-8240

ウチダ美容室

伊勢崎市境女塚321-4

理美容業

0270-74-6006

いまふく

伊勢崎市境百々175-1

飲食店

0270-74-2429

IBCアカデミー

伊勢崎市西久保町3-762-1 2F

教育・学習支援業

0270-61-5932

玉村店

メガネのイタガキ

ホームバザー

玉村店

直売店

伊勢崎店

ソフトバンク

スマーク伊勢崎

伊勢崎市西小保方368スマーク伊勢崎2F

小売業

0270-30-7411

ワイモバイル

スマーク伊勢崎

伊勢崎市西小保方368スマーク伊勢崎1F

小売業

070-6573-0116

個別塾カラー赤堀校

伊勢崎市西久保町3-706-2

教育・学習支援業

0270-61-7314

群馬日産自動車㈱伊勢崎あずま店

伊勢崎市三室町5230

小売業

0270-63-1723

朝鮮飯店

伊勢崎市三室町6136-7

飲食店

0270-63-2020

小売業

0270-70-5020

理美容業

0120-06-3828

伊勢崎東店

メガネのイタガキ

MEGAドン・キホーテ伊勢崎東店

ヘアカラー専門店SOU COLORS

伊勢崎市三室町5330（ドン・キホーテ伊
勢崎東店1F）
伊勢崎市西小保方町156-2佐波東カインズ
ホーム敷地内

ファミリーマート伊勢崎市場町店

伊勢崎市市場町1-173-3

小売業

0270-20-8085

ファミリーマート伊勢崎東町店

伊勢崎市東町2278-1

小売業

0270-20-8577

メガネのイタガキ

高崎市吉井町池49

小売業

027-386-0100

美容室SUBARU高崎福島町店

高崎市福島町701-10

理美容業

027-373-0472

美容室un

高崎市中泉町130-1

理美容業

027-370-6510

群馬温泉

吉井店

高崎北店
やすらぎの湯

高崎市金古町1767

その他（日帰り温泉
施設）

027-372-4126

ビスコッティ高崎店

高崎市棟高町1802-11

小売業

027-329-5348

スナックほたる

高崎市中泉町640-3

社交飲食店

027-372-3228

高崎市福島町740-1

小売業

0279-70-2277

こまりなCafe

高崎市棟高町296-1

飲食店

027-388-9282

松家

高崎市新町1321

飲食店

0274-42-3118

ヒグチオート

高崎市下室田町2324

小売業

027-340-5333

丸晴

高崎市下室田町876-1

飲食店

027-374-0185

メガネのイタガキ

メガネのイタガキ

高崎福島店

高崎市中里見町89-4

小売業

027-340-5900

梅田整体療院

榛名店

高崎市箕郷町上芝414-97

その他

027-371-8836

ほけんの寿々翔

高崎市箕郷町上芝270-6

その他

027-333-8275

Cafe 木の実

高崎市浜川町410-2

飲食店

027-388-8074

㈲小堀時計店

高崎市箕郷町西明屋288-7

小売業

027-371-2335

セレモニーホールみさと

高崎市箕郷町下芝10-6

その他

027-371-6162

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

hair supplement icoi

利根郡昭和村橡久保607-4

理美容業

0278-22-2223

0278CAFE

沼田市白沢町上古語父2542-2

飲食店

0278-24-8585

N3 coworking&café ハートニー

沼田市下之町875-4

飲食店

0278-22-8012

おいがみ舞茸園

沼田市利根町高戸谷753-2

小売業

0278-56-4000

ニューデイリーストア早おき村

利根郡昭和村生越1556-1

小売業

0278-53-3141

一本松観光りんご園

沼田市利根町高戸谷598

小売業

0278-56-3601

フォレストアドベンチャー・上野

多野郡上野村勝山1169

娯楽業

090-8687-0055

野栗食品

多野郡上野村新羽921

小売業

0274-59-2064

レストラン香麦の里

邑楽郡千代田町上中森1426-11

飲食店

0276-55-4890

南大門

館林市美園町19-18

飲食店

0276-72-7688

ミスタードーナツジョイフル本田千代田ショップ

邑楽郡千代田町萱野6005-1

飲食店

0276-86-6883

ビジターセンター

利根郡川場村萩室385

小売業

0278-52-3711

民宿

利根郡川場村川場湯原667

宿泊業

0278-52-2206

ナガイスイミングスクール粕川校

前橋市粕川町女渕536-5

教育・学習支援業

027-285-5353

美容室ラスタ

前橋市鼻毛石町647-7

理美容業

027-283-0888

理容室ラスタ

前橋市鼻毛石町647-7

理美容業

027-283-0777

後閑養鶏園直売所

前橋市粕川町膳67-2

小売業

027-285-4125

旅籠

前橋市苗ケ島町2036

宿泊業

027-283-3015

前橋市堀越町356

小売業

027-280-2117

野間スイミングスクール前橋校

前橋市上大屋町13-1

教育・学習支援業

027-283-7510

香旬の宿

長楽

吾妻郡草津町草津601-2

宿泊業

0279-88-8088

旬彩茶屋

夢花

館林店

福寿草

忠治館

メガネのイタガキ

大胡店

吾妻郡草津町草津39-1

飲食店

0279-88-0224

オモニー

吾妻郡草津町草津117-2

飲食店

0279-88-7678

味屋ろくもんせん

吾妻郡草津町前口33-13

飲食店

0279-88-0380

hair salon lagoon

吾妻郡草津町草津464-1472

理美容業

0279-88-5267

ティールームゆきうさぎ

吾妻郡草津町草津81

飲食店

0279-88-3345

草津グリーンパークパレス

吾妻郡草津町草津464-523

宿泊業

0279-88-3960

飲食店

0279-82-1129

吾妻郡草津町草津108 センターアーケー

ZEN 繕

ド内1Ｆ

蕎麦豚しゃぶ

吾妻郡草津町草津470-17

飲食店

0279-88-5161

栄屋うどん

月や

吾妻郡草津町草津504-2

飲食店

0279-88-5344

公文式

吾妻郡草津町草津464-440

教育・学習支援業

0279-88-3622

ラピスヘア

太田市大原町932-1

理美容業

0277-32-4350

ハックルベリー

太田市大原町1204-9

小売業

0277-78-7377

石松寿司

太田市岩松町550-3

飲食店

0276-52-2040

野間スイミングスクール藪塚校

太田市藪塚町1546-6

教育・学習支援業

0277-78-7388

大南食品

太田市新井町507-1

小売業

0276-45-3563

太田市新田市野井町592-13 ニコモール1F 小売業

0276-57-5123

太田市藪塚町3094-1

飲食店

0277-46-8210

お食事処よしくら

太田市出塚町492-1

飲食店

0276-52-1990

lelin

太田市新田小金井町161-5

理美容業

0276-61-3520

こうこうや

太田市藪塚町1308-1

飲食店

0277-46-6461

Cogic hair&eye

太田市大原町1226-37

理美容業

0277-32-3841

フィットネスクラブGROW

太田市尾島町101-2

娯楽業

0276-52-0923

居酒屋姉妹

太田市藪塚町1346-3

飲食店

0277-78-9313

