
『みなかみハピネスチケット』利用可能店舗一覧

飲食店 おみやげ お酒 ガソリンスタンド アウトドア 工房・体験型施設
満留伊屋食堂 丸須製菓 亀屋酒店 藤原石油 藤原ＳＳ 猿ヶ京温泉 旅籠屋丸一 宝川温泉 汪泉閣 カッパCLUB 月夜野びーどろパーク(上越クリスタル硝子)

0278-62-3131 0278-72-3591 0278-66-0002 0278-75-2100 0278-66-0066 0278-75-2611 0278-72-1372 0278-62-2211
うまいもの屋 すえひろ 品田みやげ店 中村酒店 水上石油 ニュー水上ＳＳ ＫＫＲ水上 水明荘 蛍雪の宿 尚文 猿山 モンキーマウンテン 月夜野焼祐太郎窯
0278-64-0831 0278-72-3268 0278-75-2271 0278-72-5300 0278-72-2346 0278-72-2466 090-5410-3799 0278-72-5307

カフェレストラン 亜詩麻 丸山みやげ店 有限会社中村酒店 長田石油 水上湯原ＳＳ おやど松葉屋 源泉掛流しの湯めぐりﾃｰﾏﾊﾟｰｸ龍洞 レイクウオーク たくみの里・七宝焼の家(やまさん工房)
0278-72-3326 0278-72-2064 0278-75-2207 0278-72-2276 0278-72-2232 0278-75-2086 0278-72-2870 0278-64-2064

すし萬 小荒井製菓 一桝屋 いちますや酒店 佐々木石油 月夜野ＳＳ ペンション アミューズ 釈迦の霊泉 キャニオンズ たくみの里・鈴の家(さとこの工房)
0278-62-6089 0278-72-2143 0278-66-0012 0278-62-2105 0278-75-2310 0278-72-3173 0278-72-2811 0278-20-6030
そば処 くぼ田 すくよか 鈴木まいたけ園 ワインと日本酒の専門店 瀧澤 三幸石油ガス 水上ＳＳ ペンション オールドストリング 上牧温泉 常生館 ネイチャーナビゲーター たくみの里・陶芸の家
0278-72-6420 0278-72-5335 0278-72-3121 0278-72-2485 0278-75-2386 0278-72-3494 0278-72-5923 0278-64-1031
そば処 まるよし 水上きのこ販売㈲水上館売店 丸二商店 上牧ＳＳ ペンション パル 猿ヶ京温泉 仁田屋旅館 H₂Oガイドサービス たくみの里・マッチ絵の家
0278-72-3736 0278-72-3885 0278-72-3341 0278-75-2935 0278-66-0114 0278-72-6117 0278-64-2481

そば処 角弥 水上きのこ販売㈲一葉亭店 ペンションモミの木 水上ホテル聚楽 グランボレ
0278-72-2477 0278-25-4290 0278-72-2933 0278-72-2521 0278-62-1274

ふーちゃんラーメン 民芸品の店 松ぼっくり マルスギ(洋品店) ペンション朝ねぼう 水上高原ホテル200 ビッグウェーブ
090-4939-1646 0278-72-2887 0278-62-2058 0278-72-6761 0278-75-2222 0278-20-4116

やぶそば 高橋の若どり さかえや洋品店 (株)猿ヶ京自動車 上牧温泉 ホテルニュー上牧 水上温泉 清流の宿たむら フォレスト＆ウォーター ノルンみなかみフラワーガーデン
0278-72-3492 0278-62-3194 0278-66-0062 0278-66-0095 0278-72-3061 0278-75-2096 0278-72-8017 0278-72-6688

野仏そば やまいち屋 大丸屋製菓 太助ドライブイン たかはし呉服店(衣料品) (有)新治自動車販売 ホテルファミリーオみなかみ 湯宿温泉 太陽館 自然の旅 いこく 群馬サイクルスポーツセンター
0278-64-1321 0278-64-0710 0278-62-2550 0278-64-1233 0278-20-6060 0278-64-0211 0278-72-8065 0278-64-1811

レストラン諏訪峡 大阪屋菓子店 ヤスダ洋品店 (有)葵車体整備 ホテル 湯の陣 大滝屋旅館 冒険小屋
0278-72-2397 0278-64-0601 0278-62-2707 0278-62-3213 0278-72-4111 0278-64-0602 0278-72-3744

居酒屋 舟宿 オノスポーツ 北村モータース(有) やど 千秋庵 上牧温泉 辰巳館 アンクルベアー
0278-62-1741 0278-72-3657 0278-66-0646 0278-72-4378 0278-72-3055 0278-72-8900

銀の月 ㈲山崎オート商会 ゆじゅく 金田屋 谷川温泉 やど筦山 バンジージャパン
0278-62-1002 0278-72-3323 0278-64-0606 0278-72-3041 0278-25-4638

月夜野クラフトビール ドブリーデン 小松屋商店 Honda Cars みなかみ/木村ホンダ リゾート民宿 なかじま 湯豆のやど 本伝 TOP水上
0278-20-2033 0278-64-0357 0278-62-2519 0278-72-3797 0278-66-0321 0278-72-5086

須川茶屋 野澤商店 フラワーショップ 花の月夜野 鈴木モータース 猿ヶ京温泉 生寿苑 法師温泉 長寿館 パノラマアドヴェンチャーズ
0278-64-0784 0278-64-0414 0278-62-3391 0278-62-2829 0278-66-1175 0278-66-0005 0278-72-2435

