ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
カレーハウスCOCO壱番屋

所在地

業種

電話番号

前橋市日吉町4-41-13

飲食店

027-235-6810

れいわイチゴ園

前橋市西大室町268-1

小売業

090-1103-1009

パン工房ロッシェ

前橋市大友町2-26-9

小売業

027-212-5973

前橋市総社町総社2887-3

小売業

027-252-0770

教育・学習支援業

027-288-0652

Honda Cars 前橋中央

前橋日吉店

認定店舗一覧

総社店

KuKKAプログラミングスクール
レストラン

パナス

前橋市新前橋町18-48 ひいらぎマンショ
ンNo.7 502号室
前橋市本町2-3-5

飲食店

027-223-4647

『マーちゃん家』関口正弘苺園

前橋市上佐鳥町879-1

小売業

027-265-3653

料亭

前橋市千代田町3-8-1

飲食店

027-231-7535

前橋市公田町668-1

小売業

027-212-0611

YOGA studio Ashanhti

前橋市南町2-32-5 SOLANA D

その他

027-220-4650

Pub 禮

前橋市元総社町2-8-12

社交飲食業

027-288-0335

苺屋たくみ

前橋市下増田町792-1

小売業

080-2357-1515

Jewellery Studio Poet

前橋市大友町2-26-22 Hatton Garden HSI 小売業

027-289-8522

稲美企画

前橋市北代田町484-2

その他

027-257-0355

青龍

前橋市龍蔵寺町111-1

飲食店

027-226-6677

Patisserie SHOGO

前橋市問屋町1-8-1

小売業

027-280-3255

㈲割烹

矢内

前橋市千代田町4-13-1

飲食店

027-231-3768

呑食処

三富士

前橋市下小出町1-29-31

飲食店

027-237-9171

金光

株式会社ツルヤ

荒牧大衆酒場

ツルヤ前橋南店

前橋市荒牧町4-10-31

飲食店

027-289-8281

tekara

OYAJI CIRCUS

前橋市南町3-52-6 塚田ﾊｲﾂ103

その他

027-289-3437

ふくえ農園

前橋市上佐鳥町1201-1

小売業

090-1995-9552

㈱ソウワ・ディライト

前橋市小屋原町722-1

教育・学習支援業

027-266-6711

ストライフ

前橋市総社町総社1064-2

その他

027-289-9034

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

㈱貝沢設備工業

高崎市井野町1141-1 Felicita・F

その他

027-362-3723

だるま大使

高崎市剣崎町1186-12

飲食店

027-344-8566

時計・メガネ・補聴器のタカハシ

高崎市飯塚町1554-1

小売業

027-361-1914

源氏車

高崎市柳川町83-5

飲食店

027-323-0101

メナードフェイシャルサロン高崎片岡

高崎市片岡町3-16-13

その他

027-323-6290

飲食店

027-370-2232

CAFE

BAR Tic－Tock

高崎市問屋町西2-3-10フォーレストヒル
１F

プティ・ポンム

高崎市筑縄町57-6

小売業

027-361-0254

イソベモータース 本店

高崎市矢島町757-6

小売業

027-352-6666

イソベモータース I-NEXT

高崎市西島町350

小売業

027-353-4611

イソベカーステーション

高崎市矢島町480-5

小売業

027-353-1017

Coco fuwat

高崎市綿貫町128-9

小売業

027-335-6353

薬のクスモト

高崎市上小塙町577-1

小売業

027-343-9899

Casa Familiar

高崎市緑町1-5-1

飲食店

027-384-8494

ぽん酒BAR極

高崎市柳川町25 山田貸店舗2階

飲食店

090-4008-2816

鉄板ハウス つくしんぼ

高崎市江木町984-1

飲食店

027-325-4559

日本一

高崎市本町73

飲食店

027-322-3029

AGUA TAKASAKI

高崎市通町51-1ハリス壱番館３階

理美容業

027-388-1077

㈲岡村鞄製作所

高崎市台町4-16

小売業

027-323-1236

（同）Alledge

高崎市上並榎町595-12オオサキビル３F

その他

027-384-2290