藪塚店

太田市藪塚町2412-1

飲食店

0277-78-7804

ファミリーマート太田藪塚町店

太田市藪塚町3094-3

小売業

0277-79-0039

つつみ

邑楽郡大泉町西小泉4-9-17

小売業

0276-62-2341

手うち庵

邑楽郡大泉町住吉55-2

飲食店

0276-63-3151

服部商店

邑楽郡大泉町寄枦416-1

小売業

0276-63-4317

いずみマート大泉店

邑楽郡大泉町西小泉4-7-8

小売業

0276-62-3178

焼肉とうげん

邑楽郡大泉町坂田5-1-5

飲食店

0276-63-7772

ローソン大泉南小前店

邑楽郡大泉町吉田1684-1

小売業

0276-55-4663

野間スイミングスクール大泉

邑楽郡大泉町朝日5-25-19

教育・学習支援業

0276-62-4516

草津教室

COSMETIC

いちばんぼし

上州ラーメン

和食ととり料理

新田店

やましん

鮒元

大泉店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
ソフトバンク

群馬大泉

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

邑楽郡大泉町東小泉2-35-28

小売業

0276-20-1354

集月

邑楽郡大泉町西小泉3-18-5

小売業

0276-62-2312

malibu hair resort 大泉店

邑楽郡大泉町寄木戸1465-1

理美容業

0276-63-5901

個別塾カラー大泉校

邑楽郡大泉町吉田2466-87 2F西

教育・学習支援業

0276-55-1275

邑楽郡大泉町吉田769-1

小売業

0276-20-0600

たつみ家

邑楽郡大泉町北小泉3-22-24

飲食店

0276-62-2517

㈲小堀うなぎ店

邑楽郡大泉町朝日3-16-17

飲食店

0276-62-3134

鹿覗キセキノ湯つるや

吾妻郡中之条町四万4372-1

宿泊業

0279-64-2927

森のカフェ

メガネのイタガキ

フォリオ大泉店

吾妻郡中之条町四万3497

飲食店

0279-64-2290

温泉グランピングShimaBlue

KISEKI

吾妻郡中之条町四万4355-9

宿泊業

0279-64-2155

四万温泉

吾妻郡中之条町四万4367-6

宿泊業

0279-64-2515

竹渕りんご園

吾妻郡中之条町折田字戦道2999-1

小売業

0279-75-0177

なかざわ旅館

吾妻郡中之条町四万4238-41

宿泊業

0279-64-2716

和食

吾妻郡中之条町伊勢町17-4

飲食店

0279-75-2805

群馬日産自動車(株)中之条店

吾妻郡中之条町中之条町1873-1

小売業

0279-75-3833

パブ・スナック

吾妻郡中之条町伊勢町846-1

社交飲食店

0279-75-4134

食事処さわや

吾妻郡中之条町伊勢町853-4

飲食店

0279-75-7960

湯の宿

吾妻郡中之条町四万4358-11

宿泊業

0279-64-2217

あさり

吾妻郡中之条町中之条町423-6

飲食店

0279-26-2794

HAMAYA中之条店

吾妻郡中之条町中之条町1756-2

小売業

0279-75-0808

艮山荘

吾妻郡長野原町応桑1699-62

宿泊業

0279-85-2028

小売業

0279-82-0808

寿屋旅館

光駕
ピエロ

山ばと

HAMAYA長野原レクス店

吾妻郡長野原町大津230-1 長野原ショッ
ピングパークレクス内

北軽井沢ブルーベリーYGH（ユースゲストハウス）

吾妻郡嬬恋村鎌原1506-12

宿泊業

0279-84-3338

花とハーブとグルメの宿シューレビュー

吾妻郡嬬恋村鎌原1053-12534

宿泊業

0279-86-4406

ペンション

吾妻郡嬬恋村鎌原大カイシコ1053-2317

宿泊業

0279-84-6193

バラギ高原ロッジ

吾妻郡嬬恋村干俣2401

宿泊業

0279-96-1488

嬬恋鹿沢キャンピングガーデン

吾妻郡嬬恋村田代1017-1262

宿泊業

0279-98-0588

高原の貸別荘くるみテラス

吾妻郡嬬恋村大前1949-5

宿泊業

0279-82-1995

美容室SUBARU ベイシア吾妻店

吾妻郡東吾妻町原町5081

理美容業

0279-76-4333

プラムの郷

吾妻郡東吾妻町原町1547-7

小売業

0279-68-5003

藤井屋政右衛門

吾妻郡東吾妻町原町5048

小売業

0279-68-5315

トリオ原町店

吾妻郡東吾妻町原町1122

小売業

0279-68-4811

吾妻郡東吾妻町原町765-1

小売業

0279-70-2277

イシイ理髪店

藤岡市鬼石178

理美容業

0274-52-2525

みかわ食堂

藤岡市鬼石153-1

飲食店

0274-52-2066

銀華亭

藤岡市鬼石151

飲食店

0274-52-2041

CAFEめし屋ごはんじょう

利根郡片品村花咲字武尊山47林班

飲食店

0278-58-3732

シャレーモンテローザ

利根郡片品村花咲2797-513

宿泊業

0278-58-3722

旅館みよしの

利根郡片品村土出1957-1

宿泊業

0278-58-7550

ペンション石塚

利根郡片品村花咲1585-15

宿泊業

0278-58-3715

群馬自動車整備工場㈲

邑楽郡明和町大輪2111

その他

0276-84-2057

カフェ窓花

邑楽郡明和町梅原541-4

飲食店

0276-84-5083

宗像学園

邑楽郡明和町川俣146-1

教育・学習支援業

0276-84-2204

新井専修学院

邑楽郡明和町中谷362-3

教育・学習支援業

0276-84-2209

理・美容アライ

邑楽郡明和町上江黒350

理美容業

0276-72-4951

メイワケンゾー

邑楽郡明和町新里270-1

小売業

0276-70-3000

ドッグサロン花

邑楽郡明和町南大島1062

その他

070-6674-9509

群馬日産自動車㈱邑楽大泉店

邑楽郡邑楽町篠塚3351-21

小売業

0276-89-0276

森のくまさん

メガネのイタガキ

原町店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

所在地

The Testkitchen M（キッチンカー）
ROUTE
食匠

認定店舗一覧

前橋市千代田町4-15-8

006（キッチンカー）

業種
飲食店

なる花（キッチンカー）

前橋市天川大島町1-7-1 天大ビル１F

蔵っCars'（キッチンカー）

飲食店

太田市西野谷町1８2番地

飲食店
飲食店

壱番家（キッチンカー）

飲食店

上州山賊コケコッコー（キッチンカー）

飲食店

トキメキドーナツ（キッチンカー）

090-6110-7631

飲食店

イオンモール高崎

イオンモール高崎店

earth music＆ecology

027-212-7649

飲食店

蛸一（キッチンカー）

LUCA

070-3815-5866

飲食店

Coﬀe＆tea stand 達乃珈琲堂（キッチンカー）

studio CLIP

電話番号

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9015

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9041

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-4292

