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

初日総本店

前橋市六供町554-3

飲食店

027-224-8951

八重美容室

前橋市天川原町2-224-6

理美容業

027-223-6676

株式会社ろけっと開発

前橋市新前橋町25-18

その他

027-289-8900

夢見亭

前橋市表町1-14-5

飲食店

027-225-0641

飲食店

027-265-2911

前橋市六供町102

小売業

027-223-6996

前橋市南町2-52-4

理美容業

027-226-5678

前橋市新前橋町17-34 菊地ビル202

教育・学習支援業

027-251-5159

信

前橋市亀里町1307-1
榛名十文字うどん

花木センター店

JA全農ぐんま花木流通センターみのり館
内

風の子守唄本舗

長井屋

Lagoon
ベスト個別指導学習会

新前橋教室

株式会社福田不動産

前橋市大手町2-6-25

その他

027-221-6868

株式会社ハウスマネジメント

前橋市大手町2-6-25

その他

027-223-4562

マチナカ大衆ミート酒場

前橋市千代田町4-8-7

飲食店

027-212-2697

ノーチェアズール

前橋市本町2-1-6

飲食店

027-226-1878

DINING Ben

前橋市本町2-11-5 廣嶋酒店2階

飲食店

027-223-0820

ムーンシャインドック

前橋市三河町1-1-107

飲食店

027-223-8367

バルス

その他

まえばし駅前天然温泉ゆ～ゆ

前橋市表町2-10-31

56ㇾせいはん

前橋市千代田町4-15-2

飲食店

027-210-2040

韓流市場

前橋市千代田町2-7-13

小売業

027-237-0115

イタリア亭

前橋市青柳町198

飲食店

027-233-0377

ふく成

前橋市千代田町2-10-13

飲食店

027-219-2929

前橋市川原町1-28-10

飲食店

027-234-4433

かつはな亭前橋片貝店

前橋市西片貝町1-322-4

飲食店

027-237-5550

かつはな亭前橋南店

前橋市新堀町986

飲食店

027-212-2290

かつはな亭前橋文京店

前橋市文京町2-24-14

飲食店

027-220-1755

赤字ラーメン総本店

前橋市千代田町4-4-5

飲食店

027-235-4550

ジンギスカン千代田

前橋市千代田町4-4-5 霜田ビル２階

飲食店

027-212-6262

榎田醸造有限会社

前橋市岩神町2-1-1

小売業

027-231-2017

Nakamata Loves Fruits Cafe

前橋市千代田町2-7-20-2F

飲食店

027-896-9359

上州和彩うなぎよしもと

前橋市南町3-7-6

飲食店

027-223-6869

居酒屋ダイニング粋源

前橋市表町2-22-18

飲食店

027-212-8176

アンドレカンドレ

前橋市住吉町2-8-14 住吉ビル1F

飲食店

027-215-7080

エスティロリブレ

前橋市千代田町3-11-7

飲食店

027-234-0808

レストランポンチ

前橋市千代田町3-3-18

飲食店

027-231-2333

ステアウェイ

前橋市本町1-2-7

社交飲食店

027-212-8156

Chinese Dining Cafe Very&verY

前橋市南町3-50-9

飲食店

027-223-7255

産直居酒屋

前橋市千代田町5-11-1 サン観光ビル２F 飲食店

027-234-0429

ハングル教室ポラリス前橋教室

前橋市川原町2-13-2-107

教育・学習支援業

027-237-5540

PIZZERIA PESCA!前橋駅店

前橋市表町2-367-1

飲食店

027-226-6777

魚伸寿司

前橋市広瀬町1-23-1

飲食店

027-261-2671

娯楽業

027-255-3355

群馬を握る、まぐろ問屋いちもん

前橋店

北海道場本店

REAL FIT AZBL24 前橋インター店

前橋市鳥羽町417-10 丸三前橋インター
ビル5F

027-224-0111

ヤクルト問屋町サービスセンター

前橋市問屋町2-3-5 前橋問屋町ビル1F

小売業

027-251-8613

ヤクルト平成大橋サービスセンター

前橋市下石倉町27-14

小売業

027-253-7724

ヤクルトエステティックサロン平成大橋

前橋市下石倉町27-14

その他

027-253-7724

ヤクルト前橋東サービスセンター

前橋市天川大島町3-1-43

小売業

027-221-9575

ヤクルトエステティックサロン前橋東

前橋市天川大島町3-1-43

その他

027-221-9575

ヤクルト前橋中央サービスセンター

前橋市平和町1-15-14

小売業

027-230-8755

ヤクルト駒形サービスセンター

前橋市駒形町379-1

小売業

027-266-9087

レストラン

前橋市下大島町1151-1

飲食店

027-266-8897

Bacaro PICCOLA PECORA

前橋市南町3-11-2 1F

飲食店

027-224-1700

フラワースクールDECO

前橋市敷島町244-1

教育・学習支援業

027-260-1587

シャイ・ナ・ボーイ

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
ロゼル本町
レストラン＆バー

所在地

業種

電話番号

前橋市本町2-7-6 DKビル１F

飲食店

027-225-2299

前橋市荒牧町2-15

飲食店

027-236-0023

かあちゃんち

前橋市千代田町3-5-10

飲食店

027-231-5344

Luxeartlab nail&school

前橋市亀里町270-3

その他

027-289-8061

㈱山口不動産

前橋市天川大島町42-1

その他

027-225-2103

前橋市住吉町2-12-8

飲食店

027-235-5747

その他

027-221-0454

前橋市大渡町1-2-10

飲食店

027-251-2929

前橋市川原町2-2-3

飲食店

027-226-6187

前橋市川原町2-2-3

その他

027-226-6187

麵屋

フルハウス

認定店舗一覧

前橋本店

五鉄

前橋市文京町1-41-19-105号

DEOS潜水堂
和風炭火焼肉

ション
炭櫓

健康食彩インドカレー

CafeDeLaDiosa

ウキウキしちゃうネイルの魔法Reina'sNail

栄徳マン

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

㈲サロンドユー

高崎市八千代町2-1-1

理美容業

027-325-1943

リストランテ・パティスリーシムラ

高崎市新保町251

飲食店

027-362-9222

順化堂薬局

高崎市旭町113-7

小売業

027-315-4416

Gru Cafe＆Restaurant

高崎市連雀町106 大手前ビル1F

飲食店

027-395-4342

㈲洛楽

高崎市竜見町12-6

飲食店

027-323-2087

まいどおおきに高崎貝沢食堂

高崎市貝沢町1423-1

飲食店

027-364-6340

炙りや

高崎市田町31

飲食店

027-386-9966

からあげ 焼きとり えにし 高崎東口店

高崎市栄町14-17 パプリカビル1F

飲食店

027-310-8110

ろばた 焼きとり えにし 高崎西口店

高崎市通町33-5 1F

飲食店

027-386-6898

そば処

高崎市南大類町957

飲食店