上州食彩くりあ

高崎市飯塚町487 タイガービル1階

飲食店

027-370-7030

小料理

高崎市通町119

社交飲食店

027-325-6636

クロワッサン専門店 くれせんと

高崎市貝沢町740-1 パリスコート103

小売業

027-386-2244

薬膳火鍋ぺけまる

高崎市連雀町104-1

飲食店

027-395-4833

Junk Hut Barber

高崎市井野町696

理美容業

027-361-9755

マキシム

高崎市柳川町49

社交飲食店

027-325-4558

そば処

こっとん

高崎市下小鳥町194-4

飲食店

027-364-4474

リラクゼーション整体・カルーク

叶家

高崎市大沢町246-3-102

その他

027-353-8300

蕎麦 酒 たばちょ

高崎市連雀町121 文開堂ビル1階

飲食店

027-329-6244

串焼き 金星

高崎市中紺屋町12

飲食店

080-1334-0980

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
割烹

五大

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

桐生市永楽町8-28

飲食店

0277-47-3569

桐生市東4-4-12

飲食店

0277-44-2670

桐生市相生町2-822

小売業

0277-46-9310

桐生典礼会館

桐生市広沢町5-4722

その他

0277-55-0101

ランコントレ

桐生市川内町3-126-1

飲食店

0277-46-9631

有限会社

桐生市錦町2-10-28

小売業

0277-22-6177

萬福食堂
株式会社

ソノダオートサービス

芳朱堂印房

Flower Shop

桐生市新宿2-10-30

小売業

0277-47-3873

ショコラノア

桐生市巴町1-1117-1

飲食店

0277-44-5553

Barber Maple

桐生市小梅町4-23

理美容業

0277-47-7433

とんかつ

ほしの

桐生市広沢町1-2954-1

飲食店

0277-54-4764

中国料理

大龍

桐生市広沢町5-4722

飲食店

0277-55-1100

桐生市梅田町1-204-9

飲食店

0277-32-2044

花こう

桐生市天神町2-8-34

小売業

0277-22-8783

金釜広沢

桐生市広沢町4-1870-9

飲食店

0277-53-3601

㐂美久本店

桐生市仲町3-1-29 Ｊタウンビル5Ｆ

飲食店

0277-43-4477

天唐っと

桐生市浜松町2-2-33

飲食店

050-5456-4883

ハヤセスポーツ

桐生市巴町1-1114-18

小売業

0277-43-8811

駄菓子バーはなこ

桐生市本町5-363-12

社交飲食店

0277-47-3800

桐生市新宿1-7-34

その他

0277-44-5208

レストラン

はなはる

秀吉

本店

ポーラザビューティー

南桐生店

ストップコロナ！対策認定制度

店舗名
㈱スパサンフジ

湯楽の里

所在地

業種

電話番号

伊勢崎市韮塚町1191-1

その他（浴場業）

0270-22-2641

emiyoga

伊勢崎市乾町141

娯楽業（ヨガ）

090-4006-8371

ふくだ

伊勢崎市本町19-4

飲食店

0270-25-6571

㈲金井洋品店

伊勢崎市大手町3-20

小売業

0270-25-0166

全身脱毛サロンAnda伊勢崎店

伊勢崎市喜多町147-1

その他（エステ）

0270-21-2299

結婚相談所AnBel伊勢崎店

伊勢崎市喜多町147-1

その他

027-289-0332

その他（エステ）

0270-22-5162

ボー・ベル

伊勢崎店

認定店舗一覧

伊勢崎市昭和町3808 ロイヤルマンショ
ンペペ207

理美容業（まつげエ

R by ARCHETYPE

伊勢崎市宮子町3463-19

Ａ３

伊勢崎市宮子町3463-19

理美容業

0270-61-5544

レッツ西部モール店

伊勢崎市宮子町271

理美容業

0270-40-6835

レッツ茂呂店

伊勢崎市南千木町2395

理美容業

0270-50-7225

キャメルダイニング

伊勢崎市宮子町3446-5

飲食店

0270-25-8215

クステ）

0270-61-9844

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

カレーハウスCOCO壱番屋

太田西矢島店

太田市西矢島町575-1

飲食店

0276-49-1688

カレーハウスCOCO壱番屋