大衆食堂 フライパン フレッシュストア・はやしや 花しげ生花店 月夜野オート 奥利根温泉 ホテルサンバード 民宿 まにわ
0278-72-3266 0278-64-1211 0278-72-3144 0278-62-1166 0278-75-2321 0278-72-2445

天丸 佐藤辰雄商店 温泉農家民宿 はしば 民宿 吉野屋
0278-62-3477 0278-66-0202 0278-66-0153 0278-75-2710
育風堂精肉店 名濱(食料品店) 豆腐懐石 猿ヶ京ホテル 川古温泉 浜屋旅館 ノルン水上スキー場
0278-72-3574 0278-66-0100 0278-66-1101 0278-66-0888 0278-72-6688

窯焼きピザの店 ラ・ビエール 狩野肉店 ドラッグ・たむら 河合自転車店 水上館 上牧温泉 大峰館 水上宝台樹スキー場
0278-72-2959 0278-72-3464 0278-64-2458 0278-64-0030 0278-72-3221 0278-72-3329 0278-75-2557

和風レストラン しんりん 西山精肉店 滝口薬品 ホテル 湖城閣 水上温泉 だいこく館 ホワイトバレースキー場
0278-62-1122 0278-64-0605 0278-72-2141 0278-66-1021 0278-72-3278 0278-72-5094

和洋レストラン 竹 宮代米殻店 薬・資生堂化粧品 紅屋 金盛館 せせらぎ 湯元 長生館
0278-62-2229 0278-72-2273 0278-62-2700 72-3260 0278-66-1131

手作りパンとカフェの店 気ママ屋 魚原 治療院 健康一番 猿ヶ京温泉 旅籠しんでん 別亭 やえ野
0278-72-1700 0278-62-2207 0278-72-8180 0278-66-0205 0278-72-1266

小さなレストラン 彩絵 中村商店 桐匠 根津 上牧温泉 旅籠庄屋 旅館 永楽荘 オートキャンパーズエリアならまた
0278-72-5002 0278-72-2105 0278-62-2715 0278-72-6141 0278-72-3507 0278-75-2700

芳味亭 山岸商店 トコヤホンダ～HONDA'S BARBER～ 三浦観光 ペンション 木馬 谷川温泉 旅館たにがわ 水上宝台樹キャンプ場
0278-72-2744 0278-62-2737 0278-64-0157 0278-25-4910 0278-72-6152 0278-72-2468 0278-75-2557

谷川岳ドライブイン ヤマザキＹショップ 阿部商店 ヘアーサロンいせの 東京演劇集団 風 ペンション＆レストラン 山路 別邸 仙寿庵
0278-72-5222 0278-72-3510 0278-64-0425 0278-62-9303／03-3363-3261 0278-72-4410 0278-20-4141

河じ家寿司 セブンイレブンみなかみ布施店 ペンション ルグートン 料理旅館 樋口
0278-72-3570 0278-64-1155 0278-72-6150 0278-66-1500
そば屋敷 坪乃庵 セブンイレブン月夜野下津店 シャレー・ラ・ネージュ 檜の宿 水上山荘 たくみの里(豊楽館)
0278-72-6840 0278-62-0087 0278-75-2828 0278-72-3250 0278-64-2210

Bossa Nova ボサノバ セブンイレブンみなかみ後閑店 ㈱関東水善 猿ヶ京温泉 まんてん星の湯 源泉湯の宿 松乃井 林屋旅館 みなかみ水紀行館
0278-72-6677 0278-62-2410 0278-25-4908 0278-66-1126 0278-72-3200 0278-72-3508 0278-72-1425
GARBA ガルバ サンモール 月夜野店 無有設備工事 上牧温泉 風和の湯 源泉湯の宿 千の谷 ゆの宿 上越館 月夜野矢瀬親水公園(月夜野はーべすと)
0278-25-3887 0278-62-2323 0278-66-0029 0278-72-1526 0278-66-1151 0278-25-3036 0278-20-2123

GARBA 一之宮Café サンモール 水上店 佐藤建材店 ペンション モグハウス 湯の小屋温泉 照葉荘
0278-25-3210 0278-72-6789 0278-64-0519 0278-75-2815 0278-75-2802

奥平温泉 遊神館 ※飲食のみ コメリハード＆グリーン月夜野店 天空の湯 なかや旅館 ロッジ宝台樹 モギトーレみなかみ
0278-64-2626 0278-20-2030 0278-72-3516 0278-75-2035 0278-64-2800

喫茶 白樺 天狗の湯 きむら苑 水上温泉 ホテル一葉亭 まるひろ農園
0278-72-2222 0278-72-5851 0278-72-9888 0278-62-3008

つゆしゃぶ処 雨ニモマケズ 月夜野庭苑 ポミエ 民宿 奈倉 たくみの里 梅沢りんご園
0278-25-3688 0278-62-3216 0278-64-0005 0278-75-2041 0278-64-0971

中華たむら 水上温泉 山楽荘 ふれあいの家
0278-62-6033 0278-72-6203 0278-64-2288

その他観光施設

スキー場

キャンプ場

道の駅

洋品・衣料品等

生花

薬・化粧品

床屋・美容院

商店・スーパー等

利用可能店舗は今後も増える予定です。また、各店舗の詳細は右記、ＱＲコードより、グーグルマップ上で閲覧可能です。

車

自転車

その他

果樹園・観光農園

建築関係

造園

(※平成30年7月11日現在)

旅館・ホテル

日帰り入浴施設


