
店舗名称 郵便番号 地区名 住所 電話番号 業種

よしだ農園 377-0413 大塚 吾妻郡中之条町大字大塚２３４２ 080-5503-4115 その他（イチゴ農園）

寿し禄 377-0415 横尾 吾妻郡中之条町大字横尾１４６０ 0279-75-6151 飲食業

セブンイレブン　中之条横尾店 377-0415 横尾 吾妻郡中之条町大字横尾２８６－１ 0279-75-7712 小売業

（有）吾妻弁当 377-0415 横尾 吾妻郡中之条町大字横尾字七日市１３６８－１ 0279-75-3082 飲食業

きくや 377-0415 横尾 吾妻郡中之条町大字横尾２８９－１ 0279-75-1996 飲食業

（有）塚田農園 377-0421 市城 吾妻郡中之条町大字市城１３８４ 0279-75-3268 小売業

有限会社神光オート 377-0421 市城 吾妻郡中之条町大字市城１０４－１ 0279-75-5959 小売業

うた種 377-0421 市城 吾妻郡中之条町大字市城１５１４ 0279-25-8804 小売業・飲食業

レストラン ピック 377-0421 市城 吾妻郡中之条町大字市城１４３６－１１ 0279-75-0379 飲食業

(有)万才モータース　青山給油所 377-0422 青山 吾妻郡中之条町大字青山１１８ 0279-75-3537 小売業

農家のお店　たけやま 377-0422 青山 吾妻郡中之条町大字青山３３７－１ 0279-75-6988 小売業

すみや家具店 377-0422 青山 吾妻郡中之条町大字青山４４５－１ 0279-75-5087 小売業

うめまつ理容室 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町９８４－１０ 0279-75-2359 サービス業

こうじや徳茂醸造舗 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８５５ 0279-75-2433 小売業

一松屋菓子店 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８６５－２ 0279-75-2044 小売業

マルロク 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町９４５ 0279-75-2425 小売業

桜田 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８８１－５ 0279-26-3536 飲食業

ひのや酒店 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８６１－１ 0279-75-2072 小売業

かよう亭 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町９７９－１１ 0279-75-2337 飲食業

セブンイレブン　中之条バイパス店 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町３１－６ 0279-69-7030 小売業

炭火焼肉ともじ 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町１０９３-３ 0279-25-8483 飲食業

タカシマスポーツ 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町１０１５－１ 0279-75-5667 小売業

食事処　さわや 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８５３－４ 0279-75-7960 飲食業

DULL 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町２７－８　サンエイトモール 0279-75-1082 サービス業

ツツミ電設 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町１４６３－５ 0279-75-1791 その他　電気工事業

台湾料理　福満軒 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８５４－１ 0279-26-2868 飲食業

浅白観光自動車株式会社　中之条営業所 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８５０－５ 0279-75-2321 その他　タクシー

ふきのとう農産物直売組合 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町９７０ 0279-75-3014 小売業

はやし屋 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８１９－１ 0279-75-3277 飲食業

ニューサイトウ 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８１９－９ 050-1522-1631 飲食業

株式会社　ひらいし 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８８６ 0279-75-1981 小売業

田村カメラ 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町８４９ 0279-75-2411 小売業

天然酵母パン　エルム 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町２０－５ 0279-26-2630 飲食業

テックランド　中之条店 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町字川端２７－５ 0279-26-7400 小売業

群馬興産株式会社　中之条給油所 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町甲６２９－３ 0279-75-2623 小売業

和食 光駕 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町１７－４ 0279-75-2805 飲食業

くすりのゆたか　本店 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町１３３４－１ 0279-75-1931 小売業

レストラン　オリーヴ 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町２１－１ 0279-75-6970 飲食業

関越交通株式会社 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町７００－１ 0279-75-3811 その他（路線バス運賃等）

ファミリーマート　中之条伊勢町下店 377-0423 伊勢町 吾妻郡中之条町大字伊勢町６７５－１ 0279-69-7751 小売業

オリンピックパン 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９６５－２ 0279-75-2408 飲食業

酒のケンモチ 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町７０７－１ 0279-75-2087 小売業

