
月夜野地区
後閑支部 後閑支部２ 月夜野支部 月夜野支部２ 真政支部 名胡桃支部 上牧支部

結城屋商店 せきぜん商店 うどん･そば 天丸 魚原 ハヤシクリーニング 和風ﾚｽﾄﾗﾝ しんりん 芳味亭

佐々木石油㈱月夜野給油所 キッチンカフェと蔵 原澤自動車鈑金塗装 根津桐材 モロダ ラーメン香華 ㈲中村商店

㈲ヤスダ 高橋の若どり ㈱関口屋商店 三浦観光 月夜野オート㈲ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ月夜野下津店 ㈲月夜野焼祐太郎窯

㈱アオキ みねの湯つきよの館 ㈲マルスギ アトレーユ・ジュエリー橋本 ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ月夜野店 まるひろ農園 上牧温泉　常生館

㈲満留伊屋食堂 カーピット星野 ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ花の月夜野 観光センター売店 べんけい 高橋電工 辰巳館

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝみなかみ後閑店 ノエビア古馬牧代理店 鈴木モータース 上毛高原駅そば店 レストランあすか Café Cornet 釈迦の霊泉奈女沢㈲

舟宿 ㈲月夜野自動車整備工場 ㈱山岸商店 深井理美容所 森風流 月夜野　守蔵 ㊁商店

フォトスタジオ佐川 ㈱クワバラ サラダ館月夜野店 創作ダイニングぼん・もまん すし萬 月夜野まるかチェリー園 上牧温泉　大峰館

上越クリスタル硝子㈱ ＲＯＷＧ ㈲木村ホンダ 奥利根物産 銀の月 果実工房本家園 麺zくるり

月夜野クラフトビール㈱ 電化のいしざか ㈱サンモール月夜野店 樋口板金 火群庵 珈琲倶楽部月夜野店 阿部りんご園

和洋レストラン竹 cafe1010 エルハート・すぎき 月夜野カステラ屋 月夜野庭苑 うどん屋やまご 都谷りんご園

お食事処ふじ ㈱ENEOSジェイクエスト月夜野店 月夜野はーべすと ルナ工房・ルナ工房fashion やまとしりんご園 アイリーオン

たかはし呉服店 カラサワ美容室 さなざわ㞢テラス 髙橋しいたけ園 カフェ・マナ

中華たむら Ｒ-ＬＡＢＯ

旅籠庄屋

上牧温泉　風和の湯

ワンドロップ/jalanjalan

㈱エイト

水上地区

藤原支部 鹿野沢支部 湯原支部 湯原支部２ 湯原支部３ 中部支部 南部支部

(同)藤原石油 ㈲品田みやげ店 滝口薬品 山楽荘 健康一番 ㈲阿部商店 水上館

水上高原ホテル200（ゴルフ＆スキー） ㈲オノスポーツ まるよし オクトワンブルーイング スナック春歌 美容室ｳｴﾗｻﾛﾝﾑﾗﾀ ﾚｽﾄﾗﾝ諏訪峡

オートキャンパーズエリアならまた 金盛館せせらぎ 小荒井製菓 長田石油㈱ ＆FLOWER そば処角弥 阿部電機商会

中村酒店 ラーメンきむら ㈲狩野肉店 ﾚﾃﾞｨｰｽｼｮｯﾌﾟひらさわ ドリップアンドドロップスコーヒーみなかみ GARBA ノルン水上スキー場

ﾍﾟﾝｼｮﾝ　ｵｰﾙﾄﾞ･ｽﾄﾘﾝｸﾞ ㈲山崎オート商会 気ママ屋 だいこく館 M Forest レイクウォーク 丸々亭

ほうだいぎスキー場・キャンプ場 そば処くぼ田 窯焼きピザの店 ラ・ビエール 宮代米穀店 BANGARI キャニオンズ 大塚電器

清流の宿たむら 小さなレストラン彩絵 カフェレストラン亜詩麻 フライパン 七福 育風堂精肉店 ジャックザタルトファンタジー

㈲龍洞 谷川温泉　やど　筦山 えびすや ふれあい交流館 G☆TRY BAKERY 谷川岳ドライブイン・土合山の家 (有)石井工業所

ゆきんこ食堂 みなかみレンタカー ㈱サンモール水上店 ㈲長寿堂薬局 そば処ひ乃き Yujuカンパニー 焼肉ホルモン昭和みなかみ本店

ホテルサンバード ㈲三幸石油ガス パブ琥珀の森 Taiga Glass 米屋旅館 蛍雪の宿　尚文 カッパCLUB

民宿吉野屋 nahele 小野電機商会 ㈲一力寿し やぶそば ペンション朝ねぼう モンキーマウンテン

ロッヂたかね まんじゅう屋 笛木 ニコニコ遊技場 大八 MTB JAPAN リゾート民宿　なかじま お山の食堂たんとくわっさい

佳のこ 中島石油ガス店 水上石油㈱ 仏岩温泉　鈴森の湯 StarLightsみなかみ Forest&Water 水上豆腐工房

シャレー・ラ・ネージュ 喫茶 白樺 水紀行館 源泉湯の宿　松乃井 成田山水上寺ペット霊園 別亭やえ野 みなかみホルモン亭

ペンションアミューズ 檜の宿水上山荘 ㈲丸須製菓 魚信 onedrop+store 湯桧曽の宿あべ 旅人宿　松葉屋

照葉荘 谷川ラーメン みなかみホテルジュラク The Campfire Guesthouse&Co-workingほとり ㈲ゆの宿上越館 小野りんご園

ロッヂ樹林 ペンション木馬 雨ニモマケズ Mind 水上公会堂 ワインとお酒の専門店瀧澤 梅津自動車㈱

ロッヂとんち ホワイトバレースキー場 焼肉　桂来 和食　瑞兆 ZIGGIES ADVENTURE JAPAN カーリペアヤマダ

ロッジ宝台樹 Tanigawa coffee Roastery DOAI VILLAGE バンジージャパン

ラーメン武尊 ㈱横田酒店 山Café Bossa Nova コメリハードアンドグリーン水上店

丸山みやげ店 MORITACO

谷川パン ペンション山路

天空の湯　なかや旅館

みなかみRVパーク　山to空

ANDO＆CAFE

新治地区 G☆

猿ヶ京支部 猿ヶ京支部２ 猿ヶ京支部３ 須川支部 須川支部２ 新巻支部 新巻支部２

㈲法師温泉長寿館 川古温泉浜屋旅館 新治タクシー㈱ ㈲小松屋商店 ㈲野澤商店 内田接骨院 ラーメンハウス新治

亀屋商店 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞやまだ お食事処歩 七宝焼の家 ハラサワ美容室 お食事処すえひろ ㈲新治自動車販売

さとう商店 ローソン群馬赤谷湖畔店 旅籠吉長 橋場商店 ㈲三国電気商会 ㈲河合自転車店 群馬サイクルスポーツセンター

ラーメン・ふーちゃん 猿ヶ京温泉　まんてん星の湯 お食事処一膳 原理美容所 三国プロパン ㈲佐藤建材店 (有)新治オート

㈲一桝屋 ㈲松田水道 uno Eats 豊楽館・遊神館 ㈲山本自動車工業 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝみなかみ布施店 ㈱関東水善

㈲さかえや洋品店 地野建築 湯豆のやど本伝 みちこﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ やまいち屋 ドラッグたむら 原沢りんご園

猿ヶ京ホテル 北村モータース㈲ ル・ヴァンベール湖郷/PIZZERIA  chez  SO 山田屋商店・居酒屋花水木 たくみの里・ふれあいの家 はなぞの食堂 大坪農園

㈲湯元長生館 料理旅館　樋口 仁田屋旅館  うめざわ電器 otowaya café ㈲M Base 高橋整体院

㈱ 猿ヶ京自動車 三国生花 旅籠しんでん 大阪屋菓子店 須川茶屋 ㈲渡部水道設備 山田設備工業㈲

わらしの宿生寿苑 ㈱名濱 旅籠屋丸一 ㈲金田屋旅館 マッチ絵の家 髪工房花子 味処いろは

㈲高橋住建 源泉湯の宿　千の谷 小野屋八景苑 カネタ美容室 春花美容室 太助ドライブイン 一作農園

林理容所 清野旅館 中華飯店　杯一 五郎兵衛やかた いちごの家 モギトーレ マルトミ商店

民宿ふじや ㈲蔵やしき Licca Essential Oil Joryu Factory 湯宿温泉接骨院 細矢建築 原沢商店 クレープ屋さんさくらいさんち

民宿・食堂　はしば 料理家ふくすけ BMZ猿ヶ京スタジオ 太陽館 ㈱ジャパンサニーフィールド ヘアーサロンいせの 林りんご園

温宿三河屋 姉山の家 農産物加工の家 大滝屋旅館 三国ボデーショップ 田村養鯉場

高野酒店 ホテルファミリーオみなかみ

床やほんだ ポミエ

新治食品㈱ 革細工の家KURO

㈲西山精肉店 八福庵

全346店舗 地区別・順不同

（令和4年11月17日現在）

有効期限

令和 ５年１月３１日 (火)まで