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9280

Rewde イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9036

OPAQUE.CLIP

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9018

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-381-8250

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-0055

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-329-6380

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-373-4851

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9273

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-381-6140

WEGO イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-0220

AMO STYLE BY Triumph

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9033

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-372-7305

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-384-8321

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9084

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9621

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9040

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9035

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9077

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-395-4438

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-373-5560

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9605

AVENIR イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9013

口福堂

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-0180

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9068

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-386-6676

イオンモール高崎店 高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-372-9510

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-388-9277

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-388-0292

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-329-5282

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-372-4041

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-381-5172

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9055

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-395-8332

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9064

YECCA VECCA

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店

BK home イオンモール高崎店
ロデオクラウンズ

ワイドボウル

イオンモール高崎

店
ジーユー

イオンモール高崎店

AZUL by moussy
niko and…

イオンモール高崎店

イオンモール高崎

THE SHOP TK

サコーシュ

イオンモール高崎店

高崎店

SKECHERS

イオンモール高崎店

ブルーブルーエ

イオンモール高崎店

@cosme STORE
ファンケル

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ザボディショップ
LUSH

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

POLA THE BEAUTY
T-fal

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ブランドショップハピネス

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

サーティワンアイスクリーム
ガドーフェスハラダ

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ビアード・パパの作りたて工房
ゴディバ

イオンモール高崎店

肉匠かみむら
先手家

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

金券ショップ

金犬くん

高崎店

KAUAI DINER & FOOD BOAT cafe イオンモール高
崎店
登利平
一汁五穀

イオンモール高崎店
高崎店

とんかつ和幸

イオンモール高崎店

しゃぶ菜

イオンモール高崎

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-4004

串家物語

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-381-6612

四六時中

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9057

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9063

ポムズファーム

イオンモール高崎店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
ヴィラローマ

イオンモール高崎店

ブレッドガーデン
紅虎菜舗
無尽蔵

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店

コリアンチッキンシジャン
プレシャス

ビュッフェ

焼肉やまとEXPRESS
QBハウス
SLEEPY

イオンモール高崎店
イオンモール高崎