アダムとイヴ美容室 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町１９５５－１ 0279-75-6788 サービス業

株式会社かねます　トレーフル 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９６８ 0279-75-2339 小売業

ふるさと交流センター　tsumuji 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３８ 0279-26-3751 小売業・飲食業

ロカーレ・ジェラート 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３８ 0279-75-7652 飲食業

(有)ひまわり 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９０５ 0279-75-3630 小売業

anjarne 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３８ 070-2163-5139 小売業

グンマワーク　中之条店 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町７６８－１ 0279-75-5043 小売業

The Blue Ribbon 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３８ 080-8107-7236 飲食業

Hitujiはりきゅう・漢方ひつじ堂 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町１４７２－２ 0279-75-4189 小売業・はりきゅう施術

忠央食堂 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町４２３－１１ 0279-75-2011 飲食業

（株）和泉園 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９４５ 0279-75-3113 小売業

化粧品の店　エリート 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９５１ 0279-75-6501 小売業

キッチンさいとう 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３８ 080-4927-0703 飲食業

平方酒店 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町１８２８ 0279-75-2052 小売業

角田電気工事（株）　中之条営業所 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町８７３－２ 0279-26-3230 その他（電気工事業）

宝飾・メガネ・時計・コーヒー豆　はまや 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町１７５６－２ 0279-75-0808 小売業

海鮮四季北海亭　中之条店 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９５８ 0279-75-7717 飲食業

有限会社　富沢写真店 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９９３ 0279-75-2070 サービス業

中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９４７－１ 0279-75-1922 その他（博物館）

すみれ美容室＆マツエクWHIZSIS 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９６６ 0279-75-2515 サービス業

エルハート おぶち 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町６５－５ 0279-75-1256 小売業

奥木理容所 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９１３ 0279-75-3195 サービス業

ヤマダイ商事（株） 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町１４９０－８ 0279-75-3698 小売業

Saba-ba 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３８ 小売業

カナイ石油（株）中之条給油所 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条８６８－２ 0279-75-3217 小売業

石田写真館 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町１００１－１ 0279-75-3250 サービス業

マツモトキヨシ　中之条店 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町字長岡１８６４－１ 0279-69-7018 小売業

あさかわ時計店 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３２ 0279-75-2353 小売業

ＭＡＹＡ　ＣＡＦＥ 377-0424 中之条町 吾妻郡中之条町大字中之条町９３８ 080-7605-1150 飲食業

吾妻自動車整備協業組合　 377-0425 西中之条 吾妻郡中之条町大字西中之条５４２ 0279-75-2344

おこわカフェ　おてのくぼ 377-0425 中之条町 吾妻郡中之条町大字西中之条８１８ 0279-75-7860 飲食業

珈琲壱番館いしい 377-0425 西中之条 吾妻郡中之条町大字西中之条２８６－１ 0279-75-5778 飲食業

くすりのゆたか　西中之条店 377-0425 西中之条 吾妻郡中之条町大字西中之条２２１ 0279-75-5707 小売業

新富寿司 377-0425 西中之条 吾妻郡中之条町大字西中之条７８６ 0279-75-1189 飲食業

道の駅霊山たけやま 377-0432 五反田 吾妻郡中之条町大字五反田２２２－１ 0279-75-7280 小売業

(有)万才モータース　中之条給油所 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田２８０－１ 0279-75-2597 小売業

ふれあいの丘　陶芸館 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田２３０９ 0279-75-6922 窯業・製造業

セブンイレブン　中之条折田店 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田１７１－１ 0279-75-7767 小売業

和光庵 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田４１９－１ 0279-26-3145 飲食業

Honda　Cars　中之条 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田２１４－１ 0279-75-3199 小売業

中之条ガーデンズ　美野原食堂 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田２４１１ 0279-75-7111 飲食業

中之条ガーデンズ　売店 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田２４１１ 0279-75-7111 小売業