027-333-7476

桃花源

高崎市寄合町14-1

飲食店

027-310-6300

ほでり

高崎市栄町19-17

飲食店

027-326-6000

あかり

高崎市栄町19-17

飲食店

027-326-6100

カレーハウス 印度屋

高崎市飯塚町445-2

飲食店

027-361-3938

着物クリーニングまるやま

高崎市矢中町824-8

その他

027-346-8486

トラットリアバンビーナ 中居店

高崎市中居町3-7-18

飲食店

027-386-5455

トラットリアバンビーナ 高崎アリーナ店

高崎市和田町1-5 シティタワー高崎104

飲食店

027-395-4531

ベスト個別指導学習会 高崎東口教室

高崎市栄町4-10 三笠ビル4F

教育・学習支援業

027-322-6959

ベスト個別指導学習会 高崎飯塚教室

高崎市飯塚町381-2

教育・学習支援業

027-362-8859

BEHAING・e8cube高崎店

高崎市旭町37-8 佐智屋ビル2F

その他

027-386-9313

かえん

高崎市岩押町5-24

飲食店

027-322-6922

㈱ＥＧＧ

高崎市石原町1978-10

その他

027-321-6543

Jomo wellness

高崎市八島町32-2

その他

027-395-4303

笹や

高崎市九蔵町103-4

飲食店

027-325-1659

㈱梅田屋

高崎市綿貫町455-5

飲食店

027-347-2302

中野新太郎の部屋ジャックダニエル

高崎市柳川町54-2

社交飲食店

027-368-3009

群馬を握る、まぐろ問屋いちもん 高崎新保店

高崎市新保田中町167-1

飲食店

027-370-6633

観音屋

高崎市中紺屋町22

小売業

027-325-2000

観音茶屋

高崎市石原町2709

小売業

027-323-7700

石窯バル WADACHI

高崎市鞘町79-1 Aliveビル2F

飲食店

027-384-3033

八幡とんかつ かめや

高崎市若田町1-5

飲食店

027-343-7151

やきとり やまもと

高崎市田町113

飲食店

027-321-5589

レストラン リボルノ

高崎市貝沢町1250-1

飲食店

027-362-7700

手づくりお菓子 まちのくまさん

高崎市南大類町1436-2

小売業

027-353-9035

ハレルヤ

高崎市栄町4-10 三笠第一ビル1F

飲食店

027-388-1234

はましょく

高崎市砂賀町22-4

飲食店

027-386-3354

高崎市倉賀野町2875

飲食店

027-346-6100

レストラン いしだ

高崎市石原町2879-1

飲食店

027-323-5040

手打ちそば 平尚庵

高崎市上並榎町293-2

飲食店

027-361-0656

小泉薬舗

高崎市寄合町50

小売業

027-322-4146

photo house TOPIC

高崎市山田町56-4

その他

027-335-6200

REAL FIT AZBL24 高崎店

高崎市連雀町104 スズメビルヂング5F

娯楽業

027-325-7700

トラットリアバンビーナ

高崎市筑縄町13-8

飲食店

027-377-0929

㈱一蘭

高崎市中尾町379-1

飲食店

027-362-5610

トキワスタジオ（アルトミュージックスクール）

高崎市常盤町115-6

その他

0120-897-441

パーソナルトレーニングアーミー

笑多

うちだ

焼肉 手打そば

榮養亭

前橋インター店

高崎店

高崎市飯塚町324-2

娯楽業

050-5867-6133

ヤクルト高崎問屋町駅前サービスセンター

高崎市貝沢町747-2

小売業

027-363-0500

ヤクルト上並榎サービスセンター

高崎市上並榎町85-1

小売業

027-364-6913

ヤクルト高崎西サービスセンター

高崎市上豊岡町551-6

小売業

027-393-6472

ヤクルトエステティックサロン高崎西

高崎市上豊岡町551-6

その他

027-393-6472

ヤクルト高崎東サービスセンター

高崎市中居町4-2-1

小売業

027-350-1702

ヤクルトエステティックサロン高崎東

高崎市中居町4-2-1

その他

027-350-1702

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
ヤクルト高崎中央サービスセンター

認定店舗一覧

所在地
高崎市あら町6-14 高崎シティーあら町ビ
ル1F

業種

電話番号

小売業

027-326-0241

ヤクルト高崎南サービスセンター

高崎市片岡町1-13-12

小売業

027-323-3787

㈱ソアード

高崎市並榎町141-1

その他

027-393-6600

A's DINING

高崎市寄合町25-12 スタービル2F

飲食店

027-395-4450

DINER STAND HangOut！

高崎市通町93-9 1F

飲食店

027-386-3910

串打ち たいすけ

高崎市通町123

飲食店

080-1127-9943

NOOR's KEBAB CAFE

高崎市通町93-30 1F

飲食店

027-322-3775

ITALIAN＆SPAIN BAR LOUIS

高崎市通町90-13 1F

飲食店

027-388-1441

Beer Cafe KUKULCAN

高崎市連雀町121 2F

飲食店

027-322-5665

葉伽梵

高崎市連雀町4-3

飲食店

027-322-2115

旬鮮酒場 一粋

高崎市連雀町4

飲食店

027-328-8620

ピッチ

高崎市旭町33 NODE33 2F

飲食店

027-386-6185

修行中

高崎市通町140-14

飲食店

027-388-9754

ラのロ

高崎市羅漢町22-2

飲食店

027-326-7960

居魚屋ちひろ 高崎店

高崎市柳川町52-1 柳川センタービル1F

飲食店

027-395-4472

海鮮焼肉居酒屋 牛海

高崎市連雀町90 長江ビル301

飲食店

027-322-2921

紫陽花

高崎市新紺屋町16-1 2F

飲食店

027-384-4549

海鮮炙り 海の家 浜翔 うっちゃん

高崎市寄合町6-3

飲食店

027-388-0969

社交飲食店

027-328-5498

スナック ハートビート

高崎市嘉多町23-7 ダイアモンドソシアル
ビル4階

七輪焼肉

安安

高崎店

高崎市矢中町656-5

飲食店

027-393-6329

七輪焼肉

安安

前橋インター店

高崎市中尾町405-2

飲食店

027-384-2914

木嶋自転車店

高崎市檜物町121

小売業

027-322-4235

Nora

高崎市柳川町38-6

社交飲食店

027-326-2376

HINANO

高崎市柳川町48

社交飲食店

027-325-1007

REVOLT高崎

高崎市聖石町9-5

その他

027-386-3232

ホルモン大学

高崎市砂賀町47

飲食店

027-345-8787

串焼 鳳

高崎市砂賀町43

飲食店

027-329-5955

ホルモン大学 生肉店

高崎市筑縄町67-1

小売業

027-388-8955

銘酒SALON KOKORO

高崎市旭町37-6 アーキビルディング301

飲食店

027-326-8886

クラブ 和楽

高崎市柳川町72 1F

社交飲食店

027-321-8895

ホルモンさわ高崎中央銀座店

高崎市寄合町25-9

飲食店

027-322-4766

てっちゃん食堂

高崎市柳川町25-8

飲食店

027-327-2535

華の茶寮