太田末広店

太田市末広町582-22

飲食店

0276-38-1333

石川瓦工業㈱

太田市新道町46-3

小売業

0276-31-4644

居酒屋

太田市飯田町693-3

飲食店

0276-48-5151

Nail Salon KOKO

太田市飯田町1404-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ太田店1F

理美容業

090-2489-5286

髪創空間NEXT

太田市西新町29-11

理美容業

0276-32-4817

金山庵

太田市飯塚町621-3

飲食店

0276-48-1191

太田市下小林町540

理美容業

0276-47-0600

太田市浜町11-24

飲食店

0276-45-0163

太田市高瀬町190-1

飲食店

0284-71-1865

太田市新井町565-13ドリームタウン103

小売業

0276-57-8031

太田市飯田町992-1

飲食店

0276-48-9300

DAIDOKORO ことぶき

太田市由良町2080-1

飲食店

0276-31-4576

五十番

太田市宝町901-1

飲食店

0276-31-4266

太田市飯田町706

飲食店

0276-46-6883

森の木珈琲

太田市新井町565-13ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ104号

飲食店

0276-56-4782

キッチン渡良瀬

太田市吉沢町951-1

飲食店

080-7426-8460

ビューティ MOMO

太田市宝町44-6

理美容業

0276-31-8986

美才都パソコン道場

太田市内ケ島町1322-89

教育・学習支援業

0276-45-1976

のんべえ

サロン・ド・ジュン

ピュア太田店

みちくさ
鮨

割烹

魚進

PCプラス
わいんBar

ぴの

歌謡スタジオ

リクエスト

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
和食

吉川

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

館林市本町2-6-3

飲食店

0276-72-4440

カレーハウスCoCo壱番屋館林国道122号店

館林市小桑原町950-1

飲食店

0276-80-2344

お食事処

館林市成島町215-2

飲食店

0276-75-2080

㈲新成・新井薬局

館林市松原1-21-14

小売業

0276-72-0755

鎌倉点心

館林市新宿1-8-1

飲食店

0276-55-8010

さのや菓子店

館林市西本町13-26

小売業

0276-72-1070

Caffe&Dining A

館林市緑町2-20-2

飲食店

0276-61-3724

手打

館林市日向町1143-5

飲食店

0276-73-0882

㈲伴場商事

館林市本町2-4-16

小売業

0276-72-1241

洋食

館林市大手町4-34

飲食店

0276-72-0444

館林市本町2-11-9

小売業

0276-72-7111

朱鷺
館林工場

玄蕎麦

ことぶき

美延

セブンイレブン本町2丁目店

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

小池

渋川市渋川2536-5

飲食店

0279-25-1181

居酒屋ねこ

渋川市石原302-3

飲食店

0279-24-4494

わが家の洋食と酒家ふじみ

渋川市渋川1815-48

飲食店

0279-22-2002

ホンダカーズ前橋中央

渋川市八木原1421

小売業

0279-22-5525

レッツ渋川店

渋川市行幸田字砂田296

理美容業

0279-60-5163

林屋食堂

渋川市渋川2147-3

飲食店

0279-22-2775

中村ラーメン

渋川市渋川1694-22

飲食店

0279-24-4402

装粧品フエキ

渋川市渋川1904-21

小売業

0279-22-0947

たか幸食堂

渋川市渋川1907-25

飲食店

0279-22-1308

ニコニコ亭

渋川市渋川2176-3

飲食店

0279-22-2070

割烹福州亭

渋川市渋川1813-22

飲食店

0279-23-0526

ホルモン中々

渋川市渋川1826-24

飲食店

0279-26-2292

レストランピッコロ

渋川市行幸田95-9

飲食店

0279-23-0311

エトワール

渋川市渋川1826-24

社交飲食店

0279-24-8893

結

渋川市渋川1826-24

社交飲食店