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店

ホワイト急便

イオンモール高崎店

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9065

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9514

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9054

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-395-0630

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-9066

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-310-4012

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 飲食店

027-386-6129

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 理美容業

03-6418-9190

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 理美容業

027-310-9116

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F

その他（クリーニン
グ業）

027-310-9052

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F その他（金融業）

027-310-0010

イオンスタイル高崎

高崎市棟高町1400

小売業

027-310-9500

axes femme イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9085

INGNI イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9658

Garden by oneway

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9112

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9387

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9462

tiptop+pocket イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-387-0575

アメリカンホリック

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9442

SM2 keittio イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-386-3154

LOWRYS FARM

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9379

frames RAY CASSIN イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9457

ハートマーケット

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9083

Honeys イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-373-8050

to blossom イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-329-5212

レニウム

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-372-7361

イオン銀行

ANAP

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎

SpRay PREMIUM

イオンモール高崎店
イオンモール高崎

イオンモール高崎
イオンモール高崎店

ハイダウェイ

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9071

ユニクロ

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9432

LEPSIM

イオンモール高崎

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9203

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9132

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9380

Melan cleuge イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-388-1121

ランジェノエル

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9108

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9660

tutuanna イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-384-4588

STYLE LEATHER CRAFT

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-381-5823

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9179

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-372-7363

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9115

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9122

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9334

kissora イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-329-6346

コンタクトのアイシティ

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9655

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9103

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9074

未来屋書店 高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-372-7344

生活実感工房

レイジブルー

イオンモール高崎店

グローバルワーク

イオンモール高崎店

go slow caravan

きものやまと

cloverleaf
金古屋

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店
高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