高崎市下小鳥町418-1

飲食店

027-395-5095

高崎市九蔵町31-1

宿泊業

027-320-8910

高崎市栄町25-2

飲食店

027-327-4178

高崎市四ツ屋町14-1

飲食店

027-322-7771

coffee Beans

高崎市八千代町4-5-12

飲食店

027-321-5616

フランス厨房 コクレドール

高崎市芝塚町1900-11

飲食店

027-388-8296

そると。家庭料理とお酒

高崎市飯塚町210-6

飲食店

027-386-9297

えんむすび

高崎市本町33

飲食店

027-323-1667

社交飲食店

027-384-3078

社交飲食店

027-326-7724

天鶴てらす

パークイン高崎
そば処

つゆ下

弥助鮨

四ツ屋店

梅の花

Lounge Calme
スナック・ペーパームーン

高崎市嘉多町23-7 ダイアモンドソシアル
ビル1階
高崎市嘉多町23-7 ダイアモンドソシアル
ビル2階

まーめいど

高崎市柳川町74 セカンドBOX4階

社交飲食店

027-321-6621

スナック瑛麗樹

高崎市本町117-3 ハイツプレンダー1階南 社交飲食店

027-328-4401

高崎市江木町1128ハイライズ曽根103

027-377-0968

スタジオP-life パーソナルトレーニング＆ピラティ
ス

娯楽業

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

鈴木とぎや刃物店

桐生市錦町1-8-15

小売業

0277-44-5490

カフェ

桐生市天神町2-7-17

飲食店

0277-22-9248

亀六

桐生市川内町2-110

飲食店

0277-65-8024

文寿堂

桐生市天神町2-3-20

小売業

0277-22-4035

鳥モネ本町店

桐生市本町5-370

飲食店

0277-22-2744

串焼ダイニング紅屋

桐生市仲町2-8-29

飲食店

0277-45-2774

OKIYA

ゲストハウス

桐生市末広町1-14

飲食店・宿泊業

0277-43-0048

京甘味

祇園

桐生市新宿3-13-15

飲食店

0277-43-2266

豚骨アンテナヌードルズ

桐生市仲町2-8-9

飲食店

080-6819-1022

KALI TABLE

桐生市仲町2-9-17

飲食店

0277-43-1777

鳥正

桐生市堤町3-8-27

飲食店

0277-22-0913

六甲

桐生市末広町6-10

社交飲食店

0277-22-0016

古民家caféらいむ

桐生市宮本町1-1-31

飲食店

0277-32-3023

大丸食堂

桐生市川内町2-241-7

飲食店

0277-65-8271

桐生市本町4-79

飲食店

0277-44-1462

しみずや

桐生市新宿1-10-9

飲食店

0277-44-5780

桐生プリオパレス

桐生市堤町3-5-23

その他（結婚式場） 0277-47-4122

割烹

桐生市本町5-55

飲食店

0277-44-5570

桐生市広沢町4-1828-3

小売業

0277-53-0967

桐生市相生町2-489-1

教育・学習支援業

0277-52-6659

桐生市梅田町1-640-3

小売業

0277-32-2861

桐生市広沢町1-2803

教育・学習支援業

0277-53-6659

クレール

ステーキ・ハンバーグ専科

つかさ

すみ

フロートベーカリー
ベスト個別指導学習会

相生教室

香雲堂
ベスト個別指導学習会

桜木教室

㈱桐生山葵問屋

高野商店

市役所通り店

桐生市錦町2-1-19

小売業

0277-43-6598

㈱桐生山葵問屋

高野商店

本店

桐生市錦町1-8-6

小売業

0277-44-3322

桐生市梅田町4-357

飲食店

080-1194-8312

桐生市本町5-345 金善ビル1F

小売業

0277-47-6977

桐生市宮本町4-8-35

飲食店

0277-47-5500

桐生市相生町4-74-1

小売業

0277-54-8248

WABU だいにんぐ

桐生市相生町2-134

飲食店

0277-53-2150

うなぎ

桐生市錦町1-3-3

飲食店

0277-44-8398

肉の夷店

桐生市堤町2-4-9

小売業

0277-22-8571

イマージュ

桐生市本町5-65

社交飲食店

0277-43-3987

桐生市本町5-47 ミムラビル１F

飲食店

090-9249-4567

桐生市永楽町6-11

飲食店

0277-22-9425

桐生市本町3-5-40

飲食店

0277-22-9057

桐生市本町4-82

小売業

0277-44-5477

カフェ

そしお

Life & Gift KINARI
フォレスト工房

チキチキ

イタリアンジェラート
赤松

ダイニング

ソウル

伽羅
中華料理
小松屋

万里

ミラノ

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

かぐら

伊勢崎市本町12-24

業種
飲食店
その他（リラクゼー

電話番号
0270-24-4141

ドライヘッドマッサージCUCO寂庵

伊勢崎市下道寺町99-8

ヘアカラーエテルノ

伊勢崎市安堀町1866-5

理美容業

0270-75-5008

伊勢崎市末広町149-1

教育・学習支援業

0270-25-9959

CReO

伊勢崎市連取町3021-2

理美容業

0270-20-7600

我楽

伊勢崎市下植木町582-1

飲食店

0270-70-4477

伊勢崎市宮前町17

教育・学習支援業

0270-75-5159

伊勢崎市連取町1511-1

その他（不動産業） 0270-61-5071

ベスト個別指導学習会

ベスト個別指導学習会

伊勢崎北教室

みやまえ教室

リブライズエステート㈱

ション業）

080-3574-7700

ベスト個別指導学習会

連取教室

伊勢崎市連取町3082-1

教育・学習支援業

0270-24-4459

ベスト個別指導学習会

ひろせ教室

伊勢崎市美茂呂町4086-1

教育・学習支援業

0270-23-9559

伊勢崎市上諏訪町1225-2

小売業

0270-61-9088

伊勢崎市宮前町98 大手コーポ1F

飲食店

080-7520-0168

いっちゃん庭

伊勢崎市堤下町71-2

飲食店

0270-21-7115

英語はCHANCE

伊勢崎市連取町1282-2

教育・学習支援業

050-6865-7801

㈲馬場無線

伊勢崎市緑町7-17

小売業

0270-25-1325

Hair shop CLIP-PER

伊勢崎市上植木本町2743-6

理美容業

0270-25-2535

ARCHETYPE

伊勢崎市宮子町3459-1

理美容業

0270-61-6355

雑貨屋アルバ
ホルモン・焼肉

匠

かつはな亭

伊勢崎今泉店

伊勢崎市今泉町1-1217-1

飲食店

0270-21-6600

かつはな亭

伊勢崎宮子店

伊勢崎市宮子町3410-2

飲食店

0270-26-8800

バタートップ

伊勢崎市波志江町2040-5

小売業

0270-24-2820

鳥焼日向屋伊勢崎店

伊勢崎市宮子町3425-9

飲食店

0270-40-1594

伊勢崎市連取町3280-2

飲食店

0270-70-4455

伊勢崎市太田町147-3 B2

飲食店

0270-75-3638

群馬を握る、まぐろ問屋いちもん
麺や藏人

伊勢崎本店

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
CHEESE＋CAVE Atri
イタリアンレストラン
トラットリア