0279-26-2955

うなぎ齋

渋川市渋川1696-11

飲食店

0279-25-7898

博多もつ鍋KINGYO

渋川市行幸田403-3

飲食店

0279-22-6326

麺家しらかば

渋川市渋川1697-10八城ビル１F

飲食店

0279-26-9070

みゆき田そば工房

渋川市行幸田51-1

飲食店

0279-25-3981

武蔵学院

渋川市渋川1872-57

教育・学習支援業

0279-22-6348

お食事処ほんじん

渋川市渋川3696-18

飲食店

0279-22-2069

earth cafe

渋川市渋川1816-22シャインビル2F左

飲食店

090-4749-9745

食飲室多喜元

渋川市渋川1692-3

飲食店

0279-23-4444

メナードフェイシャルサロン渋川阿久津

渋川市阿久津98

その他

0279-25-7993

スナック、ラ、ラ

渋川市渋川90-1

社交飲食店

0279-22-0287

居酒屋えむず

渋川市渋川1874-53

飲食店

0279-23-6607

Pro Photoえむず

渋川市渋川1870-1

その他

0279-23-6607

渋川南店

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

かみふうせん

沼田市薄根町3485-39

理美容業

0278-23-7576

パーソナルトレーニングジムOne's strength

沼田市東原新町1927-1

娯楽業

070-4282-7121

清水園茶舗

沼田市下之町879

小売業

0278-22-3016

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

藤乃屋

富岡市内匠166-2

飲食店

0274-63-3068

松竹飯店

富岡市田島232-7

飲食店

0274-63-2358

急行食堂

富岡市富岡1431

飲食店

0274-62-0569

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名
カレーハウスCOCO壱番屋

藤岡北ノ原店

認定店舗一覧

所在地

業種

電話番号

藤岡市藤岡字北ノ原892-1

飲食店

0274-24-8040

美容室アングル

藤岡市中大塚219-1

理美容業

0274-24-0802

サンコウホーム藤岡店

藤岡市中栗須242-4

その他

0274-22-9411

マツケンリフォーム

藤岡市藤岡689-1

その他

0274-23-7337

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

伊香保カントリークラブレストラン

渋川市伊香保町伊香保654

飲食店

0279-72-3188

焼肉 金山亭

渋川市赤城町津久田172-2

飲食店

0279-56-8130

ヘルシーパル赤城

渋川市赤城町敷島44

宿泊業

0279-56-3030

レストラン夢味亭

渋川市伊香保町伊香保383

飲食店

0279-72-3308

上州村の駅

渋川市白井2261

飲食店

0279-25-8500

味蔵

渋川市赤城町勝保沢2

飲食店

0279-56-5958

須田いちご園

渋川市赤城町樽287-1

小売業

0279-56-8473

STRAWBERRY FARM 陽一郎園

渋川市赤城町樽306-11

小売業

0279-56-7112

てんてん

渋川市伊香保町伊香保389

飲食店

0279-26-3211

伊香保のいちご 伊香保農場

渋川市渋川4215-2

小売業

090-2641-4760

原田いちご園

渋川市赤城町樽113-1

小売業

0279-56-3997

渋川市上白井2523-91

飲食店

0279-60-2080

みどり市大間々町大間々28-4

飲食店

0277-73-1162

公文大間々東教室

みどり市大間々町大間々1790-7

教育・学習支援業

0277-73-2562

蕎麦 遊庵

みどり市大間々町大間々410-7

飲食店

0277-73-1185

利根郡みなかみ町湯原681-3

飲食店

0278-72-2959

YASUDA

利根郡みなかみ町後閑1243-1

小売業

0278-62-2707

レッツ月夜野店

利根郡みなかみ町下牧482

理美容業

0278-62-0535

満留伊屋食堂

利根郡みなかみ町後閑317

飲食店

0278-62-3131

レッツ安中店

安中市中宿2130

理美容業

027-380-5353

カネミさいとう

甘楽郡下仁田町下仁田385-13

小売業

0274-82-3258

めん処 次郎長