エヴァンジル
THE KISS

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ノーティアム

JINS

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

エステール

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9120

DAISO イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

070-7573-9407

B-DESIGN HOME

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-386-9653

PETEMO高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-310-9032

マザーリーフ

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 飲食店

027-310-9670

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
love hair
JTB

所在地

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ハロー！パソコン教室
保険見直し本舗

イオンモール高崎校

イオンモール高崎店

ベビールームモンキーズ
げんき堂鍼灸整骨院

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ネイルサロンH＆S

認定店舗一覧

イオンモール高崎店

業種

電話番号

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 理美容業

027-373-0321

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F その他（旅行業）

027-310-9651

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 教育・学習支援業

027-372-7386

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F

その他（保険代理
店）

027-310-4020

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F その他（託児所）

027-310-0105

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F その他（整骨院）

027-387-0311

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 理美容業

027-395-0739

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-372-7322

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9130

MALE＆Co. イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9090

ブランシュス

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9160

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9165

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9391

JENNI イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-381-6255

ikka イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9666

コンファーム

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9154

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9157

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9128

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9153

ASBee イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9146

ASBee KIDS

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-384-3286

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9147

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9155

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9720

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9715

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9137

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-386-9919

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9710

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9719

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9788

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-329-5885

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

080-4423-5933

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9145

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-373-7750

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-372-1501

3COINS+plus イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-386-9332

PIVOT

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-372-7385

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9707

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-310-9163

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-310-9770

ペッツファースト
BABYDOLL

BREEZE

高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

レピピアルマリオ

流儀圧搾
靴下屋

イルズ

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

ストーンマーケット
HMV

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

BAGS' GROOVE

SAAD

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

島村楽器

イオンモール高崎店

THE CLOCK HOUSE
オプティック

イオンモール高崎店

パリミキ

ムラサキスポーツ

イオンモール高崎店

ファイテンショップ

イオンモール高崎店

ヴィレッジヴァンガード
ポポンデッタ

イオンモール高崎

イオンモール高崎店

ガチャガチャの森
銀章堂

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

HAPiNS

イオンモール高崎店

タオル美術館

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

だがし夢や

イオンモール高崎店

サンマルクカフェ
築地銀だこ

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

リンガーハット

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-360-6272

はなまるうどん

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-310-9688

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-359-0101

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-310-9270

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-310-9177

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-310-9166

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-310-9252

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-388-8490

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-388-8290

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-372-7329

小木曽製粉所

イオンモール高崎店

パルメナーラ高崎店
ケンタッキーフライドチキン
ミスタードーナツ
デザート王国
鳥さく
肉丸商店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

イオンモール高崎

イオンモール高崎店
イオンモール高崎店

ペッパーランチ

イオンモール高崎店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

所在地

東京餃子軒／ローストビーフ丼やまと

イオンモール

高崎店
イオンシネマ高崎
日本旅行

認定店舗一覧

イオンモール高崎支店

業種

電話番号

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 飲食店

027-388-1419

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 娯楽業

027-310-9700

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F

その他（サービス
業）

027-310-9600

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 教育・学習支援業

080-4646-4935

そろばん教室88くん

イオンモール高崎教室

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 教育・学習支援業

080-9772-7723

イオンのほけん相談

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F その他（金融業）

0120-337-019

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

0120-336-936

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-0224

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-388-0671

セイハ英語学院

イオンモール高崎教室

ドコモショップ
ソフトバンク
auショップ

イオンモール高崎店
イオンモール高崎

イオンモール高崎

イオンハウジング
ラフィネ

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F
高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F