プリマベーラ

パラヴィーノ

ベスト個別指導学習会

太田北教室

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

太田市飯田町732鳩田ビル1F

飲食店

0276-55-0403

太田市新井町566-29

飲食店

0276-46-5625

太田市飯田町1294-1

飲食店

0276-55-5886

太田市鳥山下町485-7 B-2-1

教育・学習支援業

0276-31-9759

かつはな亭

太田由良店

太田市由良町2112-1

飲食店

0276-32-5115

かつはな亭

太田矢島店

太田市東矢島町1036-1

飲食店

0276-47-2929

飲食店

0276-37-7822

太田市北金井町903鳳凰ゴルフ倶楽部敷地

風月別館

内

マリエール太田

太田市西矢島町601

その他（結婚式場） 0276-45-3111

太田市高林南町816-1

飲食店

0276-30-5530

大衆食堂昭和レトロ居酒屋わっしょい

太田市東本町17-6

飲食店

0276-55-3196

おもひで横丁

太田市東本町17-11

飲食店

0276-25-8639

おおたKITAGUCHIバル

太田市東本町18-23

飲食店

0276-55-6885

くずし割烹

太田市飯塚町1489

飲食店

0276-48-5868

太田市飯田町771

小売業

0276-30-3525

太田市内ケ島町1406-1

飲食店

0276-45-7162

太田市西野谷町35-1

飲食店

0276-32-8881

Bistro 蔵

太田市龍舞町5336-1

飲食店

0276-55-1797

ヤクルト太田宝泉サービスセンター

太田市由良町1617-1

小売業

0276-55-6363

ヤクルトエステティックサロン太田宝泉

太田市由良町1617-1

その他（エステ）

0276-55-6363

中国料理

太田市飯田町1039-2

飲食店

0276-46-2527

太田市飯田町1047

飲食店

0276-49-0599

太田市内ケ島町779-1

飲食店

0276-45-8406

太田市飯塚町705-2

飲食店

0276-48-7747

太田市飯塚町186-1

飲食店

0276-45-5014

PCアルターナ

太田市飯塚町540-1 メディオ・アイ105

教育・学習支援業

0276-56-5547

よろずや商店

太田市東本町18-5

小売業

090-1432-0576

Ristorante Moderato

太田市藤久良町54-10

飲食店

0276-56-9947

石焼らーめん火山

太田店

なつかし屋
杏

焼き菓子とケーキの店
和房

どんぐり

イタリアンレストラン

呑み処

太田マロニエ
ルビコン

賓館
雅

手延ラーメン

喜満

和洋ダイニング鑑
焼肉ヘルシーダイニング

コサリ・ウォン

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
和風レストラン

鼎

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

館林市朝日町20-36

飲食店

0276-73-5700

俺の夢

館林市尾曳町7-38

飲食店

0276-55-8292

㈱館林うどん

館林市本町3-8-1

飲食店

0276-74-0145

かつはな亭館林店

館林市花山町2627-1

飲食店

0276-75-0245

館林市足次町1171-1

飲食店

0276-72-9997

和食ダイニングバー

武田や

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
上州物産館

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

渋川市渋川3695-2

小売業

0279-24-3808

渋川市渋川1168-23

飲食店

0279-24-2923

Ｌｅｉ

渋川市渋川1697-2

社交飲食店

090-9233-1612

クレヨン伊香保ファクトリー

渋川市渋川3692-8

小売業

0279-24-0290

寿しとも

渋川市渋川4185-24

飲食店

0279-24-2238

渋川市石原553-1

飲食店

0279-25-1090

蕎麦凛

渋川市渋川910-25

飲食店

090-9243-1531

おふくろそば

渋川市金井1583-3

飲食店

0279-24-0241

中華菜館

渋川市八木原1381-5

飲食店

0279-23-5118

日光屋ホームプラザ

渋川市行幸田255-1

小売業

0279-22-0236

ヘアモードピュア

渋川市中村589-1

理美容業

0279-23-1196

ディーズガレージ

渋川市渋川3715-1

小売業

0279-26-2880

パスタハウス

渋川市金井244-1

飲食店

0279-25-3210

渋川市渋川2412-53

飲食店

0279-22-0409

清寿司

渋川市渋川2106-27

飲食店

0279-22-2098

ヤクルト渋川サービスセンター

渋川市渋川2072-2

小売業

0279-25-0172

ヤクルトエステティックサロン渋川

渋川市渋川2072-2

その他

0279-25-0172

七福

渋川市有馬253-5

飲食店

0279-23-8459

渋川市渋川1834-16

飲食店

0279-24-3806

渋川市金井767-2

飲食店

0279-23-5674

渋川市渋川2762-1

飲食店

0279-30-3555

渋川市行幸田304-2

飲食店

0279-24-2132

中華料理

翠園

フランス地方料理

とり焼き

ろばた焼

シ・ジョルゼ

有天楼

ポポラーレ

若松

大盛屋

江戸屋
和くつろぎ処
中華菜館

開運

うたしあ

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

メナードフェイシャルサロン沼田薄根

沼田市薄根町3649-B202

その他(エステ)

0278-77-8993

有限会社ハヤシ

沼田市上之町1151

小売業

0278-22-2263

中国飯店 盧山

沼田市東倉内町765-4

飲食店

0278-24-1563

うどん屋

沼田市上之町1165-1

飲食店

090-4733-3140

サワ美容室

沼田市高橋場町2058-11

理美容業

0278-24-3325

ビューティーサロン原田

沼田市横塚町882-2

理美容業

0278-24-0109

フットこるベイシア沼田モール店

沼田市久屋原町415ベイシア沼田モール内 その他(エステ)

0278-24-5500

居酒屋しんきち

沼田市馬喰町1222-3

飲食店

0278-22-2342

中華料理 華や

沼田市上之町1156

飲食店

0278-23-3086

スナックロマンス

沼田市鍛冶町995ミロクビル2F

社交飲食店

0278-22-5504

ルーナ美容室

沼田市坊新田町1056-3

理美容業

0278-22-2912

ヤクルト沼田サービスセンター

沼田市桜町1974-46

小売業

0278-23-1331

ヤクルトエステティックサロン沼田

沼田市桜町1974-46

その他(エステ)

0278-23-1331

ラ・ファンタジスタ

沼田市上之町1163

飲食店

0278-20-1630

ＢＭＺ沼田スタジオ・ファンタジスタ

沼田市上之町1163

小売業

0278-20-1630

京呉服みはし

沼田市上之町192

小売業

0278-24-3384

Photo studio GIFT

沼田市材木町1171-4

その他(写真スタジ
オ)