みどり市笠懸町阿左美1281-1

飲食店

0277-76-6414

マンケーブ

みどり市笠懸町鹿4836－11

理美容業

0277-66-9455

㈲A.L.I英会話研究所

みどり市笠懸町阿左美1691-6

教育・学習支援業

0277-76-7749

和食・寿し 大源

みどり市笠懸町鹿4497

飲食店

0277-76-5118

レッツ吉岡モール店

北群馬郡吉岡町大久保821

理美容業

0279-30-6553

プロショップツツミ

北群馬郡吉岡町小倉446-4

小売業

0279-54-5031

麺屋 えん

伊勢崎市境栄169-2

飲食店

0270-74-2380

ファミリーマート伊勢崎西久保町店

伊勢崎市西久保町3-755-3

小売業

0270-70-5110

クリーニング・シゲタ

伊勢崎市市場町2-361-12

その他

0270-61-1234

一水庵

高崎市吉井町小串109

飲食店

027-387-7986

レッツ吉井店

高崎市吉井町吉井627

理美容業

0270-386-0255

小さなパスタ屋 マカロニ

高崎市井出町628-3

飲食店

027-372-5117

しらゆりピアノ教室

高崎市棟高町1928-289

教育・学習支援業

027-372-1371

ピッツェリア マーロ

高崎市中泉町123-2

飲食店

027-384-2099

㈱インテレクト

高崎市三ツ寺50-1

その他

0273-73-4567

大吉庵

高崎市棟高町697-1

飲食店

027-373-6699

眼鏡工房 凛

高崎市棟高町698-1

小売業

027-386-9141

hair lounge LAULEA

高崎市塚田町218-2

理美容業

027-386-6696

サイクルハウス WISH 高崎足門店

高崎市足門町824-2

小売業

027-372-5550

サイクルハウス WISH 前橋南店

前橋市天川原町1-7-5

小売業

027-289-4141

とり料理たなか

高崎市新町2145-3

飲食店

0274-42-0470

食彩々 元気丸亭

高崎市新町2073-1

飲食店

0274-43-0111

とんかつトミタ

沼田市下久屋町767-7

飲食店

0278-23-3664

BISTRO らくだ屋

前橋市茂木町237-1

飲食店

027-283-7367

ペンション はぎわら

吾妻郡草津町草津464-279

宿泊業

0279-88-2363

とんかつの店 とん香

吾妻郡草津町草津23-90

飲食店

0279-88-6139

湯の宿 みさご

吾妻郡草津町草津546

宿泊業

0279-88-4369

米山館 鬼無里屋

吾妻郡草津町草津209-1

宿泊業

0279-88-2189

ファミリーマート太田上田中店

太田市新田上田中町349-18

小売業

0276-30-8056

ごはんカフェ

太田市大原町402-4

飲食店

0277-78-5003

焼そば・鯛焼 愛家和

太田市新田中江田町1003-9

飲食店

0276-56-6174

snack MOA

太田市新田木崎町712-1

社交飲食店

080-1368-1000

食堂いしぜき

Lita blanc
カレーハウスCOCO壱番屋

窯焼きピザの店

群馬大間々店

ラ・ビエール

バーバーラウンジ

かどtoかぜ

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

田中菓子店

邑楽郡大泉町北小泉3-18-12

小売業

0276-62-4297

ワカバ美容室

邑楽郡大泉町中央2-17-13

理美容業

0276-62-2581

飲食店

0276-55-8642

ごはん・バー ゴールデンタイム

邑楽郡大泉町西小泉5-5-7リバーストンビ
ル１Ｆ

PUB KEI

邑楽郡大泉町坂田4-17-12

社交飲食店

0276-62-8329

鹿沢スノーエリア

吾妻郡嬬恋村田代1017

娯楽業

0279-98-0611

和食 あやめ亭

吾妻郡嬬恋村大前2279-739

飲食店

0279-82-1020

hair salon machida

吾妻郡東吾妻町原町1113-6

理美容業

0279-68-2680

めでたや祭

吾妻郡東吾妻町原町721-3

娯楽業

0279-26-2647

道の駅あがつま峡 直売所

吾妻郡東吾妻町三島6441

小売業

0279-67-3193

道の駅あがつま峡 吾妻峡温泉天狗の湯

吾妻郡東吾妻町三島6441

その他

0279-67-2683

Blanc de Blancs

邑楽郡板倉町籾谷1587

飲食店

0276-82-3262

セブン-イレブン板倉内蔵新田店

邑楽郡板倉町内蔵新田2字原橋下19