その他（不動産・建
設業）
その他（リラクゼー
ション）

027-310-0910
027-381-8312

スポーツオーソリティ

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-388-1851

コジマ×ビックカメラ

イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-373-5252

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-386-5391

CORNERS SPORTS AUTHORITY

イオンモール高

崎店

太田市石原町81 イオンモール太田1F

飲食店

0276-49-0780

久世福商店

イオンモール太田店

太田市石原町81 イオンモール太田1F

小売業

0276-55-8808

コメダ珈琲

イオンモール太田店

太田市石原町81 イオンモール太田1F

飲食店

0276-45-3156

太田市石原町81 イオンモール太田1F

飲食店

0276-30-1070

太田市石原町81 イオンモール太田1F

小売業

0276-47-8639

axes femme イオンモール太田店

太田市石原町81 イオンモール太田1F

小売業

0276-47-8675

プティマイン

太田市石原町81 イオンモール太田1F

小売業

0276-66-2913

太田市石原町81 イオンモール太田1F

小売業

0276-47-8723

ビアードパパ

築地食堂

イオンモール太田店

源ちゃん

AMERICAN HOLIC

喜久屋書店

イオンモール太田店
イオンモール太田店

イオンモール太田店
太田店

はなまるうどん

イオンモール太田店

太田市石原町81 イオンモール太田2F

飲食店

0276-47-8773

リンガーハット

イオンモール太田店

太田市石原町81 イオンモール太田2F

飲食店

0276-57-8211

金券ショップ

その他（サービス

0276-48-3224

金犬くん

太田市石原町81 イオンモール太田2F

太田店

太田市石原町81 イオンモール太田2F

小売業

0276-47-8728

太田市石原町81 イオンモール太田2F

小売業

0276-56-4931

太田市石原町81 イオンモール太田2F

小売業

0276-47-8704

イオン太田店

太田市石原町81

小売業

0276-47-8800

イオンシネマ太田

太田市石原町81

娯楽業

0276-47-8600

大江戸温泉物語伊香保

渋川市伊香保町伊香保592-1

宿泊業

0570-011-261

飲食店

0270-30-7018

へいあん工房
アニメイト

イオンモール太田

メガネのイタガキ

イオンモール太田店

デザート王国スマーク伊勢崎

伊勢崎市西小保方町368 SMARK伊勢崎
3F

業）

ジェイ・クエスト藤岡店

藤岡市森350-1

小売業

0274-50-8270

ジェイ・クエスト吉井店

高崎市吉井町池45-1

小売業

027-386-0007

万座ホテルジュラク

吾妻郡嬬恋村干俣2401 万座温泉

宿泊業

0279-97-3535

ドコモショップ伊勢崎店

伊勢崎市宮子町3430-1

小売業

010-679-800

ドコモショップ伊勢崎南店

伊勢崎市南千木町2440-2

小売業

0270ｰ21-4711

ドコモショップベイシア前橋モール店

前橋市上泉町681番地3

小売業

027-210-3355

娯楽業

070-4821-1940

娯楽業

070-4821-1943

娯楽業

070-4821-1944

飲食店

0277-46-0508

ファミリーランドあそびのくに伊勢崎店
ファミリーランドあそびのくに渋川店
ファミリーランドあそびのくに西部モール店
トラットリア・バルボン

伊勢崎市中央町１９－１

ベイシアIS伊

勢崎店４F
渋川市行幸田

字砂田２９６

ベイシア

渋川店２F
伊勢崎市宮子町３４２３－１５
ア西部モール店２F
桐生市永楽町7-7

ベイシ

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

ティアラグリーンパレス

太田市細谷町１

その他（結婚式場） 0276-32-2111

ひの谷茶屋

藤岡市上日野2240

飲食店

0274-28-0385

小売業

0120-737-400

小売業

0270-20-8233

北群馬郡吉岡町大久保891-1 フォリオ吉

ドコモショップ前橋西店

岡ＳＣ内
伊勢崎市西小保方町368 SMARK伊勢崎

BLOOM

１F

アエラホーム㈱

太田店

太田市内ケ島町949-1

その他（住宅メー
カー）

0276-30-6688

木曽路

前橋店

前橋市住吉町1-13-21

飲食店

027-210-2003

木曽路

高崎店

高崎市上大類町830-1

飲食店

027-310-7830

AOKI パワーモールおおた店

太田市飯塚町658-1

小売業

0276-30-0888

AOKI 高崎本店

高崎市大八木町松ノ木1905-1

小売業

027-363-2488

AOKI 前橋みなみモール店

前橋市新堀町948

小売業

027-210-0488

AOKI 前橋荒牧店

前橋市荒牧町2-14-2

小売業

027-219-0088

AOKI 前橋東部バイパス店

前橋市日吉町2-33-31

小売業

027-237-0888

AOKI 太田店

太田市新井町514-5

小売業

0276-47-0788

AOKI 藤岡店

藤岡市上大塚311-1

小売業

0274-40-8188

AOKI 高崎江木町店

高崎市江木町1549

小売業

027-328-0388

AOKI 笠懸店

みどり市笠懸町

小売業

0277-77-1588

AOKI 伊勢崎店

伊勢崎市東本町384-1

小売業

0270-21-8088

AOKI 伊勢崎宮子店

伊勢崎市宮子町3420-9

小売業

0270-30-3488

㈱ベイシアスポーツクラブ

伊勢崎市宮子町2114-2

娯楽業

0270-20-1330

ステーキ宮

伊勢崎店

伊勢崎市連取町3346-9

飲食店

0270-25-0337

ステーキ宮

館林店

館林市松原1-3-1

飲食店

0276-75-2632

ステーキ宮

桐生広沢店

桐生市広沢町5-1617-17

飲食店

0277-53-8666

ステーキ宮

高崎東店

高崎市上大類町884-1

飲食店

027-386-2929

ステーキ宮

上豊岡店

高崎市上豊岡町574-3

飲食店

027-343-8123

ステーキ宮

前橋下小出店

前橋市下小出町3-13-1

飲食店

027-289-5429

ステーキ宮

前橋東部店

前橋市東片貝町719-1

飲食店

027-243-6542

ステーキ宮

太田新井町店

太田市新井町377-18

飲食店

0276-45-8484

文真堂書店

小出店

前橋市上小出町2-5-6

小売業

027-233-3381

文真堂書店

新井店

太田市新井町565-1

小売業

0276-45-3560

文真堂書店

片貝店

前橋市西片貝町1-232

小売業

027-234-1155

文真堂書店

一の宮店

富岡市一の宮1725

小売業

0274-64-3106

文真堂書店

安中店

安中市高別当406

小売業

027-381-2585

文真堂書店

上中居店

高崎市上中居町871-1

小売業

027-353-2604

文真堂書店

相生店

桐生市相生町2-375-3

小売業

0277-52-3807

文真堂書店

大胡店

前橋市堀越町351-4

小売業

027-283-7757

文真堂書店

大泉店

邑楽郡大泉町朝日3-16-11

小売業

0276-63-6773

高崎市中泉町624-7

小売業

027-372-4444

タイムクリップ

群馬町店

阿左美1281-1

文真堂書店

大間々店

みどり市大間々町大間々9-1

小売業

0277-73-0808

文真堂書店

原町店

吾妻郡東吾妻町原町719-1

小売業

0279-68-2264

文真堂書店

関根店

前橋市関根町1-11-1

小売業

027-235-4161

文真堂書店

上原店

沼田市上原町1756-23

小売業

0278-22-1666

文真堂書店

小桑原店

館林市小桑原949-1

小売業

0276-75-3618

渋川市石原13-1

小売業

0279-23-5050

高崎市倉賀野町555-1

小売業

027-346-6997

タイムクリップ
文真堂書店

渋川中央店

倉賀野店

ブックマンズアカデミー

太田店

太田市新井町502-2

小売業

0276-40-1900

ブックマンズアカデミー

前橋店

前橋市大渡町2-3-1

小売業

027-280-3322

ブックマンズアカデミー

高崎店

高崎市飯塚町1150-5（ウニクス高崎２F） 小売業

027-370-6166

登利平高崎スズラン店

高崎市宮元町13

飲食店

027-326-2066

登利平群馬町店

高崎市福島町701-11

飲食店

027-372-4821

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

登利平前橋けやきウオーク店

前橋市文京町2-1-1

飲食店

027-220-5454

登利平北支店

前橋市青柳町492-1

飲食店

027-234-2360

登利平伊勢崎店

伊勢崎市太田町1136-12

飲食店

0270-26-8555

登利平館林店

館林市富士見町32-12

飲食店

0276-76-2800

登利平藤岡店

藤岡市中大塚279-1

飲食店

0274-22-5454

登利平前橋スズラン店

前橋市千代田町4-7-3

飲食店

027-233-2736

登利平渋川店

渋川市行幸田301-1

飲食店

0279-24-3854

登利平伊勢崎スマーク店

伊勢崎市西小保方町368

飲食店

0270-70-5454

登利平原町店

吾妻郡東吾妻町原町5272

飲食店

0279-70-2200

登利平伊勢崎南店

伊勢崎市南千木町5212-4

飲食店

0270-23-8479

登利平高崎モントレー店

高崎市八島町222

飲食店

027-330-5454

登利平住吉店

前橋市住吉町1-14-3

飲食店

027-234-5454

登利平富岡店

富岡市別保20-2

飲食店

0274-62-5454

登利平沼田店

沼田市高橋場町2059-12

飲食店

0278-22-5454

登利平沼田南店

沼田市東原新町1455

飲食店

0278-24-8540

登利平南部店

前橋市公田町666-7

飲食店

027-265-3525

登利平イーサイト高崎店

高崎市八島町222

飲食店

027-381-5454

登利平本店

前橋市六供町1-18-6

飲食店

027-223-5454

登利平桐生店

桐生市本町3-3-5

飲食店

0277-47-5002

登利平東支店

前橋市上泉町1228-1

飲食店

027-269-8886

登利平高崎西店

高崎市片岡町2-5-10

飲食店

027-322-6188