赤岩農場 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田１１１４ 0279-75-3583 小売業

JAあがつま　沢田直売所 377-0433 折田（その他） 吾妻郡中之条町大字折田７３２－１ 0279-75-1204 小売業

竹渕りんご園 377-0434 山田 吾妻郡中之条町大字山田１１８０ 0279-75-0177 小売業

大和屋商店 377-0541 沢渡 吾妻郡中之条町大字上沢渡２１８６－１ 0279-66-2157 小売業

よしのや 377-0541 上沢渡 吾妻郡中之条町大字上沢渡乙２１５９ 0279-66-2007 飲食業

中屋饅頭店 377-0541 上沢渡 吾妻郡中之条町大字上沢渡２３１３ 0279-66-2302 その他（菓子製造業）

有限会社　安原商店　 377-0542 下沢渡 吾妻郡中之条町大字下沢渡１２０３－２ 0279-66-2018 小売業

登坂工房 377-0543 山田（寺社原、細尾） 吾妻郡中之条町大字山田３０５３ 0279-66-2344 その他（天蚕）

らーめんダイニング庵　 377-0544 下沢渡（戦道） 吾妻郡中之条町大字折田２１９８－１ 090-2451-7822 飲食業
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高田屋菓子舗 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３２ 0279-64-2702 小売業

わしの屋酒店 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万３８９４－１ 0279-64-2608 小売業

楓月堂 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７－３４ 0279-64-2508 小売業

工房　無限大 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７－４２ 090-7834-5043 窯業・製造業

四万温泉　柏屋カフェ 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７－４５ 0279-64-2414 小売業・飲食業

レイクウォーク　四万ベース 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万１４－１ 0278-72-2870 サービス業

とんかつ　あすなろ 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３１ 0279-64-2159 飲食業

長楽 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７－２ 0279-64-2900 小売業

(有)まつばや 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７－１６ 0279-64-2413 小売業

大丸　四万湖店 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万２８－６ 0279-64-2866 小売業

一力 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万３８６８ 0279-64-2502 飲食業

そば三昧　中島屋 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万甲４２３１－１ 0279-64-2400 飲食業

香茶房　おきなや 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万３９８２ 090-2440-4353 飲食業

カフェテラス摩耶 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４１３９－１０ 0279-64-2351 飲食業

湖畔カフェ　ラトリエ・ブルー 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４４００－２７ 0279-64-2416 飲食業

中之条町営　四万　清流の湯 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万３８３０－１ 0279-64-2610 その他（日帰り温泉）

自家製粉手打ち蕎麦処　小松屋 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２２４－２ 0279-64-2609 飲食業

まるみや物産店 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７－１４ 0279-64-2401 小売業

かふぇ ふろれすた はろうきてぃ 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２２８ 0279-64-2211 飲食業

中村屋酒店 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７－３３ 0279-64-2601 飲食業

くれない 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４１４３－２ 0279-64-2006 飲食業

銀泉茶屋 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４１７０ 0279-64-2670 飲食業

田吾作 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７ 飲食業

SPA GUEST HOUSE LULUD 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４１３８ 0279-25-8322 飲食業

Ｓｈｉｍａ　Ｂｌｕｅ　Ｃａｆｅ 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４３５５ 0279-64-2155 飲食業

森のカフェ　キセキ 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万３４９７ 0279-64-2290 飲食業

ＰＵＢＬＩＣ ＬＡＮＧＯＬＩＮＯ <ランゴリーノ> 377-0601 四万 吾妻郡中之条町大字四万４２３７-３５ 090-9828-2529 飲食業

赤岩ふれあいの家 377-1311 赤岩 吾妻郡中之条町大字赤岩２２５ 0279-95-3008 小売業・その他　観光案内所

（有）金丘屋 377-1701 入山 吾妻郡中之条町大字入山１８９９ 0279-95-5250 小売業・舞茸販売

野反湖うらやまガイド 377-1701 入山 吾妻郡中之条町大字入山４０４９－２１７ サービス業

ローズクィーン交通株式会社　六合村営業所 377-1701 入山 吾妻郡中之条町大字入山１８９９－１８ 0279-95-5512 その他（路線バス運賃等）

JAあがつま　六合直売所 377-1704 小雨 吾妻郡中之条町大字小雨２９ 0279-95-3219 小売業