小売業

0276-82-4181

ロッヂ北澤

利根郡片品村花咲1622-7

宿泊業

0278-58-3209

尾瀬岩鞍パン工房

沼田市利根町平川1109-1

小売業

0278-25-8381

カラOK めでたや932

吾妻郡草津町草津113

娯楽業

0279-88-3788

炭酸風呂 民宿めでたや

吾妻郡草津町草津197-2

宿泊業

0279-82-5655

お山の民宿 めでたや

吾妻郡草津町草津464-419

宿泊業

0279-82-5543

めでた屋 ボンビー

吾妻郡草津町草津395

飲食店

0279-82-1450

ホルモンＭ

吾妻郡草津町草津486

飲食店

0279-82-5423

めでたや食堂西の河原店

吾妻郡草津町草津486

飲食店

0279-82-5023

飲食店

0279-82-1993

めでたや食堂バーデンファミリエ店

吾妻郡草津町草津464-1158バーデンファ
ミリエ草津2Ｆ

ストップコロナ！対策認定制度
店舗名

所在地

ロケットチキン（キッチンカー）

高崎市下佐野町701-11

日本一（キッチンカー１号車）

高崎市本町73

日本一（キッチンカー２号車）

高崎市本町73

ロバロバキッチン（キッチンカー）

高崎市本郷町1465-1

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋

認定店舗一覧

前橋日吉店（キッチン

カー）

前橋市日吉町4-41-13

業種
飲食店（キッチン
カー）
飲食店（キッチン
カー）
飲食店（キッチン
カー）
飲食店（キッチン
カー）
飲食店（キッチン
カー）

電話番号
027-395-4447
027-322-3029
027-322-3029
080-6634-2834
027-235-6810

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

月夜野店

利根郡みなかみ町下牧490

小売業

0278-20-2411

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

鯉沢店

渋川市白井2252-1

小売業

0279-60-7251

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

高崎新保店

高崎市日高町1054-1

小売業

027-395-0742

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

渋川店

渋川市有馬字中井270

小売業

0279-60-6271

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

沼田店

沼田市久屋原町字吉野469-1

小売業

0278-22-1718

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

富士見店

前橋市富士見町原之郷字新川669-1

小売業

027-230-5055

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

大泉店

邑楽郡大泉町坂田1624-2

小売業

0276-20-1345

ＥＮＥＯＳジェイクエスト

尾島店

太田市安養寺町21

小売業

0276-30-7021

しゃぶ菜前橋

前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク1階

飲食店

027-260-9966

デザート王国前橋

前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク2階

飲食店

027-260-9222

ルピシア太田店

太田市石原町81

小売業

0276-47-8602

道の駅おのこ

渋川市小野子1980

飲食店

0279-59-2839

民話と紙芝居の家

利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1150-1

その他

0278-66-1874

Ｏｒｇａｎｉｃ前橋吉岡店

北群馬郡吉岡町大久保821

理美容業

0279-25-8660

Ｏｒｇａｎｉｃ前橋朝倉店

前橋市朝倉町142-3

理美容業

027-226-1104

Ｏｒｇａｎｉｃ高崎筑縄店

高崎市筑縄町20-6

理美容業

027-381-6169

Ｏｒｇａｎｉｃｎ沼田店

沼田市東原新町1467-1

理美容業

0278-25-8230

Ｏｒｇａｎｉｃ前橋小島田店

前橋市小島田町152

理美容業

027-289-5115

中津からあげ

高崎市北原町849-14

飲食店

