
▼みどり市 ▼伊勢崎市 ▼佐波郡玉村町

▼利根郡みなかみ町 ▼利根郡川場村 ▼利根郡片品村

▼前橋市 ▼北群馬郡吉岡町 ▼北群馬郡榛東村

▼吾妻郡中之条町 ▼吾妻郡嬬恋村 ▼吾妻郡東吾妻町

▼吾妻郡草津町 ▼吾妻郡長野原町 ▼太田市

▼安中市 ▼富岡市 ▼東吾妻町

▼桐生市 ▼沼田市 ▼渋川市

▼甘楽郡下仁田町 ▼甘楽郡甘楽町 ▼藤岡市

▼邑楽郡大泉町 ▼邑楽郡明和町 ▼邑楽郡板倉町

▼邑楽郡邑楽町 ▼館林市 ▼高崎市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

旬彩きむら みどり市 大間々町大間々１３４１－２　 飲食店

ニューフィッシュ田中 本店 みどり市 大間々町大間々２－２ ショッピング

赤城山麓 雅味麺匠 久路保山荘 みどり市 大間々町大間々２４５８－２ ショッピング

くまざわ書店大間々店 みどり市 大間々町大間々４０　さくらもーる　２Ｆ ショッピング

トーカイさくらもーる店 みどり市 大間々町大間々４０　大間々ショッピングセン
ターさくらもーる　２Ｆ ショッピング

とりせん 大間々店 みどり市 大間々町大間々４０１－３ ショッピング

タイムクリップ大間々店 みどり市 大間々町大間々９－１ ショッピング

フレッセイ 笠懸店 みどり市 笠懸町阿左美１２８５－１ ショッピング

朝鮮飯店　桐生店 みどり市 笠懸町阿左美３３６０－１ 飲食店

Aコープ 笠懸店 みどり市 笠懸町鹿２９１６ ショッピング

FOOD　JOINT みどり市 笠懸町鹿３８９９－１　関口テナントＣ ショッピング

朝鮮飯店 伊勢崎東店 伊勢崎市 三室町６１３６－７ 飲食店

lucecafe 伊勢崎市 上諏訪町２１１１－１ 飲食店

居酒屋でんすけ 伊勢崎市 下植木町６１８　 飲食店

米沢亭 炭火苑 伊勢崎市 下植木町７７２－３７ 飲食店

やきとん酒場　のび太 伊勢崎市 下植木町８７１－１　 飲食店

トラックアート歌麿 群馬店 伊勢崎市 五目牛町２９０－２ ショッピング

かつはな亭伊勢崎今泉店 伊勢崎市 今泉町１－１２１７－１ 飲食店

日興伊勢崎店 伊勢崎市 八坂町６－２４ ショッピング

にく道楽 伊勢崎市 八寸町４９３５－２ 飲食店

VEREDA TROPICAL 伊勢崎市 八斗島町１５８８－１８　朝日屋１Ｆ ショッピング

登利平 伊勢崎南店 伊勢崎市 南千木町２６４０－２ 飲食店

ハードオフ伊勢崎茂呂店 伊勢崎市 南千木町５２０２－３　 ショッピング

居酒家〔Bistro〕ちゃぶや 伊勢崎市 喜多町２９－１ 飲食店

フレッセイ 境南店 伊勢崎市 境３７６－１ ショッピング

農畜産物直売所 からか〜ぜまゆの郷 伊勢崎市 境百々２５３－１ ショッピング

フレッセイ 境町店 伊勢崎市 境百々東２１－３ ショッピング

登利平 伊勢崎店 伊勢崎市 太田町１１３６－１２ 飲食店

フラワーハナムラ 伊勢崎市 太田町１６９ ショッピング

フレッセイ 安堀店 伊勢崎市 安堀町２２４－１ ショッピング

焼肉ダイニング JIRO’S 伊勢崎市 宮前町３９－１ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　伊勢崎店 伊勢崎市 宮子町２８０１ 飲食店

hair make antenna 伊勢崎市 宮子町２９２２－２ サービス

酒の中村 伊勢崎店 伊勢崎市 宮子町３３００ ショッピング
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スニーカーショップ ミスチーフ 伊勢崎市 宮子町３４０６－３ ショッピング

ハートマーケット伊勢崎店 伊勢崎市 宮子町３４０７　いせさきガーデンズ敷地内 ショッピング

かつはな亭伊勢崎宮子店 伊勢崎市 宮子町３４１０－２ 飲食店

タイムズアーチェインジン 伊勢崎 伊勢崎市 宮子町３４１５－２ ショッピング

ハイノート 伊勢崎店 伊勢崎市 宮子町３４１７－７ ショッピング

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 ショッピング

ライコランド伊勢崎店 伊勢崎市 宮子町３４２７－１２ ショッピング

炭火焼肉LAMP 伊勢崎市 宮子町３４２７－７ 飲食店

ARCHETYPE 伊勢崎市 宮子町３４５９－１ サービス

ARCHETYPE 3 伊勢崎市 宮子町３４６３－１９ サービス

コープ宮子店 伊勢崎市 宮子町３５２３－１ ショッピング

焼肉富光 伊勢崎市 宮子町３５９９丁目 飲食店

emusalon 伊勢崎店 伊勢崎市 宮子町３６３１－２２ サービス

フレッセイ 富塚店 伊勢崎市 富塚町２２０－１ ショッピング

そば蔵 本店 伊勢崎市 寿町１０２ 飲食店

農畜産物直売所 あかぼり店 伊勢崎市 市場町２－８５８－１ ショッピング

とりせん 平和町店 伊勢崎市 平和町１９－１ ショッピング

カルティエグランカフェ 伊勢崎市 日乃出町３４ 飲食店

MISHIMA三島家具 伊勢崎市 日乃出町３９９ ショッピング

スタイル伊勢崎店 伊勢崎市 日乃出町３９９－１ ショッピング

フレッセイ 赤堀店 伊勢崎市 曲沢町１９６－１ ショッピング

海鮮四季北海亭伊勢崎本町店 伊勢崎市 本町３－１１ 飲食店

CLOCKLESS 伊勢崎市 東上之宮町１１４７－１ サービス

花のデパート 花車 伊勢崎市 東本町３９ ショッピング

農畜産物直売所 あずま店 伊勢崎市 東町２８００－７ ショッピング

朝鮮飯店 伊勢崎西店 伊勢崎市 田中島町１４１－１ 飲食店

農産物直売所 からか〜ぜ 伊勢崎市 田中町１０３０－１ ショッピング

HAIRDESIGNAdatto 伊勢崎市 田中町８９１－２ サービス

フレッセイ 田部井店 伊勢崎市 田部井町２－４７９ ショッピング

TYLCO 伊勢崎市 茂呂町２－２６２０－５ サービス

JYOJYO CAMINO 伊勢崎市 茂呂町２－３５３３－１ 飲食店

TORISEN茂呂店 伊勢崎市 茂呂町２丁目３５４３－４ ショッピング

食の駅 スマーク伊勢崎店 伊勢崎市 西小保方町３６８ ショッピング

かつはな亭伊勢崎赤堀店 伊勢崎市 赤堀鹿島町９３７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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HAIRWORKSbona． 伊勢崎市 連取本町２４－１９ サービス