0278-25-8205

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
まちやど蔟屋

MABUSHI－ya

ファミリー中華

大番

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

富岡市富岡1040

宿泊業

0274-62-0149

富岡市曽木547－1

飲食店

0274-62-0884

旬の膳

白嘉賀

富岡市中高瀬343

飲食店

0274-63-1401

カフェ

ドローム

富岡市富岡51－4

飲食店

0274-67-1123

大塚屋

富岡市富岡1169

飲食店

0274-62-1237

まあむ

富岡市宮崎162－2

飲食店

0274-67-0395

ヤクルト富岡サービスセンター

富岡市七日市1108－1

小売業

0274-64-2161

ヤクルトエステティックサロン富岡

富岡市七日市1108－1

娯楽業（エステ）

0274-64-2161

日本料理ときわ荘

富岡市富岡1729－1

飲食店

0274-62-0090

茂木呉服店

富岡市富岡1051

小売業

0274-62-0035

上州路うどんさくら

富岡市富岡1145

飲食店

0274-67-7893

ストップコロナ！対策認定制度

店舗名
ベスト個別指導学習会

所在地

業種

電話番号

藤岡市上栗須132-3鈴木ビル3階

教育・学習支援業

0274-23-2059

藤岡市上大塚1625-3

飲食店

0274-23-2955

藤岡市藤岡394-7

小売業

0274-22-0334

大善堂シモダ薬局

藤岡市下栗須199-3

小売業

0274-23-1644

アーキスホーム(有)アーキスおぎわら

藤岡市中920-1

その他

0274-24-6498

割烹

おきな

藤岡市中島薬師533

飲食店

0274-40-3030

割烹

松むら

藤岡市上栗須48-6

飲食店

0274-22-0016

ヤクルト藤岡サービスセンター

藤岡市中栗須字光明203-1

小売業

0274-50-1213

ヤクルトエステティックサロン藤岡

藤岡市中栗須字光明203-1

その他（エステ）

0274-50-1213

ヤクルト藤岡南サービスセンター

藤岡市神田1360-1

小売業

0274-25-8511

鮨友

藤岡市中大塚275-1

飲食店

0274-22-0207

ヘアールームせんかわ

藤岡市藤岡1327-3

理美容業

0274-23-1453

がってん寿司

藤岡市上大塚306-1

飲食店

0274-40-2323

らーめん駿

藤岡市中字広町1131-8

飲食店

0274-50-1255

インド料理PUNJAB

藤岡市中栗須467-3

飲食店

0274-37-1350

小料理

藤岡教室

認定店舗一覧

舞

おしゃれの店

二葉

藤岡店

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

湯沢亭

渋川市伊香保町伊香保92

飲食店

0279-72-2235

SARA''S Terrace Arraiya

渋川市伊香保町伊香保20

飲食店

0279-72-2183

茶楼 千

渋川市伊香保町伊香保12

飲食店

0279-72-2275

マサキヤ

渋川市伊香保町伊香保325

飲食店

0279-72-2692

伊香保温泉 横手館

渋川市伊香保町伊香保11

宿泊業

0279-72-3244

四季彩

渋川市伊香保町伊香保78

飲食店

0279-72-3917

伊香保温泉 さくらい旅館

渋川市伊香保町伊香保210-2

宿泊業

0279-72-2575

美容室リーフ

渋川市吹屋656-75

理美容業

0279-22-4626

まきや

渋川市吹屋661-47

小売業

0279-22-0082

渋川市赤城町敷島430-1

小売業

0279-25-7226

PIZZA YOSHIDA

渋川市中郷442-44

飲食店

090-4094-1515

そば処 やまさき

渋川市北橘町真壁2234-1

飲食店

0279-52-4493

木の台所

渋川市北橘町下箱田385

飲食店

0279-60-1012

一本松 根井家

渋川市北橘町真壁1739-2

飲食店

0279-52-2611

赤城田舎饅頭 荒井商店

渋川市赤城町敷島451-5

小売業

0279-56-2801

保科美術館

渋川市伊香保町伊香保211-1

教育・学習支援業

0279-72-3226

みどり市大間々町大間々466-12

教育・学習支援業

0277-72-0131

みどり市大間々町大間々33-6

小売業

0277-30-7060

ヘアー＆メイク リプル

みどり市大間々町桐原982-4

理美容業

0277-73-5917

ライブハウス フィガロ

みどり市大間々町大間々462-5

娯楽業

0277-73-7327

いたくらや精肉店

みどり市大間々町大間々1293

小売業

0277-72-1209

民宿 沢屋

みどり市東町神戸600

宿泊業

0277-97-2206

ラーメン・定食 凡ちゃん

みどり市大間々町大間々1730-11

飲食店

0277-73-6962

鮨国

みどり市大間々町大間々551-4

飲食店

0277-73-4492

みどり市東町農産物直売所

みどり市東町草木86

小売業

0277-95-6331

月夜野はーべすと

利根郡みなかみ町月夜野2936

小売業

0278-20-2123

利根郡みなかみ町布施1609-3

小売業

0278-64-1155

ヤクルトみなかみサービスセンター

利根郡みなかみ町下牧625-1

小売業

0278-25-3591

ウエラ サロン ムラタ

利根郡みなかみ町湯桧曽127

理美容業

0278-72-2714

小さなレストラン彩絵

利根郡みなかみ町谷川466

飲食店

0278-72-5002

月夜野フルーツ農場

利根郡みなかみ町上津1795

小売業

0278-62-6800

珈琲倶楽部 月夜野店

利根郡みなかみ町下津1958-1

飲食店

0278-62-0222

セブンイレブン

ヤクルト渋川北

サービスセンター

ベスト個別指導学習会
ファミリマート

セブンイレブン

大間々教室

みどり大間々店

みなかみ布施店

利根郡みなかみ町下津2099-1

小売業

0278-62-0087

ヤクルト安中サービスセンター

月夜野下津店

安中市安中1-2312-1

小売業

027-382-6908

ヤクルトエスティックサロン安中

安中市安中1-2312-1

その他

027-382-6908

ヤクルト松井田サービスセンター

安中市松井田町新堀1358

小売業

027-393-3096

下仁田館

甘楽郡下仁田町下仁田364

宿泊業

0274-82-2031

金子酒店

甘楽郡下仁田町下仁田383-6

小売業

0274-82-3146

下仁田温泉清流荘

甘楽郡下仁田町吉崎769

宿泊業

0274-82-3077

マルジン理美容室

甘楽郡下仁田町中小坂2966-3

理美容業

0274-82-2036

ヤクルト下仁田サービスセンター

甘楽郡下仁田町中小坂64-1

小売業

0274-70-3202

中国菜館 恵華

みどり市大間々町大間々381-7

飲食店

0277-70-1331

茶寮 いま泉

みどり市笠懸町阿左美1174-2

飲食店

0277-76-2136

そば処 岩宿庵

みどり市笠懸町阿左美2567-2

飲食店

0277-76-2401

ベスト個別指導学習会

笠懸教室

みどり市笠懸町鹿3131

教育・学習支援業

0277-76-6101

ベスト個別指導学習会

笠懸南教室

みどり市笠懸町阿左美244-3

教育・学習支援業

0277-77-0159

自然派エステ・リラクゼーションサロンmakomi

みどり市笠懸町鹿275-20

娯楽業

0277-76-6345

逢生坂

みどり市笠懸町阿左美557-3

飲食店

0277-77-0055

やぎぱん

みどり市笠懸町鹿2450-26

小売業

0277-77-0312

らぁ～めん いずみ

みどり市笠懸町阿左美1517-1

飲食店

0277-76-6802

ヤクルトエスティックサロン笠懸

みどり市笠懸町久宮234-7

その他

0277-77-2030

利久庵

みどり市笠懸町阿左美865-5

飲食店

0277-76-3658

ヤクルト笠懸サービスセンター

みどり市笠懸町久宮234-7

小売業

0277-77-2030

おおるい甘楽葬祭

甘楽郡甘楽町白倉1533-1

その他

0274-74-4691

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

甘楽庵山ぐち

甘楽郡甘楽町福島1175-1

小売業

0274-74-2418

横山学習塾

甘楽郡甘楽町福島1226-2

教育・学習支援業

0274-74-3944

那須庵

甘楽郡甘楽町秋畑5387-2

飲食店

0274-74-9070

美容室Rencontre

甘楽郡甘楽町小幡143-1

理美容業

0274-67-7927

柳澤電機商会

甘楽郡甘楽町福島1258-8

小売業

0274-74-3258

物産館 かざぐるま

北群馬郡吉岡町漆原2003

小売業

0279-25-7534

“sonar”