027-386-9959

沼田市上之町184-4

小売業

0278-22-0831

もり山

高崎店

ＪＡ利根沼田農産物直売所
イオンのほけん相談

太田市石原町81番地

リラックス

太田市石原町81番地

その他（保険代理
店）
その他（リラクゼー
ション業）

0120-128-671
0276-47-8720

太田市石原町81番地

飲食店

0276-47-8770

太田市石原町81番地

飲食店

0276-47-8673

ペッパーランチ太田店

太田市石原町81番地

飲食店

0276-47-8229

上海常

太田市石原町81番地

飲食店

0276-47-8659

太田市石原町81番地

飲食店

0276-47-8656

太田市石原町81番地

飲食店

0276-46-2395

太田市石原町81番地

飲食店

0276-48-3217

太田市石原町81番地

その他（洗濯業）

0276-47-8601

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8628

スポーツオーソリティ太田店

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8230

ハミルトンエッセンス太田店

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8707

Woopos!

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8702

ファンケル

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8610

コンファーム・イルズ

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8716

太田市石原町81番地

小売業

0276-66-2905

INGNI

太田市石原町81番地

小売業

0276-30-1101

AMPHI deux

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8319

バックコレクションモリタ

太田市石原町81番地

小売業

0276-48-3221

ケンタッキーフライドチキン
果汁工房果琳

イオンモール太田店

イオンモール太田店

太田店

とんかつ和幸
仙台牛たん

イオンモール太田店
福助

太田店

ドトールコーヒーショップ

イオンモール太田店

ホワイト急便
ジュエリーツツミ

イオンモール太田店

ガドーフェスタハラダ

イオンモール太田店

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

Yogibo Store イオンモール太田店

太田市石原町81番地

小売業

0276-55-1513

ふうりん堂

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-1192

太田市石原町81番地

理美容業

0276-47-8625

太田市石原町81番地

理美容業

0276-47-8300

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8207

BAGS’GROOVE

太田市石原町81番地

小売業

0276-47-8709

無尽蔵

太田市石原町81番地

飲食店

0276-46-2211

小竹屋

太田市石原町81番地

飲食店

0276-49-0030

マルハン伊勢崎店

伊勢崎市宮前町25

娯楽業

0270-21-0333

マルハン館林店

館林市東広内町1108-1

娯楽業

0276-80-1222

マルハン新田店

太田市新田大根町1174-1

娯楽業

0276-40-9333

マルハン前橋インター店

前橋市元総社町693番地

娯楽業

027-280-5551

マルハン前橋西片貝店

前橋市西片貝町3-70-1

娯楽業

027-226-8003

マルハン前橋天川大島店

前橋市天川大島町230-1

娯楽業

027-261-8885

マルハン倉賀野店

高崎市倉賀野町3113-1

娯楽業

0273-45-0005

マルハン太田新道町店

太田市新道町1224-2

娯楽業

0276-33-8666

マルハン大間々店

みどり市大間々町大間々414-2

娯楽業

0277-30-7555

マルハン八斗島店

伊勢崎市八斗島店822-152

娯楽業

0274-40-3222

タイムカット
Love hair
ダイソー

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

いしはら家