トーカイ 伊勢崎店 伊勢崎市 連取町１４５５－３ ショッピング

家具のホンダ 伊勢崎店 伊勢崎市 連取町１５５４－１ ショッピング

FIORE hair muse 伊勢崎市 連取町１６１３－８　コーポタガヤ　Ａ サービス

海鮮屋 一心太助 伊勢崎市 連取町１７９７－２ 飲食店

炭火焼肉ぎょうてん伊勢崎店 伊勢崎市 連取町２０３５－１ 飲食店

博多串 寅吉 伊勢崎市 連取町３０００－２ 飲食店

妙ちくりん 伊勢崎店 伊勢崎市 連取町３０１６－１ 飲食店

クレオ 伊勢崎市 連取町３０２１－２ サービス

クラシーズ連取 伊勢崎市 連取町３０４６－２ ショッピング

利根書店伊勢崎店 伊勢崎市 連取町３０６６－４ ショッピング

creo sacco 伊勢崎市 連取町３３１１－８ サービス

万代書店伊勢崎店 伊勢崎市 連取町８６８－１ ショッピング

ラーメン酒場天狗 伊勢崎市 長沼町１７３１　 飲食店

おさかな亭 伊勢崎市 除ヶ町３４１－８ 飲食店

BAKE SHOP ツミキ 伊勢崎市 韮塚町９４３－１ 飲食店

スリーセント チャコールグリル アンド ワイン 伊勢崎市 韮塚町９６４－２ 飲食店

肉の駅 玉村店 佐波郡玉村町 上福島１１８９ ショッピング

とりせん 玉村店 佐波郡玉村町 上飯島２８０ ショッピング

農畜産物直売所 からか〜ぜ たまむら店 佐波郡玉村町 下新田２０８－１ ショッピング

朝鮮飯店 玉村店 佐波郡玉村町 福島１４９－１１ 飲食店

フレッセイ 玉村店 佐波郡玉村町 福島７８－６ ショッピング

育風堂精肉店 利根郡みなかみ町 大穴８１４－１ 飲食店

ワインとお酒の専門店 瀧澤 利根郡みなかみ町 大穴８１４－１ ショッピング

ジャックザタルトファンタジー 利根郡みなかみ町 川上１２４－１ 飲食店

レストラン諏訪峡 利根郡みなかみ町 川上２０－５ 飲食店

そば処角弥 利根郡みなかみ町 幸知１８９－１ 飲食店

月夜野び－どろパ－ク 利根郡みなかみ町 後閑７３７－１ ショッピング

丸須製菓 利根郡みなかみ町 湯原１６８０－４ 飲食店

つゆしゃぶ処雨ニモマケズ 利根郡みなかみ町 湯原７５９ 飲食店

有限会社一桝屋商店 利根郡みなかみ町 猿ヶ京温泉１５３ ショッピング

nahele 利根郡みなかみ町 鹿野沢３９７ ショッピング

永井酒造 売店古新館 利根郡川場村 門前７１３ ショッピング

たまおKITCHEN 利根郡片品村 大字東小川３４６３－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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にんにく家前橋店 前橋市 三河町１－１－１－１－Ａ　サンアネックスビ
ル 飲食店

割鮮 たけ花 前橋市 三河町１－５－８　１Ｆ 飲食店

文真堂書店 小出店 前橋市 上小出町２－５－６ ショッピング

今万人珈琲 前橋上小出店 前橋市 上小出町３－１２－２ 飲食店

登利平 東支店 前橋市 上泉町１２２８－１ 飲食店

味処　みずほ 前橋市 上泉町１４０６－３ 飲食店

食の駅ぐんま 前橋店 前橋市 上泉町６７４－３ ショッピング

フレッセイ 駒形店 前橋市 下大島町１１５１－１ ショッピング

マライカバザール前橋店 前橋市 下小出町１－２６－１６ ショッピング

南大門　ホルモン館 前橋市 下小出町１丁目２番２号　 飲食店

CENTO 前橋市 下小出町２－５４－６ 飲食店

上州ミート 本店 前橋市 下小出町３－２７－４ ショッピング

フレッセイ 大利根店 前橋市 下新田町３９２ ショッピング

サザンメイド・カフェ前橋店 前橋市 下石倉町１２－９ 飲食店

JA全農ぐんま花木流通センター新鮮ぐんま 前橋市 亀里町１３０７－１ ショッピング

朝鮮飯店 亀里店 前橋市 亀里町３５０－５ 飲食店

やきとり　CovA． 前橋市 亀里町５９０－４　大西コ－ポ１Ｆ 飲食店

alpina 亀里店 前橋市 亀里町８０３－４ サービス

フラワーガーデン泉 前橋市 今井町１６５－４ ショッピング

登利平 住吉店 前橋市 住吉町１－１４－３ 飲食店

ミミクロージング 前橋市 住吉町２－８－１４　住吉ビル１Ｆ ショッピング

和食遊処　椿家　本店 前橋市 元総社町１－２９－１９ 飲食店

焼肉きんぐ 前橋店 前橋市 元総社町１０６ 飲食店

フレッセイ 元総社蒼海店 前橋市 元総社町１８２０ ショッピング

群馬銀行本店食堂 前橋市 元総社町１９４　群馬銀行本店 飲食店

業務スーパー 元総社店 前橋市 元総社町２－１６－５ ショッピング

鮨処 天海 前橋市 元総社町２－３－２ 飲食店

焼肉ぷるぷるホルモン元総社本店 前橋市 元総社町２－３１－３ 飲食店

cafe＆dine Pops 前橋市 元総社町２６９１－６　ルアナ元総社テナント
１ 飲食店

Sweets Collection新菓人 前橋市 元総社町３－５－２５ 飲食店

からやま前橋元総社店 前橋市 元総社町３０９４－２ 飲食店

ステーキのどん　新前橋店 前橋市 元総社町５１ 飲食店

ボンジョルノ ラ・ヴォーチェ店 前橋市 元総社町６４９ 飲食店

かつや前橋元総社店 前橋市 元総社町９８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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たむらや南部店 前橋市 公田町６６５ ショッピング

登利平 南部店 前橋市 公田町６６６－７ 飲食店

ステーキのどん　公田店 前橋市 公田町６８２－１ 飲食店

登利平 本店 前橋市 六供町１－１８－６ 飲食店

PIZZERIA PESCA！ 前橋市 六供町１０３０ 飲食店

初日総本店 前橋市 六供町５５４－３ 飲食店

トーカイ前橋南店 前橋市 六供町９７－１ ショッピング

焼肉ハウスさんちく 前橋市 六供町９９１－２ 飲食店

ラムール洋菓子店 前橋市 北代田町９－８ 飲食店

韓流市場 前橋市 千代田町２－７－１３ ショッピング

なか又 前橋本店 前橋市 千代田町２－７－２１ 飲食店

料亭　金光 前橋市 千代田町３－８－１ 飲食店

親方ホルモン 前橋市 千代田町４－１－１３　千代田ビル２Ｆ 飲食店

幸煎餅 前橋市 千代田町４－１９－３ ショッピング

ジョイ 前橋市 千代田町４－２－１２ ショッピング

たむらや本店 前橋市 千代田町４－９ー５ ショッピング

弥助鮨前橋店 前橋市 千代田町５－１３－１　ZOOM２１　１Ｆ 飲食店

やきとりさわ 前橋市 千代田町５丁目１２－５　桑原ビル１Ｆ 飲食店

ホルモン将 前橋市 南町２－５２－３　西村ハイツ１０４ 飲食店

BacaroPICCOLAPECORA 前橋市 南町３－１１－２ 飲食店

Very＆verY 前橋市 南町３－５０－９ 飲食店

上州酒場　赤鬼 前橋市 南町３丁目１２－１　アークビレッジ南町２１
Ｆ 飲食店

ANNEAU 前橋市 南町４－１５－６ サービス

焼肉あぐり 前橋市 古市町１０６－１ 飲食店

クラシーズ新前橋 前橋市 古市町１８０－１ ショッピング

焼肉 とうげん 前橋店 前橋市 古市町３３５ 飲食店

ヒロタツールボックス 西店 前橋市 問屋町１－９－５ ショッピング

自遊空間前橋国領町店〔サインレス〕 前橋市 国領町２－１３－６ 飲食店

韓国料理 身土不二 前橋市 城東町２－３－８　市営Ｐ城東　１Ｆ 飲食店

伴内酒店 前橋市 城東町２丁目５－２　 ショッピング

文真堂書店 大胡店 前橋市 堀越町３５１－４ ショッピング

焼肉とうげん大胡店 前橋市 堀越町３６２－１ 飲食店

ウエノ商会 前橋市 大利根町２－２－１３ ショッピング

肌質改善サロン　Ame 前橋市 大利根町２丁目３１－１４　エルベネフィック
Ａ２０２ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Spazio di Lusso 前橋市 大友町１－９－１ 飲食店