北群馬郡吉岡町上野田1329-319

小売業

0279-25-7557

SANTOS

北群馬郡吉岡町南下911

飲食店

0279-54-6999

レストラン カリーノ

北群馬郡吉岡町大久保157-2

飲食店

0279-55-1026

人形の館石倉

北群馬郡吉岡町漆原1059

小売業

0279-54-4005

栄和電器

北群馬郡吉岡町漆原1370

小売業

0279-54-4058

やまきや薬局

北群馬郡吉岡町北下1150-4

小売業

0279-54-2624

美容室 赤い風せん

北群馬郡吉岡町大久保2264-3

理美容業

0279-54-9524

ヤクルト吉岡サービスセンター

北群馬郡吉岡町北下1213-1

小売業

0279-54-1423

ヤクルトエスティックサロン吉岡

北群馬郡吉岡町北下1213-1

その他

0279-54-1423

ベスト個別指導学習会

玉村教室

佐波郡玉村町下新田253-2

教育・学習支援業

0270-65-1959

ベスト個別指導学習会

玉村南教室

佐波郡玉村町上之手1504-4

教育・学習支援業

0270-65-9659

ヤクルト玉村サービスセンター

佐波郡玉村町福島88-3

小売業

0270-65-8975

ヤクルトエスティックサロン玉村

佐波郡玉村町福島88-3

その他

0270-65-8975

赤城閣

桐生市黒保根町水沼125-1

飲食店

0277-96-2705

ろぐてい

桐生市黒保根町下田沢2306-5

飲食店

0277-96-2616

桐生市黒保根町水沼623

飲食店

桐生市新里町山上438-2

教育・学習支援業

0277-74-6359

桐生市新里町新川731-3

小売業

0277-74-6259

桐生市新里町新川1372

小売業

0277-74-2050

伊勢崎市国定町1-1223-1

小売業

0270-20-2015

伊勢崎市下触町867-9

飲食店

0270-75-2200

伊勢崎市東町2610-1

教育・学習支援業

0270-75-1159

69Tree
ベスト個別指導学習会
きぶね製菓

新里教室

新川店

えちごや
ファミリーマート

伊勢崎国定町一丁目店

柏屋
ベスト個別学習会

あずま教室

ベスト個別指導学習会

伊勢崎市西久保町2-120

教育・学習支援業

0270-62-9959

(株)FIRST CLASS

赤堀教室

伊勢崎市曲沢町122-2

小売業

0270-27-5396

きぶね製菓

伊勢崎市野町13-7

小売業

0270-20-8821

かつはな亭伊勢崎赤堀店

伊勢崎市赤堀鹿島町937

飲食店

0270-62-0162

ヤクルト境サービスセンター

伊勢崎市境西今井1-1

小売業

0270-76-4391

ヤクルトエスティックサロン境

伊勢崎市境西今井1-1

その他

0270-76-4391

まんぷく亭

伊勢崎市三室町5330

飲食店

0270-20-2421

境さくらファミリーホール

伊勢崎市境美原17-11

その他

0270-50-0008

ヤクルト吉井サービスセンター

高崎市吉井町下長根338-1

小売業

027-387-8718

ヤクルトエスティックサロン吉井

高崎市吉井町下長根338-1

その他

027-387-8718

野菜酒家 なっぱ畑

高崎市冷水町132-1

飲食店

027-386-8078

桜野

高崎市中泉町641-3

飲食店

027-372-0255

ヤクルト群馬町サービスセンター

高崎市足門町1637-6

小売業

027-372-2915

ヤクルトエスティックサロン群馬町

高崎市足門町1637-6

その他

027-372-2915

はたお商店

高崎市棟高町1675-253

飲食店

027-289-5399

Dahlia hair mieuxs

高崎市棟高町1335

理美容業

027-395-4561

喜の蔵

高崎市冷水町112-1

飲食店

027-373-0880

佐々木美容室

高崎市棟高町1250-1

理美容業

027-373-1856

とみや菓子店

高崎市新町1719-4

小売業

0274-42-1428

佐登美屋

高崎市新町1438-4

飲食店

0274-42-0452

純喫茶トムソン

高崎市新町2720-1

飲食店

0274-42-0057

美容室ふくだ

高崎市新町1547-4

理美容業

0274-42-0638

かねき

高崎市新町2639

飲食店

0274-42-0736

明光堂

高崎市新町1540-4

小売業

0274-42-5531

榛名十文字ミート

高崎市十文字町1419-1

飲食店

027-384-2901

食事処 味里

高崎市箕郷町上芝181-2

飲食店

027-371-0471

赤堀店

お好み焼

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

道の駅中山盆地農産物直売所

吾妻郡高山村中山2357-1

小売業

0279-63-1919

みょうが

吾妻郡高山村中山518-4

飲食店

0279-26-7405

ぶっちょびKitchen

沼田市白沢町上古語父318-14

飲食店

0278-25-4766

Restaurant ふらいぱん

沼田市白沢町上古語父80-7

飲食店

050-1134-0050

㈲タムラ商会

前橋市大胡町383-1

小売業

027-283-2033

Milky Way

前橋市柏倉町328

小売業

027-283-6165

ヤクルト大胡サービスセンター

前橋市樋越町810

小売業

027-283-8686

ヤクルトエスティックサロン大胡

前橋市樋越町810

その他

027-283-8686

焼肉御苑

前橋市樋越町905

飲食店

027-226-1819

尻焼き風呂の桐島屋旅館

吾妻郡草津町草津541

宿泊業

0279-88-2871

まつもと

吾妻郡草津町草津890-5

飲食店

0279-88-2678

酒屋おおたけ

吾妻郡草津町草津19-22

小売業

0279-88-3744

ニューいずみ

吾妻郡草津町草津565-7

宿泊業

0279-88-3442

手打蕎麦あおやま

吾妻郡草津町草津377-1

飲食店

0279-82-5780

居酒屋ちゃいるど

吾妻郡草津町草津23-53

飲食店

0279-88-6867

㈲草津ホンダ

吾妻郡草津町前口123

小売業

0279-88-5070

めざわ商店

吾妻郡草津町草津19-7

小売業

0279-88-2132

大野家

吾妻郡草津町草津511

飲食店

0279-88-2039

松坂屋旅館

吾妻郡草津町草津178-4

宿泊業

0279-88-3557

ちょい呑み処 KBAR

吾妻郡草津町草津20-2

社交飲食店

0279-88-2126

㈲樫山

吾妻郡草津町草津20-2

小売業

0279-88-2126

おかめや

吾妻郡草津町草津380

飲食店

0279-88-2253

Kogomipain

吾妻郡草津町草津464-904

小売業

0279-82-5757

山田理容院

吾妻郡草津町草津188-1

理美容業

0279-88-2553

飯島館

吾妻郡草津町草津447-8

宿泊業

0279-88-3457

太田市大原町569-1

教育・学習支援業

0277-78-5959

太田市新田溜池町1-1

飲食店

0276-57-0339

CUT IN Y'S-理容ワイズ-

太田市新田花香塚町276－2

理美容業

0276-56-1891

ふぅ美。

太田市岩松町560-2

飲食店

0276-52-3923

めんや仁

太田市新田木崎町791-3

飲食店

0276-55-1915

よしざわ

太田市尾島町90

飲食店

0276-52-0026

太田市新田木崎町812

飲食店

0276-56-9609

かつはな亭太田新田店

太田市新田小金井町1318-1

飲食店

0276-57-4188

J S CACHETTE

太田市新田中江田町752-3

理美容業

0276-57-8587

ヘアー・リーフ

太田市安養寺町11-7

理美容業

0276-52-1486

日本料理 泉松

邑楽郡大泉町坂田5-17-9