登利平太田店

太田市下浜田町474-31

飲食店

0276-49-5454

登利平大泉南店

邑楽郡大泉町朝日5丁目27-21

飲食店

0276-20-1033

百菜館

伊勢崎市山王町3078-1

小売業

0270-50-5055

伊勢崎市東町2800番地7

小売業

0270-62-3550

農畜産物直売所

あずま店

からか～ぜ

まゆの郷

伊勢崎市境百々253-1

小売業

0270-75-6070

からか～ぜ

たまむら店

佐波郡玉村町大字下新田208番地1

小売業

0270-65-2968

伊勢崎市田中町1030番地1

小売業

0270-50-0831

ファーマーズマーケット

からか～ぜ

伊勢崎市市場町2丁目858-1番地

小売業

0270-61-1945

ドミノ・ピザ桐生店

桐生市相生町5-471-7

飲食店

0277-55-5200

両毛丸善㈱

桐生宮本町給油所

桐生市宮本町１丁目10－４

小売業

0277-22-9383

両毛丸善㈱

桐生相生給油所

桐生市相生町2-908

小売業

0277-52-2281

両毛丸善㈱

桐生広沢給油所

桐生市広沢町3丁目3857-4

小売業

0277-52-1751

両毛丸善㈱

前橋三俣給油所

前橋市西片貝町4丁目6-6

小売業

027-221-6446

両毛丸善㈱

前橋六供給油所

前橋市六供町1丁目16-1

小売業

027-224-9025

両毛丸善㈱

伊勢崎連取給油所

伊勢崎市田中島町1406-9

小売業

0270-26-0611

両毛丸善㈱

伊勢崎柳原給油所

伊勢崎市柳原町51-2

小売業

0270-23-5865

両毛丸善㈱

伊勢崎長沼給油所

伊勢崎市長沼町666-3

小売業

0270-32-6121

両毛丸善㈱

新田給油所

太田市新田上田中町353

小売業

0276-56-3077

両毛丸善㈱

伊勢崎昭和町給油所

伊勢崎市昭和町1393-1

小売業

0270-26-7721

両毛丸善㈱

太田東本町給油所

伊勢崎市東本町50-35

小売業

0276-40-2066

両毛丸善㈱

太田藤阿久給油所

太田市藤阿久374-14

小売業

0276-32-1950

両毛丸善㈱

太田飯田給油所

太田市飯田町1343

小売業

0276-45-8975

両毛丸善㈱

太田飯塚町給油所

太田市飯塚町696-1

小売業

0276-49-0128

両毛丸善㈱

大泉大利根給油所

邑楽郡大泉町富士2丁目5-20

小売業

0276-63-5876

両毛丸善㈱

鞍掛工業団地給油所

邑楽郡千代田町赤岩3106-4

小売業

0276-86-5201

両毛丸善㈱

館林松原給油所

館林市松原2丁目1-13

小売業

0276-73-2279

両毛丸善㈱

館林青柳給油所

館林市青柳町1905

小売業

0276-72-2115

両毛丸善㈱

館林成島給油所

館林市大谷町1046-22

小売業

0276-72-2421

両毛丸善㈱

セルフ内ヶ島

太田市内ヶ島780-1

小売業

0276-45-4713

両毛丸善㈱

セルフ瀬戸谷

館林市朝日町20-30

小売業

0276-74-8331

両毛丸善㈱

セルフ境町

伊勢崎市境西今井127-1

小売業

0270-76-3555

両毛丸善㈱

セルフ西片貝

前橋市西片貝町1丁目326-1

小売業

027-230-1352

両毛丸善㈱

セルフ藪塚

太田市大原町1108-2

小売業

0277-40-4130

農畜産物直売所

あかぼり店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
両毛丸善㈱

セルフ安堀

認定店舗一覧

所在地
伊勢崎市安堀町124-1

Medical Fitness＆Spa ValeoPro

高崎市矢中町188 黒沢病院附属ヘルス
パーククリニック

２F

業種

電話番号

小売業

0270-30-1351

娯楽業

027-350-1177

スーパーダ・カーポ本店

高崎市足門町1628-3

小売業

027-372-1671

スーパーダ・カーポ渋川店

渋川市吹屋366-1

小売業

0279-30-0001

スーパーダ・カーポ高崎店

高崎市江木町30-1

小売業

027-310-5630

飲食店

027-210-6226

飲食店

0273-46-8619

飲食店

027-386-8826

飲食店

0270-20-8686

館林市楠町3648-1 アゼリアモール1階

飲食店

0276-75-5331

藤岡市中1131-8

小売業

0274-50-1187

嬬恋村観光案内所

吾妻郡嬬恋村鎌原710-136

その他

0279-97-3721

隠れ庵忍家

太田市飯田町1198

飲食店

027-660-2471

伊勢崎市宮子町3413-3

飲食店

0270-40-7362

前橋市文京町2-1-1

小売業

027-220-5511

SHIROKU けやきウォーク前橋店
ごはんCafé 四六時中
おひつごはん四六時中
おひつごはん四六時中
ごはんCafé 四六時中
藤岡商工会議所

忍屋

アピタ高崎店
高崎オーパ店
スマーク伊勢崎店
館林店

観光物産館（ららん藤岡内）

太田店

伊勢崎店

けやきウォーク前橋

前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋
1階
高崎市矢中町字渕ノ内668-1 アピタ高崎
店1階
高崎市八島町46-1 高崎オーパ7階
伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎
1階