ステーキ真樹 前橋市 大友町３－１５－２８ 飲食店

ファミリ－太閤 前橋市 大友町３－２０－８ 飲食店

真心庵そばひろ 前橋市 大友町３－２４－１１ 飲食店

ヴォレ・シーニュ 前橋市 大手町１－１－１　群馬県庁３　１Ｆ 飲食店

日本料理 くろ松 前橋市 大手町１－１－１　群馬県庁舎３　１Ｆ 飲食店

群馬會舘食堂 前橋市 大手町２－１－１　群馬会館Ｂ１Ｆ 飲食店

和風炭火焼肉炭櫓 前橋市 大渡町１－２－１０ 飲食店

あじ戸 前橋市 大渡町１丁目２－７　 飲食店

Bookman’sAcademy前橋店 前橋市 大渡町２－３－１ ショッピング

フレッセイ 大胡店 前橋市 大胡町３９９ ショッピング

食の駅ぐんま 前橋南店 前橋市 天川原町１－２０－４ ショッピング

アストロプロダクツ 前橋店 前橋市 天川大島町２－５－１７ ショッピング

朝鮮飯店　NABI　天川店 前橋市 天川大島町２ー１４－１７ 飲食店

Le　ciel 前橋市 天川大島町３丁目５４－６　 サービス

フレッセイ 広瀬店 前橋市 天川大島町４９－１ ショッピング

Gabi’sCucina　＆　Caffe 前橋市 富士見町原之郷７６５－７　 飲食店

フレッセイ 富士見店 前橋市 富士見町時沢１１８－９ ショッピング

焼肉レストラン 松姫 前橋市 富士見町時沢１８８４－５ 飲食店

とりせん 時沢店 前橋市 富士見町時沢７９１ ショッピング

タイヤ市場 前橋店 前橋市 小屋原町４７２－１　クロスガーデン前橋 ショッピング

肉匠親方 新前橋店 前橋市 小相木町３４９－１ 飲食店

とりせん 新前橋店 前橋市 小相木町４０９－１ ショッピング

STEAKBEERG．G．C前橋店 前橋市 小相木町５８０－１ 飲食店

クインテット美容室岩神店 前橋市 岩神町１－２４－６ サービス

朔詩舎 前橋市 岩神町４－１５－５ 飲食店

どん亭　前橋岩神店 前橋市 岩神町４－３－３ 飲食店

牛や 清 前橋市 岩神町４－９－１５ 飲食店

emusalon前橋川原店 前橋市 川原町１－１７－３ サービス

alpina 川原店 前橋市 川原町１－２０－１ サービス

BILLY THE KID 前橋市 川原町１－２０－１０ ショッピング

イル・クオーレ 前橋店 前橋市 川原町１－２８－７ 飲食店

ハートマーケット 前橋店 前橋市 川原町１－２８－７ ショッピング

BEECX ヘアーディレクション 前橋 前橋市 川原町１－４７－１１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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プラネットサード 前橋市 川原町１－４７－１１　２Ｆ ショッピング

お酒落そば屋たかくわ 前橋市 川原町２－２－２ 飲食店

しみずスーパー川原店 前橋市 川原町２－４－４ ショッピング

ステーキ・海鮮焼かな 前橋市 川原町２－５－１０ 飲食店

虎屋本店前橋川原店 前橋市 川原町２－８－１ 飲食店

Ristorante　Da　K 前橋市 川原町２丁目１３－５　Ｎｏｒｔｈｓｈｏｒｅ
Ｄ 飲食店

Cafe　De　La　Diosa 前橋市 川原町２丁目２－３　 飲食店

和食遊処　椿家　川原店 前橋市 川原町３８８－４３ 飲食店

焼肉乃上州 敷島店 前橋市 川原町３９０－１６ 飲食店

LE SALON 前橋市 敷島町２４０－４１　２Ｆ サービス

KING GOD BURGER 前橋市 敷島町２４１－１５ 飲食店

GINZAHappiness前橋店 前橋市 文京町２－１－１　けやきウォーク前橋　１Ｆ ショッピング

ステーキハンバーグどんさん亭前橋店 前橋市 文京町２－２０－４３ 飲食店

ニューデリー マムタージ 前橋市 文京町２－２１－１７ 飲食店

かつはな亭前橋文京店 前橋市 文京町２－２４－１４ 飲食店

S．O．L 前橋市 文京町３－３２－２３ サービス

有限会社高橋与商店 前橋市 新前橋町２６－５ ショッピング

チーズケーキファームベイシアみなみモ 前橋市 新堀町８９３ 飲食店

かつはな亭前橋南店 前橋市 新堀町９８６ 飲食店

朝鮮飯店　東部バイパス店 前橋市 日吉町４－３６－２ 飲食店

コープ昭和店 前橋市 昭和町３－３０－９ ショッピング

イタリア食堂Cinema 前橋市 昭和町３－３９－１５　群馬大学医学部附属病
院内 飲食店

レストラン水芭蕉 前橋市 昭和町３－３９－１５　群馬大学医学部附属病
院内 飲食店

JAファーマーズ朝倉町 前橋市 朝倉町１４３－１ ショッピング

JAファーマーズ朝日町 前橋市 朝日町１－２７－７ ショッピング

ハイノート前橋店 前橋市 朝日町３－２８－３ ショッピング

煥乎堂 前橋市 本町１－２－１３ ショッピング

フレッセイ 前橋プラザ店 前橋市 本町２－１２－１ ショッピング

焼肉千味庭 前橋五差路 前橋市 本町２－１３－８　ゴサロビルディング 飲食店

リバ－ズミ－トデリ 前橋市 本町２－５－４　１Ｆ ショッピング

LA　ITAMESHI 前橋市 本町２丁目５－４　２階 飲食店

とりせん 前橋駒形店 前橋市 東善町４３－１ ショッピング

トラットリア ソラティオ イタリアーノ 前橋市 東善町４８－５ 飲食店

焼肉御苑 前橋市 樋越町９０５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とりせん ローズタウン店 前橋市 江木町１７０１－１ ショッピング

パワジオ倶楽部・前橋 前橋市 江田町２７７ ショッピング

今井酒店 前橋市 田口町３８２　 ショッピング

菜々久 前橋市 石倉町３－１２－２ 飲食店

ステーキ。山 石倉店 前橋市 石倉町５－１０－１０ 飲食店

鮨ダイニング青木 前橋市 石倉町５－１７－５ 飲食店

hairmake Lei 前橋市 端気町１４３－１ サービス

季節料理・天ぷら逢とり縁 前橋市 箱田町３５５－４ 飲食店

焼肉光炎 前橋市 総社町総社３１１０－１ 飲食店

フレッセイ クラシード若宮 前橋市 若宮町１－５－１ ショッピング

たむらや若宮店 前橋市 若宮町２－３－１７ ショッピング

フレッセイ 荒牧店 前橋市 荒牧町１－１０－１ ショッピング

かつや前橋荒牧店 前橋市 荒牧町１－３－１７ 飲食店

タイヤセレクト前橋 前橋市 荒牧町１－３９－７ ショッピング

ドンドンダウン前橋荒牧店 前橋市 荒牧町１－８－５ ショッピング

original　hair　LAL 前橋市 荒牧町１丁目３１－１７　 サービス

ステーキのどん　荒牧店 前橋市 荒牧町２－２４－１４ 飲食店

朝鮮飯店　荒牧店 前橋市 荒牧町２－４９－９ 飲食店

クック－Y 前橋店 前橋市 荒牧町２－５－９ ショッピング

Bon·Viveur 前橋市 荒牧町８４５－２ 飲食店

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

PIZZERIA PESCA！ 前橋駅店 前橋市 表町２－２９－１６ 飲食店

グランヴァン前橋 前橋市 表町２－３０－８　アクエル前橋 ショッピング

ニュ－デリ－ 前橋市 表町２丁目２－３　 飲食店

タイヤガーデン前橋 片貝 前橋市 西片貝町１－２１１－２ ショッピング

文真堂書店 片貝店 前橋市 西片貝町１－２３２ ショッピング

フレッセイ 片貝店 前橋市 西片貝町１－３１４－３ ショッピング

かつはな亭前橋片貝店 前橋市 西片貝町１－３２２－４ 飲食店

理容タテノ 前橋市 西片貝町３丁目２８６－３　 サービス

ヒロタツールボックス 東店 前橋市 西片貝町４－１５－１ ショッピング

うなぎ茂田 前橋市 西片貝町５－２３－６ 飲食店

うなぎ　茂田 前橋市 西片貝町５丁目２３－６　 飲食店

利根書店前橋野中店 前橋市 野中町２７８－６ ショッピング

かんてい局前橋店 前橋市 野中町９１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エキスパート 前橋店 前橋市 関根１－１１－１ ショッピング

清風園 グリーンパレス 前橋市 関根町１－７－１４ ショッピング

文真堂書店 関根店 前橋市 関根町３６３ ショッピング

しみずスーパー青柳店 前橋市 青柳町４６５－１ ショッピング

登利平 北支店 前橋市 青柳町４９２－１ 飲食店

ステーキ。山 駒形店 前橋市 駒形町６４－１ 飲食店

古月堂前橋みなみ店 前橋市 鶴光路町３５３－２ 飲食店

Aコープ みやぎ店 前橋市 鼻毛石町１９８－１１ ショッピング

焼肉あぐり 野田宿庵 北群馬郡吉岡町 上野田１０４９－１ 飲食店

JAファーマーズ野田宿 北群馬郡吉岡町 上野田１０５０－３ ショッピング

炭火焼きホルモン29 北群馬郡吉岡町 大久保１５２２－１ 飲食店

eldia 北群馬郡吉岡町 大久保１５２６ サービス

中国茶屋Tonchinkan 北群馬郡吉岡町 大久保１９７２－１ 飲食店

ラトルアンドハム 北群馬郡吉岡町 大久保２６７－１ 飲食店

食の駅ぐんま 吉岡店 北群馬郡吉岡町 大久保３９３－１ ショッピング

源氏家族吉岡店 北群馬郡吉岡町 大久保８９１－１ 飲食店

フレッセイ 吉岡店 北群馬郡吉岡町 大久保８９１－１ ショッピング

フレッセイ 榛東新井店 北群馬郡榛東村 新井２２２２－２ ショッピング

JAあがつま 沢田直売所 吾妻郡中之条町 折田７３２－１ ショッピング

Aコープ オアシス 吾妻郡嬬恋村 大前７６７－２ ショッピング

卸売センターサンエイ 吾妻郡嬬恋村 西窪５９－２ ショッピング

登利平 原町店 吾妻郡東吾妻町 原町５２７２ 飲食店

Aコープ 吾妻店 吾妻郡東吾妻町 原町６０７ ショッピング

文真堂書店 原町店 吾妻郡東吾妻町 原町７１９－１ ショッピング

ベイシア電器 吾妻店 吾妻郡東吾妻町 原町９５２ ショッピング

有限会社茂久兵衛食品 吾妻郡草津町 大字草津２３－５ ショッピング

スーパー大津 草津店 吾妻郡草津町 草津１８－５ ショッピング

手打蕎麦あおやま 吾妻郡草津町 草津３７７－１ 飲食店

合資会社玉屋商店支店 吾妻郡草津町 草津３７７－１ ショッピング

有限会社 三国家 吾妻郡草津町 草津３８６ 飲食店

FlowerMOUNTAIN 草津 吾妻郡草津町 草津５０６ ショッピング

リストランテアルロドデンドロ 吾妻郡草津町 草津５５７－１１ 飲食店

グランデフューメ草津 吾妻郡草津町 草津５９４－４ 飲食店

ティールームゆきうさぎ 吾妻郡草津町 草津８１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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草津温泉 湯あがりかりんと 吾妻郡草津町 草津泉水５０５ 飲食店

かくだい 吾妻郡長野原町 大津２３０－１ ショッピング

スーパー大津 本店 吾妻郡長野原町 大津４０７ ショッピング

長野原・草津・六合ステーション 吾妻郡長野原町 長野原１２６３－５ ショッピング

浅間酒造観光センター 吾妻郡長野原町 長野原１３９２－１０ ショッピング

肉 ひこり 太田市 下小林町７５－５ 飲食店

からやま群馬太田店 太田市 下浜田町１０８７－２７ 飲食店

登利平 太田店 太田市 下浜田町４７４－３１ 飲食店

朝鮮飯店 木崎店 太田市 下田島町１０４２ 飲食店

とりせん 下田島店 太田市 下田島町１１２７ ショッピング

とりせん 太田八幡町店 太田市 八幡町２９－１３ ショッピング

フールアンピエール 太田市 南矢島町３４２－１ 飲食店

焼肉大臣苑 太田市 南矢島町３５２ 飲食店

美容室 PUNIM 矢島店 太田市 南矢島町６７ サービス

ステーキのどん　太田店 太田市 南矢島町９２８ 飲食店

コンヴィヴィアリテ イチノセ 太田市 只上町１３２１－１ 飲食店

JA太田市 城西の杜直売所 太田市 城西町５３ ショッピング

とりせん 城西の杜店 太田市 城西町８０－１ ショッピング

たつ吉 太田藪 店 太田市 大原町１１０７ ショッピング

とりせん 大原店 太田市 大原町１７０１－２ ショッピング

JAファーマーズ太田藪 太田市 大原町２３１１－１ ショッピング

フレッセイ 宝泉店 太田市 宝町８６４ ショッピング

カフェ＆ダイニング ジョジョ 太田市 富沢町２４２－５ 飲食店

Doux Hair 太田市 富若町６８０ サービス

てっぱん職人 太田市 小舞木町２９８ 飲食店

KEYMAN 太田市 小舞木町３４３－１ サービス

高倉町珈琲太田店 太田市 小舞木町３６３－１ 飲食店

かっぺ 太田市 小舞木町６４９　 飲食店

ファッションハウスすずまん 太田市 尾島町５１１－３　 ショッピング

タイヤ交換専門店フジサワ 太田店 太田市 岩瀬川町５３１－２ ショッピング

がってん寿司太田店 太田市 新井町３２７－５ 飲食店

炭火屋 りどり 太田市 新井町３７７－１６　新藤ビル　Ｄ 飲食店

とりせん 太田新井店 太田市 新井町３７７－６ ショッピング

南海部品 太田店 太田市 新井町５０１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Bookman’sAcademy太田店 太田市 新井町５０２－２ ショッピング

フランス料理ポワッソンルージュ 太田市 新井町５１９－９ 飲食店

コープ新井店 太田市 新井町５３３－２ ショッピング

ビステッカBUN 太田市 新井町５５２－１４　 飲食店

梅林堂 太田店 太田市 新井町５５２－２１ 飲食店

TIMECLIP 新井店 太田市 新井町５６５－１ ショッピング

プリマベーラ 太田市 新井町５６６－２９ 飲食店

hair　seele 太田市 新島町６４５－１　アドホックビル１０３ サービス

Cafe Dining みかわ 太田市 新田反町町７８５－２ 飲食店

かつはな亭太田新田店 太田市 新田小金井町１３１８－１ 飲食店

JAファーマーズ ブレイス 太田市 新田市野井町４３８－１ ショッピング

会津喜多方らーめん新田店 太田市 新田市野井町７９２－２ 飲食店

Aコープ新田店 太田市 新田早川町３５０－１ ショッピング

ナカムラヤ 本店 太田市 本町１４－２７ ショッピング

鉄板焼 仁屋 太田市 本町１４－６ 飲食店

Oh！ 太田市 東本町１６－３０ 飲食店

かつはな亭太田矢島店 太田市 東矢島町１０３６－１ 飲食店

とりせん 東矢島店 太田市 東矢島町１９４ ショッピング

ガ－デンカンパニ－＆ア－キテクツ 太田市 東矢島町２０２ ショッピング

株式会社 天笠 太田市 東金井町１４４６－２ ショッピング

舟木亭太田店 太田市 東金井町８７２－５ 飲食店

more Amenity 太田市 浜町５－１３ サービス

すし肴　なかさと 太田市 浜町５２－５７　 飲食店

かつはな亭太田由良店 太田市 由良町２１１２－１ 飲食店

Luz 太田市 石原町５２４－１ サービス

Ristorante Moderato 太田市 藤久良町５４－１０ 飲食店

焼肉さんこう 太田市 藤久良町６－２　 飲食店

ダイニングまさ坊 薮塚店 太田市 藪塚町１１１１－１ 飲食店

いきなりステーキ 太田店 太田市 西本町３９－３ 飲食店

マリブヘアリゾート太田店 太田市 西本町４３－５ サービス

ヴァンダラスト 太田市 西本町５－３０ ショッピング

太進寿司 太田市 西本町５４－２３ 飲食店

ドンドンダウンオンウェンズディ太田店 太田市 西本町５７－４ ショッピング

アストロプロダクツ 太田店 太田市 西矢島町１６２－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アイパーツ太田店 太田市 西矢島町２９８－１ ショッピング

かつや群馬太田店 太田市 西矢島町３０５－２ 飲食店

ゆず庵 太田店 太田市 西矢島町５５０－５ 飲食店

焼肉・炭焼・煙火 太田市 西矢島町６３０－１ 飲食店

家具のホンダ 太田店 太田市 西矢島町６９８ ショッピング

JA太田市 九合直売所 太田市 飯塚町１３０ ショッピング

イトイ本店 太田市 飯塚町１４３４－１ ショッピング

安べえ寿し 太田市 飯塚町１４９４－２ 飲食店

今万人珈琲パワ－モ－ルおおた店 太田市 飯塚町７０２－３ 飲食店

居酒屋わっしょい笑福道場 太田市 飯田町１００８　梅田ビル　１Ｆ 飲食店

居酒屋おかん 太田市 飯田町１０１８　新井ビル１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン太田店 太田市 飯田町１１８４ ショッピング

わいん食堂44 太田市 飯田町１１９３ 飲食店

金鮨 太田市 飯田町１３９４　山田ビル１Ｆ 飲食店

ブラッキーPersonal太田店 太田市 飯田町１４０４　ﾄﾞﾝ·ｷﾎｰﾃ１Ｆ サービス

grandir 太田市 飯田町５３８　岡部ビル　１Ｆ　西側 飲食店

NextFrontLine 太田市 飯田町７８３　イエロートータスビル３０１ 飲食店

味の民芸 太田店 太田市 飯田町８１６ 飲食店

DANIEL HOUSE 太田市 飯田町８９５ 飲食店

焼肉 とうげん 太田店 太田市 飯町１７４５ 飲食店

安楽亭　太田高林店 太田市 高林北町９７９－２ 飲食店

炭火ダイニング 燈 太田市 高林南町６８８－２ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　太田店 太田市 高林寿町１８０７－１ 飲食店

プリーモ太田店 太田市 龍舞町１７７－４ 飲食店

焼肉楽楽苑 安中市 原市６３４ 飲食店

パワーセンターうおかつ安中店 安中市 安中２－１４－３４ ショッピング

Aコープ 松井田店 安中市 松井田町松井田３０５ ショッピング

荻野屋 横川店 安中市 松井田町横川２９７－１ 飲食店

下仁田ミート安中店 安中市 板鼻１３６－１ ショッピング

ファームドゥ 農援’S 安中店 安中市 郷原字中原２８１ ショッピング

朝鮮飯店　安中店 安中市 高別当１４４ 飲食店

海鮮四季北海亭 安中店 安中市 高別当３４４－１ 飲食店

TIMECLIP 安中店 安中市 高別当４０６ ショッピング

文真堂書店 一の宮店 富岡市 一ノ宮１７２５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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朝鮮飯店 富岡店 富岡市 七日市１１６－１ 飲食店

エキスパート 富岡店 富岡市 七日市１７１－１ ショッピング

焼肉 かぶら苑 富岡市 中高瀬３６４－４ 飲食店

登利平 富岡店 富岡市 別保２０－２ 飲食店

hair Do poja 富岡市 宇田４８８－３ サービス

焼肉蒼 富岡市 富岡１１２０ 飲食店

がってん寿司富岡店 富岡市 富岡１２９２－１ 飲食店

スーパー丸幸 バイパス店 富岡市 富岡２３３０－１ ショッピング

食彩館本店 富岡市 富岡２６３８－１ ショッピング

フレッセイ 富岡店 富岡市 富岡５０１ ショッピング

うまい焼肉♪あおぞら原町店 東吾妻町 原町５０５９（旧番地１０００） 飲食店

割烹若 桐生市 仲町２－６－２ 飲食店

サラマンジェ　ア・ポアン 桐生市 仲町２丁目９－１７　 飲食店

国産肉の専門店・夷 桐生市 堤町２－４－９ ショッピング

金井屋 桐生市 堤町３－９－１０ ショッピング

st company1 桐生市 川岸町１７７－４ ショッピング

フレッセイ 天神店 桐生市 平井町１－４０ ショッピング

がってん寿司桐生店 桐生市 広沢町１－２４８０－１ 飲食店

養老乃瀧新桐生店 桐生市 広沢町２－３１０４ 飲食店

焼肉恵比寿 桐生市 広沢町３－３７７７ 飲食店

シュマンドール 桐生市 新宿２－１－８ 飲食店

フレッセイ 桐生南店 桐生市 新宿２－１０－３０ ショッピング

和膳たつ吉 桐生市 新宿３－１３－１０ 飲食店

あなはら 本店 桐生市 新里町新川５９６－２ ショッピング

クイーン堂シューズ 桐生市 本町４－７４ ショッピング

活 美喜仁 桐生市 本町４－７８ 飲食店

コープ東久方店 桐生市 東久方町２－２－２０ ショッピング

ふじの木書房 桐生市 永楽町５－１０　ＭＥＧＡドン・キホーテ桐生
店　３Ｆ

エンターテイメン
ト

桐生「Garment District」 桐生市 浜松町１－３－７ 飲食店

文真堂書店 相生店 桐生市 相生町２－３７５－３ ショッピング

かつ一群馬桐生店 桐生市 相生町３－８４ 飲食店

（有）モンシェリー 桐生市 相生町５－６３４ 飲食店

Dog Salon MERON 桐生市 相生町５丁目２８４－５４ ショッピング

HashimotoFruits 桐生市 錦町１－５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Re：Birth 沼田市 上原町１６６８－２ サービス

文真堂書店 上原店 沼田市 上原町１７５６－２３ ショッピング

焼肉 じゅじゅ 沼田市 下久屋町１０８４ 飲食店

ファームドゥ 沼田店 沼田市 下久屋町１２９２－１ ショッピング

カルビハウス牛王 沼田市 下久屋町８４５ 飲食店

うまい焼肉 あおぞら 沼田店 沼田市 久屋原町１５５１ 飲食店

レストラン　ポマト 沼田市 久屋原町３３３－４　 飲食店

直売所 食彩の森 沼田市 久屋原町３８３－１０ ショッピング

花みつばち館 沼田市 久屋原町４５０－２ ショッピング

フレッセイ 沼田恩田店 沼田市 恩田町３２１－２ ショッピング

焼肉酒楽JyuJyu 沼田市 材木町１３ 飲食店

フレッセイ 沼田店 沼田市 材木町２９２ ショッピング

こまつや 沼田市 東倉内町４８４－２ ショッピング

フレッセイ 沼田ビバタウン店 沼田市 東原新町１４５５－１ ショッピング

焼肉屋 牛ちゃん 沼田市 柳町２５２２－７ 飲食店

原田農園 沼田市 横塚町１２９４ ショッピング

（株）大丸屋製菓 太助庵 沼田市 横塚町１３６６－３ 飲食店

レストラン くれそん 沼田市 横塚町２０４６－９６ 飲食店

利根中央ベーカリーカフェコア 沼田市 沼須町９１０－１ 飲食店

大利根酒造有限会社 沼田市 白沢町高平１３０６－２ ショッピング

one’s own ふとんのおおうち 沼田市 硯田町１３８－１ ショッピング

ヘア-サロン ナカムラ 沼田市 硯田町６０－１ サービス

寿し処 よしの 沼田市 鍛冶町９０８－２ 飲食店

カフェ　風 沼田市 鍛冶町９８７　 飲食店

登利平 沼田店 沼田市 高橋場町２０５９－１２ 飲食店

焼肉金田 渋川市 中村１０２－１ 飲食店

食の駅 伊香保店 渋川市 伊香保町伊香保５４４－１３０ ショッピング

株式会社　田丸屋 渋川市 伊香保町水沢２０６－１ 飲食店

ハム工房ぐろーばる 渋川市 北橘町上箱田８００ ショッピング

Aコープ北橘店 渋川市 北橘町真壁１３８６－１ ショッピング

錦光堂 みなみ店 渋川市 半田３１７７－１ 飲食店

とりせん 子持店 渋川市 吹屋６６０－３４ ショッピング

中国料理 四川 渋川市 川島１６５８－１ 飲食店

榛名亭 渋川市 川島２４０３－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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イケダグリーンセンター 渋川市 有馬１５２ ショッピング

フレッセイ 有馬店 渋川市 有馬８２ ショッピング

炭火焼肉 米沢亭 渋川店 渋川市 有馬字芦田１５７－６ 飲食店

とんでん 渋川店 渋川市 渋川１６９１－１ 飲食店

錦光堂 本店 渋川市 渋川２４３７ 飲食店

うまい焼肉 あおぞら 本店 渋川市 渋川２８０９－１ 飲食店

ステーキ＆イタリアンランデブー 渋川市 渋川３６７０ 飲食店

鶴亀庵 渋川市 渋川３６７０－１ 飲食店

うまい焼肉 あおぞらバイパス店 渋川市 渋川９９９ 飲食店

TIMECLIP 渋川中央店 渋川市 石原１３－１ ショッピング

がってん寿司渋川店 渋川市 石原８８６－１ 飲食店

くつろぎ味処 時代屋 伊香保 渋川市 祖母島字中野　２２９３－１ 飲食店

かつや群馬渋川店 渋川市 行幸田２０８－１ 飲食店

日光屋 ホームプラザ 渋川市 行幸田２５５－１ ショッピング

登利平 渋川店 渋川市 行幸田３０１－１ 飲食店

業務スーパー 渋川店 渋川市 行幸田３１８－２ ショッピング

とりせん 渋川店 渋川市 行幸田６３－１ ショッピング

フレッセイ 阿久津店 渋川市 阿久津４１－１ ショッピング

ファームドゥ 農援’S 渋川店 渋川市 阿久津字北原２０ ショッピング

Aコープ下仁田店 甘楽郡下仁田町 下仁田３８３－３ ショッピング

こんにゃくパーク 甘楽郡甘楽町 小幡２０４－１ ショッピング

菓子工房こまつや 甘楽郡甘楽町 金井９０－３ 飲食店

がってん寿司藤岡店 藤岡市 上大塚３０６－１ 飲食店

ららん藤岡アグリプラザ〔農産物直売所〕 藤岡市 中１０６０－８ ショッピング

肉の駅 ららん店 藤岡市 中１１３１－８ ショッピング

さかな屋すし 魚健 藤岡市 中１１３１－８　ハイウェイオアシスららん藤
岡内 飲食店

登利平 藤岡店 藤岡市 中大塚２７９－１ 飲食店

朝鮮飯店 藤岡店 藤岡市 中大塚３６５－１ 飲食店

海鮮四季北海亭 藤岡店 藤岡市 中栗須１２５－２ 飲食店

栄寿し 藤岡市 岡之郷６５６ 飲食店

ふじ娘館 藤岡市 矢場２０３ ショッピング

スーパー丸幸 宮本店 藤岡市 藤岡１１４３－１ ショッピング

業務スーパー 藤岡店 藤岡市 藤岡１２４１－１ ショッピング

そば処昌良 藤岡市 藤岡１７６９－２　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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コープ藤岡店 藤岡市 藤岡２３９０－１ ショッピング

リュパン 藤岡市 藤岡２７７－３ 飲食店

御菓子 三和屋 藤岡市 藤岡３７８－１ 飲食店

フレッセイ 藤岡店 藤岡市 藤岡６９１－１ ショッピング

焼肉グルマンズ仙台苑 藤岡市 藤岡９１２－１ 飲食店

フレッセイ 鬼石店 藤岡市 鬼石８５２－３ ショッピング

RESTAURANTEPAULISTA 邑楽郡大泉町 坂田３－１３－１ 飲食店

焼肉とうげん大泉店 邑楽郡大泉町 坂田５－１－５ 飲食店

生きる力精肉店 邑楽郡大泉町 坂田５－３－２２ ショッピング

ばんどう太郎大泉店 邑楽郡大泉町 寄木戸１５７０－２ 飲食店

フレッセイ 大泉店 邑楽郡大泉町 富士１－７５２ ショッピング

とりせん 大泉店 邑楽郡大泉町 日の出５３－１ ショッピング

文真堂書店 大泉店 邑楽郡大泉町 朝日３－１６－１１ ショッピング

うなぎ小堀 邑楽郡大泉町 朝日３－１６－１７ 飲食店

登利平 大泉南店 邑楽郡大泉町 朝日５－２７－２１ 飲食店

メイワケンゾー 邑楽郡明和町 新里２７０－１ ショッピング

フレッセイ 板倉店 邑楽郡板倉町 朝日野１－２－１ ショッピング

とりせん 邑楽町店 邑楽郡邑楽町 中野３１１０－３ ショッピング

コープ中野店 邑楽郡邑楽町 中野４４３５ ショッピング

かつ太郎本店邑楽店 邑楽郡邑楽町 大字篠塚字大黒　１６４１－１ 飲食店

JA邑楽館林 農産物直売所ふれあい食彩館 邑楽郡邑楽町 狸塚２５６－５ ショッピング

JA邑楽館林ミートセンター 邑楽郡邑楽町 狸塚５７７ ショッピング

海鮮茶屋　八幡太郎 館林市 上赤生田町２３６８－１ 飲食店

酒の中村 館林本店 館林市 下早川田町７０８－２ ショッピング

とりせん 成島店 館林市 北成島町２５３３－１ ショッピング

業務スーパー 館林店 館林市 北成島町字天神１８４１－４ ショッピング

JAM 館林市 坂下町３２２４－１ サービス

鮨おばな 館林市 大手町５－１ 飲食店

ぐるぐる大帝国館林店 館林市 富士原町８８８ ショッピング

焼肉きんぐ 館林店 館林市 富士原町９０１－３ 飲食店

とりせん 館林富士見町店 館林市 富士見町１２－６０ ショッピング

登利平 館林店 館林市 富士見町１８－３２－１２ 飲食店

かなで商店 館林市 小桑原町８４７－１　 飲食店

文真堂書店 小桑原店 館林市 小桑原町９４９－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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がってん寿司館林店 館林市 小桑原町９５８－５ 飲食店

アストロプロダクツ 館林店 館林市 広内町１４－３２ ショッピング

とりせん 朝日町店 館林市 朝日町２０－５０ ショッピング

酒のぎょうだ館林店 館林市 松原２－１０－２２ ショッピング

アジュールケンゾー 館林市 松原２－１０－２２ ショッピング

アトリエクレフ 館林市 松原３－１５－７ サービス

農産物直売所 ぽんぽこ 館林市 楠町１９８７－１ ショッピング

かつや館林店 館林市 緑町２－１９－２４ 飲食店

TSUKASA 館林市 緑町２－２８－１８ 飲食店

タイヤ市場 館林市 緑町２－３－１ ショッピング

炭火焼肉 南大門 館林市 美園町１９－２ 飲食店

かつはな亭館林店 館林市 花山町２６２７－１ 飲食店

FENICE on the beach 高崎市 あら町２３３　ドルチェヴィータ高崎　３Ｆ サービス

BEECX ヘアーディレクション 高崎 高崎市 上並榎町２５６－１ サービス

SLEEPY 上並榎店 高崎市 上並榎町３０５－２ サービス

MISSAMARINA 高崎市 上並榎町３２０－４ 飲食店

フレッセイ 上並榎店 高崎市 上並榎町４６７ ショッピング

花扇 高崎市 上中居町２２１－３ ショッピング

ハートマーケット 中居店 高崎市 上中居町４０２－１ ショッピング

黒毛和牛専門店 神戸亭 高崎市 上中居町４５－１ 飲食店

美容室フラン 高崎市 上中居町５００－１ サービス

alpina 上中居店 高崎市 上中居町７１９－１ サービス

文真堂書店 上中居店 高崎市 上中居町８７１－１ ショッピング

焼肉きんぐ 高崎インター店 高崎市 上大類町１０１０－２ 飲食店

がってん寿司高崎上大類店 高崎市 上大類町７７６ 飲食店

板垣 高崎本店 高崎市 上大類町７７８ ショッピング

ステーキ。山 高崎上大類店 高崎市 上大類町９３３－１ 飲食店

株式会社ワールドワイン 高崎市 上小塙町５７２－２ ショッピング

hairplanner alpina 高崎市 上小塙町８４７－２ サービス

寿司うどん　源氏家族　上小塙店 高崎市 上小塙町字東原　１０２０－１ 飲食店

とりせん 豊岡店 高崎市 上豊岡町２８１ ショッピング

アストロプロダクツ 高崎店 高崎市 下之城町４９１－１ ショッピング

炭こう 高崎市 下和田町４－５－１３ 飲食店

（有）萬年家 高崎市 下室田町１１０３　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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栄樂屋肉店 高崎市 下室田町２８２　 ショッピング

髪工房カラサワ 高崎市 下室田町９６４－７　 サービス

がってん寿司高崎下小鳥店 高崎市 下小鳥町４４６－１ 飲食店

東京インテリア家具 高崎店 高崎市 下小鳥町４５３－１ ショッピング

旅がらす本舗清月堂 高崎小鳥町店 高崎市 下小鳥町６６－１１ 飲食店

炭火焼肉 千味庭 高崎市 下小鳥町６７－１４ 飲食店

とりせん 小鳥店 高崎市 下小鳥町７０－２ ショッピング

ボンジョルノ チャオペリフェリエ店 高崎市 並榎町４７－１ 飲食店

Atelier Clouer 高崎市 中大類町　６３５－１ サービス

天ぷら もっこす 高崎市 中大類町４２６－７ 飲食店

ミックカフェ　前橋インター店 高崎市 中尾町１３５１－１ 飲食店

家具のホンダ 高前バイパス アカマル店 高崎市 中尾町４４－１　アカマル　２Ｆ ショッピング

トラットリアバンビーナ中居店 高崎市 中居町３－７－１９ 飲食店

とりせん 群馬町店 高崎市 中泉町６０５－１３ ショッピング

TIMECLIP 群馬町店 高崎市 中泉町６２９－４ ショッピング

業務スーパー 高崎中泉店 高崎市 中泉町６２９－４ ショッピング

居酒屋わさび 高崎市 中紺屋町３１ 飲食店

パワーセンターうおかつ榛名店 高崎市 中里見町３７３ ショッピング

トラットリア ラウラ イタリコ 高崎市 井野町１００９－４ 飲食店

salon de chacha 高崎店 高崎市 井野町１１３８－１　デザイナーズＫＹステー
ション　Ｂ号室 サービス

ヘア＆フェイス・リズム 高崎市 井野町３７９－３　 サービス

JAはぐくみ はにわの里 高崎市 保渡田町１９４０－４ ショッピング

HappyBurg 高崎倉賀野店 高崎市 倉賀野町２６７５－１ 飲食店

とりせん 高崎倉賀野店 高崎市 倉賀野町２６８１－４ ショッピング

朝鮮飯店 倉賀野店 高崎市 倉賀野町４６７５－６ 飲食店

パワーセンターうおかつ倉賀野店 高崎市 倉賀野町４６９１－１ ショッピング

フレッセイ 倉賀野西店 高崎市 倉賀野町５４６－１ ショッピング

TIME CLIP 倉賀野店 高崎市 倉賀野町５５５－１ ショッピング

GREYSTONE Carwash 高崎市 倉賀野町８７７－４ 飲食店

有限会社仲沢酒店 高崎市 八千代町１－１２－４ ショッピング

鉄板焼ステーキ＆海鮮　ぶりっく 高崎市 八千代町２－２－１ 飲食店

有限会社レストラン小紋 高崎市 八千代町２－７－１８ 飲食店

萬年屋 高崎市 八島町１１７－３ 飲食店

朝鮮飯店　駅西口店 高崎市 八島町２４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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フェニーチェ 高崎市 八島町２６０ サービス

炉端BISTROソーレマン 高崎市 八島町２８－１－２ 飲食店

AUBEhairmili高崎店 高崎市 八島町４８－１　高崎大洋ビル　２Ｆ サービス

グル米四季菜館群馬八幡駅前店 高崎市 八幡町２８２－６ ショッピング

ナノヘア－ 高崎市 南大類町１２４７ サービス

フレッセイ 南大類店 高崎市 南大類町柳原８６７－１ ショッピング

ニューフレッシュ 魚健 高崎市 吉井町塩川４８－１ ショッピング

大和屋 高崎吉井店 高崎市 吉井町池１４７９－１ ショッピング

パワーセンターうおかつ吉井店 高崎市 吉井町池５２－１ ショッピング

JAファーマーズ高崎吉井 高崎市 吉井町片山４４８－１ ショッピング

馳走なか川 高崎市 和田町１２－３ 飲食店

Eureca 高崎市 和田町４－１０ サービス

かつや高崎問屋町店 高崎市 問屋町１－１０－６ 飲食店

IKKOYA 高崎市 問屋町１－４－１ ショッピング

ハイノート 高崎店 高崎市 問屋町２－８－１ ショッピング

オフィスボックス 高崎市 問屋町２－８－２ ショッピング

スタイル高崎店 高崎市 問屋町４－５－２ ショッピング

リストランテピッツェリアマガッヅィーノ 高崎市 問屋町４－７－１ 飲食店

朝鮮飯店　高前バイパス店 高崎市 問屋町西１－１１－１ 飲食店

ニューデリーマハトマ店 高崎市 問屋町西１－３－１ 飲食店

ル ポンポネット 高崎市 問屋町西２－８－１０ 飲食店

四季の御料理むさし 高崎市 嘉多町２３ 飲食店

弥助鮨四ツ屋店 高崎市 四ツ屋町１４－１ 飲食店

欧風食堂HIGH FIVE！ 高崎市 塚田町２１２－１ 飲食店

炭火焼肉 米沢亭 本店 高崎市 大八木町１９０７－４ 飲食店

旬彩和人良 高崎市 宮元町２５　大手前ハイツ１Ｆ 飲食店

コープ寺尾店 高崎市 寺尾町５５２－１ ショッピング

しみずスーパー小八木店 高崎市 小八木町２０３６－５ ショッピング

ESCAPE to bona． 高崎市 小八木町２０３７－２ サービス

寿司割烹豊 高崎市 岩押町１６－１ 飲食店

LiLiana 高崎市 新保町１０－１パレスＫｓ１－Ｃ サービス

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

BEECX新保店 高崎市 新保町３４ サービス

フレッセイ 新保店 高崎市 新保町伊勢３０１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ガトーフェスタハラダ 本館 高崎市 新町１２０７ ショッピング