飲食店

0276-55-6668

The Day's Café ザ デイズ カフェ

邑楽郡大泉町朝日2-4-18

飲食店

0276-57-8414

インド料理 ヒマラヤン

邑楽郡大泉町古氷110-8

飲食店

0276-49-6555

照寿司

邑楽郡大泉町坂田7-13-1

飲食店

0276-63-6229

吾妻郡中之条町伊勢町20-5

飲食店

0279-26-2630

うめまつ理容室

吾妻郡中之条町伊勢町984-10

理美容業

0279-75-2359

はやし屋

吾妻郡中之条町伊勢町819-1

飲食店

0279-75-3277

大丸四万湖店

吾妻郡中之条町四万28-6

小売業

0279-64-2866

ヤクルト中之条サービスンター

吾妻郡中之条町伊勢町川端20-1

小売業

0279-75-3937

ヤクルトエスティックサロン中之条

吾妻郡中之条町伊勢町川端20-1

その他

0279-75-3937

とんかつ もり亭

吾妻郡長野原町長野原1572-1

飲食店

0279-82-2911

湯宿・御食事やまきぼし

吾妻郡長野原町川原湯487-5

宿泊業

0279-83-2011

ヤクルト長野原サービスセンター

吾妻郡長野原町大津140-1

小売業

0279-82-5588

卸売りセンターサンエイ

吾妻郡嬬恋村西窪44-1

小売業

0279-97-3831

あさまのいぶき

吾妻郡嬬恋村鎌原493-17

小売業

0279-82-1283

嬬恋高原ブルワリー

吾妻郡嬬恋村大笹2193-27

飲食店

0279-96-1403

軽井沢ホテルアスプロス

吾妻郡嬬恋村鎌原1053-4101

宿泊業

0279-86-3729

とんかつ 梅乃家

吾妻郡東吾妻町原町984-1

飲食店

0279-68-2385

ART美容室

吾妻郡東吾妻町川戸578-1

理美容業

0279-68-5510

ベスト個別指導学習会
中国料理

薮塚教室

媽閣廟

炭火ステーキ

クローバー

天然酵母ぱん＆カフェ

エルム

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

美容室ボックスニューズ

吾妻郡東吾妻町原町1019-1

理美容業

0279-68-3839

さかえ鮨

吾妻郡東吾妻町原町5053

飲食店

0279-68-2910

清水屋

藤岡市鬼石511-4

小売業

0274-52-2148

宝寿し

藤岡市鬼石518-2

飲食店

0274-52-2488

てんぐ家

藤岡市鬼石535-1

飲食店

0274-52-2162

長井屋製菓

藤岡市坂原846-2

小売業

0274-56-0017

マルゲン商店

甘楽郡南牧村六車942-8

小売業

0274-87-2525

民宿 月形園

甘楽郡南牧村大日向712

宿泊業

0274-87-2698

ダイニングなごみ

邑楽郡板倉町朝日野3-8-6

飲食店

0276-82-5153

食堂たかせ

邑楽郡板倉町飯野1913-1

飲食店

0276-82-0754

手打ちラーメン 栄楽

邑楽郡板倉町板倉2218-1

飲食店

0276-82-0718

写真スタジオ カナリヤ館

邑楽郡板倉町海老瀬4666-1

その他

0276-82-2269

おぎ乃家

邑楽郡板倉町板倉4227-4

飲食店

0276-82-1684

いっぷく亭

前橋市富士見町原之郷444-1

飲食店

027-288-1281

ヤクルト前橋北サービスセンター

前橋市富士見町原之郷309-1

小売業

027-225-9208

ヤクルト富士見サービスセンター

前橋市富士見町時沢1141-1

小売業

027-212-9253

ヤクルトエスティックサロン前橋北

前橋市富士見町原之郷309-1

その他

027-225-9208

ヤクルトエスティックサロン富士見

前橋市富士見町時沢1141-1

その他

027-212-9253

ペンションラパン

利根郡片品村花咲2792-76

宿泊業

0278-58-4323

旅館みゆき

利根郡片品村戸倉248-1

宿泊業

0278-58-7531

尾瀬岩鞍リゾートホテル

利根郡片品村土出2609

宿泊業

0278-58-7131

岩鞍ハウス

利根郡片品村土出2609

宿泊業

0278-58-7717

ホワイトワールド尾瀬岩鞍

利根郡片品村土出2609

その他

0278-58-7777

らーめん榎穏

邑楽郡明和町南大島1017-1

飲食店

0276-84-1178

美容室シーズ

邑楽郡邑楽町中野2238-8

理美容業

0276-88-2089

エンゼル不動産 草津店

吾妻郡草津町草津454-113

その他

0279-82-5581

小売業

0270-65-9388

フタバ テスコ店

佐波郡玉村町上之手1480
玉村ショッピングセンターテスコ内

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

リッキー（キッチンカー）

佐波郡玉村町川井2068-1

飲食店

0270-61-7081

エルフ（キッチンカー）

佐波郡玉村町川井2068-1

飲食店

090-2430-5757

サンバー（キッチンカー）

高崎市連雀町30-1 AXIS1階

飲食店

090-2430-5757

モギ・コーヒー（キッチンカー）

北群馬郡榛東村新井2907-35

飲食店

090-3691-1867

嬬恋高原ブルワリー（キッチンカー）

吾妻郡嬬恋村大笹2193-27

飲食店

0279-96-1403

高崎市鞘町63-1

飲食店

027-386-5990

高崎市通町20-1

飲食店

027-327-9083

高崎市通町33

飲食店

027-323-0860

飲食店

027-330-6660

飲食店

0276-25-5300

ブラジル

グリル（キッチンカー）

上州山賊麺
麺屋

大大坊

空の舌（キッチンカー）

福籠（キッチンカー）

高崎市八島町110-6 TO－MOREビル

くいもの屋わん高崎店

４F
太田市本町29ｰ１

にこにこ食堂

ものづくりイノベー

ションセンター１F

ダイナム館林店

館林市近藤町大塚2ｰ36

娯楽業

0276-71-0913

ダイナム多野新町店

高崎市新町中河原1443ｰ１

娯楽業

0274-42-1177

ダイナム大間々店

みどり市大間々町大間々65ｰ1

娯楽業

0277-72-0153

ダイナム太田店

太田市高林寿町1861

娯楽業

0276-38-6410

ダイナム前橋店

前橋市亀里町1301ｰ1

娯楽業

027-287-4009

ダイナム群馬群馬町店

高崎市菅谷町村東20ｰ10

娯楽業

027-350-3175

ダイナム群馬吉井店

高崎市吉井町塩川五反田440ｰ1

娯楽業

027-386-0752

ダイナム群馬渋川店

渋川市白井2138

娯楽業

0279-60-7289

ダイナム群馬安中店

安中市郷原中村686ｰ1

娯楽業

027-380-2516

ダイナム群馬大胡店

前橋市樋越町767

娯楽業

027-280-2181

ダイナム信頼の森群馬太田店

太田市高林寿町1869

娯楽業

0276-30-5552

ダイナム群馬桐生店

桐生市広沢町6ｰ283ｰ1

娯楽業

0277-70-6160

ダイナム群馬藤岡店

藤岡市中栗須420

娯楽業

0274-40-8680

ダイナム群馬伊勢崎宮子店

伊勢崎市宮子町3501

娯楽業

0270-20-1250

ダイナム群馬高崎箕郷店

高崎市箕郷町上芝849ｰ1

娯楽業

027-350-4360

フライングガーデン新桐生店

桐生市広沢町2ｰ2982

飲食店

0277-54-3210

フライングガーデン伊勢崎宮子店

伊勢崎市宮子町282ｰ1

飲食店

0270-21-7767

フライングガーデン前橋文京町店

前橋市文京町3ｰ132ｰ4

飲食店

027- 243-2622

フライングガーデン前橋公田町店

前橋市公田町675ｰ5

飲食店

027-287-4321

フライングガーデン高崎上小塙店

高崎市上小塙1007

飲食店

027-340-7300

フライングガーデン群馬町店

高崎市菅谷町1243ｰ16

飲食店

027-310-0100