フレッセイ 新町店 高崎市 新町２１４０－５ ショッピング

ハラダ 中山道店 高崎市 新町２８１８ ショッピング

石垣和牛銀星 高崎市 新紺屋町２６－１ 飲食店

美容室 ルナ・ブーケ 高崎市 日高町４５５－３ サービス

BLUJEBLUbyARK 高崎市 旭町３３　ＮＯＤＥ－３３　１Ｆ ショッピング

弥助鮨本町店 高崎市 本町１０３ 飲食店

鮨松もと 本町店 高崎市 本町３０－１ 飲食店

ココシエール 高崎市 東町３－５ 飲食店

朝鮮飯店　駅東口店 高崎市 東町９－４　廣田パークビル 飲食店

割烹たけし家 高崎市 柳川町６９－２ 飲食店

わぎゅう専科 焼肉屋 高崎市 栄町１－１　LABI1 LIFE SELECT 高崎５Ｆ 飲食店

本場インド料理スターサンジ高崎LABI店 高崎市 栄町１－１　ＬＡＢＩ高崎　５Ｆ 飲食店

上海ダイニング華龍 高崎市 栄町１－１　ヤマダ電機５Ｆ 飲食店

済州家 高崎店 高崎市 栄町１２－８ 飲食店

牛たんとそばの店梅の花 高崎市 栄町１４－９ 飲食店

ほでり 高崎市 栄町１９－１７ 飲食店

シアターカフェレストラン 高崎市 栄町９－１　高崎芸術劇場内 飲食店

まるおか 高崎市 棟高町１１７４－１ ショッピング

醸しや大澤 高崎市 棟高町１１８４丁目２ 飲食店

パワーセンターうおかつ群馬町店 高崎市 棟高町１２３ ショッピング

KIDANTIQUEHAIR 高崎市 江木町１２７６－８ サービス

MECCA 高崎店 高崎市 江木町１５５３ サービス

業務スーパー 高崎江木店 高崎市 江木町１６４２－１ ショッピング

AUBEHAIR高崎店 高崎市 江木町１６５７　１Ｆ サービス

エトワール アイラッシュ 高崎浜尻店 高崎市 浜尻町５１１　サンクフルタウン　１－Ａ サービス

焼肉　箕輪亭 高崎市 浜川町１９５　 飲食店

フレッセイ 石原店 高崎市 片岡町１－１９－６ ショッピング

とりせん 石原店 高崎市 片岡町２－１０－１ ショッピング

登利平 高崎西支店 高崎市 片岡町２－５－１０ 飲食店

マロン美容室 高崎市 片岡町２丁目５－１２ サービス

鮨 つかさ 高崎市 真町５１－１　レジェンド高崎１Ｆ 飲食店

NEWSOLEMAN 高崎市 真町６７ 飲食店

内山商店 高崎市 矢中町１１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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グル米四季菜館中居店 高崎市 矢中町３１４－１３ ショッピング

HEARTY（ハーティー） 高崎市 矢中町７２９－１９ サービス

ネイバ－ズ 高崎市 砂賀町３２－３　河手ビル１階 飲食店

居酒屋 伎なり 高崎市 砂賀町３２－４　メゾンハヤミズ１Ｆ 飲食店

登利平 群馬町店 高崎市 福島町７０１－１１ 飲食店

コリアンキッチン ホルモンぐう 高崎市 福島町７０９－１ 飲食店

まごころスイーツ ラリック 高崎市 福島町７１１－４ 飲食店

トラットリアバンビーナ 高崎市 筑縄町１３－８ 飲食店

ボンジョルノ 本店 高崎市 筑縄町５０－１ 飲食店

CROCE 高崎市 筑縄町５０－２ ショッピング

Wardrobe 高崎市 筑縄町５０－２ ショッピング

グル米四季菜館筑縄店 高崎市 筑縄町５５－５ ショッピング

大和屋 高崎市 筑縄町６６－２２ ショッピング

とりせん 箕郷店 高崎市 箕郷町上芝２４０－５ ショッピング

フレッセイ 箕郷店 高崎市 箕郷町上芝７－１ ショッピング

ファームドゥ 箕郷店 高崎市 箕郷町下芝７６０ ショッピング

株式会社福島 高崎市 箕郷町西明屋３０２ ショッピング

しゃぶしゃぶ　どん亭　高崎店 高崎市 緑町１－１－１ 飲食店

STEAKBEERG．G．C高崎本店 高崎市 緑町１－２８－２ 飲食店

今万人珈琲 高崎本店 高崎市 緑町１－２８－７ 飲食店

タイムズ アー チェインジン 高崎市 緑町１－２９－１ ショッピング

HAIR FORT 高崎市 緑町１－６－４ サービス

ステーキのどん　高崎北店 高崎市 緑町２－１－１ 飲食店

からやま高崎緑町店 高崎市 緑町４－１１－４ 飲食店

楽歩堂靴店 タカサキ 高崎市 緑町４－７－７ ショッピング

江戸吉寿し 高崎市 羅漢町７ 飲食店

RE・BORN hair＆relax 高崎市 聖石町１３－１ サービス

フランス厨房コクレド-ル 高崎市 芝塚町１９００－１１ 飲食店

alpina 菅谷店 高崎市 菅谷町１２５１－１ サービス

とりせん 菅谷店 高崎市 菅谷町２０－９９１ ショッピング

高崎「Greenpoint」 高崎市 西島町１１３－１ 飲食店

ボンジョルノ 新クッチーナ店 高崎市 西島町１３１－２ 飲食店

利根書店 高崎店 高崎市 貝沢町１２４４ ショッピング

安楽亭　高崎貝沢店 高崎市 貝沢町４７１－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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FRAMEHAIR 高崎市 足門町１６９４－５　 サービス

○○しもだ 高崎市 通町１４０－１４　のら猫ビル　２Ｆ　Ｃ号 飲食店

高崎カメレオン 高崎市 通町３９－１ 飲食店

Oyster House 高崎市 通町４２　八幡ビル　１Ｆ 飲食店

まちなか農産物直売所 フレッシュベジたか 高崎市 通町９０ ショッピング

ネイルサロン ルリアン 高崎市 通町９０－１２　オザワカメラビル　１Ｆ サービス

Belluria 高崎市 連雀町１１－３ ショッピング

HardiVague 高崎市 連雀町１３５ ショッピング

バル レオン 高崎市 連雀町１３８　FACE-Rビル１Ｆ 飲食店

炭火串焼きTESSHIN 高崎市 連雀町４　馬場店舗　２Ｆ 飲食店

炭火焼9826ワインバルLom高崎店 高崎市 連雀町４－４ 飲食店

rossa 高崎市 連雀町７－２　エンザビル２Ｆ 飲食店

群馬温泉やすらぎの湯食堂 高崎市 金古町１７６７ 飲食店

ツナシマ 高崎市 鞘町６６ ショッピング

芳村 高崎市 飯塚町１５４３－１４ 飲食店

ル・クゥル 高崎店 高崎市 飯塚町１５７２ サービス

ギャレリア高崎飯塚店 高崎市 飯塚町３１－１ ショッピング

ヤキニクガーデン肉男ミートマン 高崎市 飯塚町３８１－４ 飲食店

クラフトハートトーカイ 高崎店 高崎市 飯塚町４１１－２ ショッピング

たむらや高崎飯塚店 高崎市 飯塚町４５８－１ ショッピング

アートマルシェ・チームアルケッチァーノ 高崎市 高松町３５－１　新庁舎２　１Ｆ 飲食店

ナチュラルダイニングアルコバレーノ 高崎市 高関町３１７－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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