フライングガーデン太田強戸店

太田市上強戸町1421

飲食店

0276-37-7321

フライングガーデン太田飯塚店

太田市飯塚町618ｰ2

飲食店

0276-48-1003

フライングガーデン邑楽町店

邑楽郡邑楽町篠塚1452ｰ1

飲食店

0276-89-8321

フライングガーデン新田町店

太田市新田市野井町1015

飲食店

0276-60-9511

フライングガーデン館林店

館林市松原3ｰ18ｰ13

飲食店

0276-76-8300

カラオケバンバンＢａｎＢａｎ前橋三河町店

前橋市三河町2-5-12

娯楽業

050-3134-0971

カラオケバンバンＢａｎＢａｎ前橋箱田店

前橋市箱田町578-4

娯楽業

050-3134-0865

カラオケバンバンＢａｎＢａｎ伊勢崎店

伊勢崎市連取町2333-1

娯楽業

0270-20-7111

カラオケバンバンＢａｎＢａｎ太田店

太田市末広544-6

娯楽業

0276-30-5050

カラオケバンバンＢａｎＢａｎ只上店

太田市只上店1692-4

娯楽業

050-3134-0554

カラオケバンバンＢａｎＢａｎ吉井店

高崎市吉井町池13-1

娯楽業

050-3134-0596

群馬県自動車教習所

前橋市江田町448

教育・学習支援業

027-251-2321

ドゥ・スポーツプラザ高崎

高崎市昭和町204

娯楽業

027-328-7430

ＢＬＥＤＡ新前橋

前橋市古市町180-1

娯楽業

027-289-2451

ENEOSジェイクエスト

宮子カインズ前店

伊勢崎市宮子町3416

小売業

0270-30-3733

ENEOSジェイクエスト

宮子ベイシア前店

伊勢崎市宮子町3419-5

小売業

0270-22-1437

ENEOSジェイクエスト

佐波東店

伊勢崎市西小保方町231

小売業

0270-70-5100

ENEOSジェイクエスト

赤堀店

伊勢崎市市場町2-904-1

小売業

0270-20-8048

高崎市大八木町622-1

小売業

027-370-3711

下仁田カントリー倶楽部レストラン

甘楽郡下仁田町馬山625

飲食店

0274-82-4580

甘楽冨岡農業協同組合

富岡市富岡2638-1

飲食店

0274-63-6691

スーパービバホーム高崎店
ヴァンヴェール

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
（一社）日本産業カウンセラー協会

認定店舗一覧

所在地
上信越支部

高崎市問屋町3-10-3 問屋町センター第2
ビル3階

業種

電話番号

教育・学習支援業

027-365-2575

ココス館林松原店

館林市松原3-5-6

飲食店

050-3333-6444

ココス館林成島店

館林市成島町220-1

飲食店

050-3333-7710

ココス高崎店

高崎市請地町11-62

飲食店

050-3333-6301

ココス伊勢崎宮前店

伊勢崎市宮前町1408

飲食店

050-3333-3561

ココス前橋南町店

前橋市南町3-59-1

飲食店

050-3333-8117

ココス大泉店

邑楽郡大泉町坂田2-22-20

飲食店

050-3333-4681

ココス伊勢崎連取店

伊勢崎市連取町2004-1

飲食店

050-3333-7378

ココス前橋大渡店

前橋市大渡町2-3-29

飲食店

050-3333-3094

ココス高崎中居店

高崎市中居町4-23-2

飲食店

050-3333-4595

ココス前橋国領店

前橋市国領町2-13-47

飲食店

050-3333-6614

ココス安中店

安中市原市4-3-26

飲食店

050-3333-1677

ココス藤岡店

藤岡市上栗須字白山179-1

飲食店

050-3529-6349

ココス渋川店

渋川市有馬字中井287

飲食店

050-3529-1312

ココス太田店

太田市植木野町199-1

飲食店

050-3529-2593

ココス沼田下久屋町店

沼田市下久屋町904-2

飲食店

050-3529-8002

草津町町民屋内プール

吾妻郡草津町草津464-28

娯楽業

0270-88-1130

草津町総合体育館

吾妻郡草津町草津乙46

娯楽業

0279-88-5288

御座之湯

吾妻郡草津町草津421

その他

0279-88-9000

西の河原露天風呂

吾妻郡草津町草津521-3

その他

0279-88-6167

大滝乃湯

吾妻郡草津町草津596-13

その他

0279-88-2600

吾妻郡草津町草津596-13

その他

0279-88-2600

食事処

湯の華

草津運動茶屋公園道の駅

特産ショップ

吾妻郡草津町草津2-1

小売業

0279-88-0881

草津運動茶屋公園道の駅

ロマンチックショップ

吾妻郡草津町草津2-1

小売業

0279-88-0881

草津運動茶屋公園道の駅

軽食喫茶

吾妻郡草津町草津2-1

飲食店

0279-88-0881

草津運動茶屋公園道の駅

観光案内所

吾妻郡草津町草津2-1

小売業

0279-88-0881

草津運動茶屋公園道の駅

ミュージアムショップ

吾妻郡草津町草津2-1

小売業

0279-88-0881

草津温泉バスターミナル

喫茶バーンホーフ

吾妻郡草津町草津28

飲食店

0270-88-3582

天狗山ロッヂ

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

飲食店

0279-88-4050

草津温泉ゴルフ場

吾妻郡草津町草津字白根国有林154

娯楽業

0279-88-8072

PIT ORC

伊勢崎市赤堀今井町1-556-1

その他（自動車整
備）

0270-62-0050

太田市石原町81 イオンモール太田1F

小売業

0276-47-3938

太田市石原町81 イオンモール太田2F

小売業

027-647-8744

太田市石原町81

小売業

0276-47-8607

太田市石原町81 イオンモール太田内

その他（金融業）

0276-47-7200

吾妻郡東吾妻町本宿3330-20

宿泊業

0279-69-2422

安中市上後閑477

娯楽業

027-385-5810

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎1F 小売業

027-310-9045

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F その他

027-329-5854

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-384-8663

Lovetoxic 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

027-310-9390

petit main

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

027-310-9469

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3F 小売業

080-8838-9764

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 小売業

027-386-4004

小売業

027-310-9000

BEBYDOOL

太田店

エヴァンジル

イオンモール太田店

posy room
株式会社イオン銀行

イオンモール太田店

かやぶきの郷

薬師温泉

太平洋クラブ

高崎コース

212KITCHEN STORE
マジックミシン

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

グローバルセレクション

イオンモール高崎店

イオンモール高崎店

F PREMIUMPLAZA
グラニフ

旅籠

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

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎

