
取扱登録店一覧（50音順）　2022.7.11現在 539店

【衣服・身の回り品】 28店 【飲食料品】 58店 【飲食店】 179店 【飲食店】 179店
店名 町名 主な取扱内容 店名 町名 主な取扱内容 店名 町名 主な取扱内容 店名 町名 主な取扱内容

アルファー 本町一丁目 婦人服 なかむらグロスリーストア 尾曳町 輸入食品 紙ふうせん 広内町 釜めし・麺・寿司 NICO+COFFEE 堀工町 カフェ
石原足袋店 本町二丁目 作業服・祭用品 中村酒店 松沼町 酒類 カフェ＆ダイニング　蔵前 仲町 レストラン 飲み喰い処　かわぐち 西美園町 居酒屋
浦野時計店 仲町 時計・眼鏡 中村商店 堀工町 酒類 鴨亭 大谷町 そば 発酵レストラン　ジョイハウス別館 栄町 和洋食レストラン
ABC-MART館林店 富士原町 靴 肉の原幾畜産 日向町 食肉・総菜 カレーハウスCOCO壱番屋館林国道122号店 小桑原町 カレー BAR PROCEED 本町三丁目 ショットバー
学生服のスズキ 本町一丁目 学生衣料 パティスリー　ア・ルーアン 西高根町 洋菓子・喫茶 川伊食堂　めん処川伊 高根町 うどん・そば HACHICAFE 緑町一丁目 カフェ
ガラージュ 富士見町 眼鏡 花山うどん 本町二丁目 うどん販売・飲食 川魚まちだ 西本町 うなぎ 八幡太郎 上赤生田町 和食
かわしま 緑町二丁目 衣服 ピザーラ館林店 本町四丁目 ピザ宅配 川魚やまだ 緑町一丁目 うなぎ ばらくら 日向町 バイキング
木村メガネ 緑町二丁目 眼鏡 平井米穀店 台宿町 米 川魚料理　せきぐち 当郷町 川魚料理 平野屋 緑町二丁目 ラーメン
くいーん 本町一丁目 婦人服 筆屋米穀店 本町四丁目 米 菊屋 北成島町 ラーメン・定食 平野屋そば店 本町四丁目 そば・うどん
クツの家しみず 西本町 靴 ふらっぐ 松原二丁目 パン・菓子 キッチン　カロリー 下早川田町 とんかつ ふかわ 本町一丁目 うなぎ
GRAND ZERO 城町 革製品 プレゼントシュクール 緑町二丁目 洋菓子製造販売 キッチン　松味 緑町二丁目 レストラン 福よし 緑町二丁目 とんかつ
小暮靴店 本町一丁目 靴 ベルボア 大手町 クレープ 牛角館林店 富士原町 焼肉 ふく屋食堂 諏訪町 ラーメン
サルビア 本町一丁目 婦人服 増田屋菓子店 台宿町 和菓子 串揚げ　かかし 緑町二丁目 串揚げ 富久屋食堂 大街道三丁目 ラーメン
しまや呉服店 仲町 呉服・ギフト 松原の片桐和菓子店 松原一丁目 和菓子 楠庵 楠町 うどん・そば 二葉鮨 本町二丁目 すし
東京西川チェーンスリーピア館林店 緑町二丁目 寝具 三桝屋總本店 本町一丁目 菓子・喫茶 KURAGE 仲町 居酒屋 プチレストラン花水木 当郷町 レストラン
富田屋産業 尾曳町 寝具 三桝家総本舗三の丸本店 本町三丁目 麦落雁・菓子 Ｋ＋ ＷＩＮＥ食堂 大手町 ワインバル プチレストランホルス 本町二丁目 レストラン
パシオス館林店 富士見町 衣料品 三桝家総本舗仲町店 仲町 麦落雁・菓子 元氣や 苗木町 うどん プティモール 近藤町 パスタ・カフェ
パジャマ屋さん　せきぐち 本町一丁目 衣料品 三桝屋總本店 堀工町 菓子 光楽 花山町 中華 Vegetable Café Mahaloha 本町二丁目 オーガニックカフェ
ファッション衣料さいこう 松原二丁目 婦人衣料 矢尾商店 仲町 食料品・酒・たばこ ごはん処　酒処　麗 緑町一丁目 居酒屋 政もと 緑町二丁目 寿司
プリンセス宝石 松原三丁目 ジュエリー 柳澤酒店 本町二丁目 飲料水・酒類 小町庭 松原三丁目 和食・居酒屋 松原街道 松原二丁目 カフェ
眼鏡市場館林店 松原一丁目 眼鏡・コンタクト・補聴器 山崎肉店 西本町 食肉・総菜 こんふぇると 新宿二丁目 和食 まゆ玉うどん　もり陣 堀工町 うどん
メガネのイタガキ　館林本店 緑町二丁目 眼鏡・補聴器 雪印メグミルク館林松原販売所早川牛乳店 松原一丁目 乳類 サボロザグリル 新宿一丁目 ブラジル料理 丸木屋 新宿一丁目 そば・うどん
メガネのミエール 本町一丁目 眼鏡 吉木堂 本町二丁目 和菓子・飯物 申子庵 野辺町 そば・うどん 丸徳寿司店 花山町 すし
メンズ・レディスOK 本町二丁目 メンズレディス洋品 吉沢商店 台宿町 米 自家焙煎珈琲　copicopi 新宿一丁目 カフェ 美鈴 大手町 居酒屋
夢小袖 松原一丁目 きもの・宝飾品 吉田園 本町四丁目 銘茶・海苔・茶道具 しげそば 堀工町 ラーメン むさし 緑町一丁目 居酒屋
洋服センター長谷川 緑町二丁目 衣料品 吉田養蜂園 北成島町 はちみつ 上海亭 台宿町 ラーメン 武蔵 大手町 居酒屋
洋服の青山　館林店 緑町二丁目 紳士服 両毛ヤクルト販売館林西センター 赤土町 飲料 sugar hill café 花山町 カフェ めだか 高根町 やきそば
ヨネザワヤ時計店 本町二丁目 時計・眼鏡 両毛ヤクルト販売館林東センター 松原三丁目 飲料 酒菜　時屋 緑町一丁目 居酒屋 麺屋かねき 松原二丁目 ラーメン

Yショップ館林大島店小林商店 大島町 食料品・日用品 瞬とぴぃぷる 城町 居酒屋 麺屋ざくろ 大谷町 ラーメン

【家具・家電】 13店 和田商店 千代田町 菓子・玩具 ジョイハウス桃林 本町三丁目 中国料理レストラン 麺や手ごね竹 広内町 ラーメン

店名 町名 主な取扱内容 渡辺精肉店 美園町 食肉・総菜 昇風 本町三丁目 和食 モスバーガー館林店 松原一丁目 ファストフード

あおきでんき 朝日町 家電 和菓子さのや 西本町 和菓子 食堂銀 細内町 食堂 持ち帰りトトロ 仲町 焼きそば
岩田電気商会 赤生田本町 家電 茶房鎌倉天心 新宿一丁目 レストラン もりんじ亭 堀工町 ラーメン
ウイスタふじくら　館林店 諏訪町 家電 しゃぶしゃぶ　すきやき　舟木亭 本町二丁目 しゃぶしゃぶ・すきやき やきとり　けいすけ 西本町 やきとり
映音電化 西高根町 家電 酒菜　杏 本町一丁目 居酒屋 やきとり道場 本町二丁目 居酒屋

オオハシ電気 木戸町 家電販売・電気工事 【飲食店】 179店 旬彩和酒　ふうりん 大手町 居酒屋 焼肉　東海苑 栄町 焼肉

家具プラザIWATAYA 本町四丁目 家具 店名 町名 主な取扱内容 食堂　一本杉 東広内町 食堂 焼肉＆ホルモン　なおひで　館林店 富士原町 焼肉

キクチデンキ 松原二丁目 家電 青竹手打ちラーメン　夢現 緑町一丁目 ラーメン 鯱家 青柳町 居酒屋 焼肉南大門 美園町 焼肉
小松電機 緑町二丁目 家電 味彩 西本町 中華 白木屋　館林東口駅前店 本町二丁目 居酒屋 ヤギヤ 大手町 かき氷・たい焼き
柴崎電機 本町一丁目 家電販売・修理 居酒屋　なかよし 本町一丁目 居酒屋 城町食堂 城町 レストラン 安兵衛寿司 栄町 すし
すまいる電機アオノ 赤生田本町 家電 居酒屋ばさら 新宿一丁目 居酒屋 寿し昌 緑町二丁目 寿司 山源 朝日町 すし・海鮮料理
タキグチデンキ 松原一丁目 家電 居酒屋東 大手町 居酒屋 すし勝 大手町 レストラン 洋食美延 大手町 洋食
根岸の家具 松原一丁目 家具 居酒屋　喜家武里 尾曳町 居酒屋 寿司工房　空 広内町 寿司 吉川 本町二丁目 レストラン
ヤマダデンキテックランド館林店 瀬戸谷町 家電 居酒屋　卓味 美園町 居酒屋 鮨大将 栄町 すし らーめん一心亭 楠町 ラーメン

いっちょう館林店 羽附町 居酒屋 すし処　ゆきむら 美園町 すし ラーメンカン 羽附町 ラーメン
魚たけ 西本町 うなぎ すしと日本料理　ぎんざ 千代田町 寿司 ラーメンたじま 高根町 ラーメン

【飲食料品】 58店 魚玉 下三林町 うなぎ 寿々や 大谷町 ラーメン ラーメン民ちゃん 本町二丁目 ラーメン

店名 町名 主な取扱内容 魚又 日向町 川魚料理 すたみな太郎館林店 羽附町 食べ放題 ラーメン厨房　ぽれぽれ 緑町一丁目 ラーメン

アトリエ・ペイサージュ 花山町 洋菓子 UDON BISTRO 千代田饂飩 羽附旭町 うどん ステーキ宮館林店 松原一丁目 ステーキ ラーメンひろたや 足次町 ラーメン
阿良川酒店 台宿町 酒類 ｅｍｉｌｅ 日向町 レストラン 星好寿し 南美園町 寿司 らーめん布袋 羽附町 ラーメン
石井精肉店 大手町 食肉・総菜 恵比寿屋 本町一丁目 そば 青磁 松原一丁目 焼肉 らーめん竹三 緑町一丁目 ラーメン
石山精肉店 本町一丁目 食肉・総菜 大阪王将館林新宿店 新宿一丁目 中華 仙人 成島町 ラーメン 龍鳳 松原一丁目 中華
伊勢屋本店 本町二丁目 生菓子 大むら 西高根町 生そば そば工房　風車 東広内町 そば 料亭　第五 本町三丁目 料亭
岩田屋商店 本町四丁目 青果 お好み焼ふれんど 堀工町 お好み焼 そば処　山都 大谷町 そば レストラン　TSUKSASA 緑町二丁目 フレンチ
近江屋肉店 大街道一丁目 食肉・総菜 おしどり 富士原町 居酒屋 大陸食道館林店 上赤生田町 焼肉 レストラン　つかさ（本店） 本町四丁目 和食
大久保養鶏場 花山町 卵・鶏肉 御食事処　朱鷺 成島町 和食 台湾屋台　蔡の店 本町二丁目 台湾料理 レストラン　とおち 富士原町 レストラン
大島まんじゅう屋 赤生田町 菓子 御食事処　恵びす 赤土町 食堂 タッカンマリ　愛 緑町一丁目 韓国料理 レストラン　トロアの森 苗木町 イタリアン
岡部商店 新宿一丁目 米 オステリア　ヴィバーチェ 尾曳町 イタリアン 炭たか炭 大手町 居酒屋 レストラン　ミコノス 大谷町 レストラン
奥村酒店 本町二丁目 酒類 おでん処よねや 朝日町 居酒屋 チャイニーズレストラン　つたや 松原一丁目 中華 ローゼン 大街道一丁目 コーヒー・米・たばこ
菓子工房アンソレイユ 岡野町 菓子 おでん処よねや　館林西口店 栄町 居酒屋 茶楽 千代田町 居酒屋 ろばた焼河しま 松原三丁目 居酒屋
金井養蜂園 木戸町 はちみつ おもてなし　えんや 上三林町 喫茶店 長楽 近藤町 ラーメン ロマンチック街道　館林店 北成島町 レストラン
きむらや 羽附町 菓子 おおぎやラーメン館林店 美園町 ラーメン ティーハウス可琴庵 花山町 喫茶・紅茶専門店 若菜寿司 緑町二丁目 すし
晃明堂 緑町一丁目 和菓子 CARTER　CAFE  ＆ BAR 松原一丁目 カフェ・バー dizzy 台宿町 レストラン・喫茶 和食ダイニングバー　武田や 足次町 居酒屋
酒のぎょうだ館林店 松原二丁目 酒類 海鮮居酒屋どんさん亭館林店 松原一丁目 居酒屋 手打玄蕎麦　ことぶき 日向町 蕎麦 和食亭ひふみ 松原二丁目 和食
酒の中村 下早川田町 酒類 角初そば店 西本町 そば 手打ちラーメン金正 東美園町 ラーメン 和処おれんじ 本町四丁目 居酒屋
島田屋酒店 赤生田町 酒類 がってん寿司　館林店 小桑原町 寿司 手ぶちめんこ　一升や 当郷町 そば・うどん 和風レストラン　鼎 朝日町 和食
シャトレーゼ　館林店 朝日町 菓子 かつはな亭　館林店 花山町 とんかつ てんぷら　天蝶 緑町二丁目 天ぷら 和風レストラン　とんち 緑町二丁目 レストラン
青果センターいいむら 本町二丁目 青果 Caffe＆Dining A 緑町二丁目 イタリアン てんや　群馬館林店 美園町 和食 和風レストラン次郎 高根町 レストラン
田月堂 仲町 和菓子 割烹ひじり寿司 若宮町 寿司 とりそめ 本町二丁目 焼鳥・居酒屋
館林うどん 本町三丁目 うどん販売・飲食 かつや　群馬館林店 緑町二丁目 とんかつ とんかつ　かつ將 富士原町 とんかつ
田中菓子店館林店 近藤町 和菓子 かなで商店 小桑原町 ラーメン とんかつ工房　勝作 苗木町 とんかつ
チャチャぷぅま 小桑原町 パン カフェ　プラーナ 東美園町 カフェ とんかつ堀越 細内町 とんかつ 館林市金券取扱登録
とみおか 本町二丁目 食料品 釜めし　麦 仲町 居酒屋 とんぼ 美園町 和食 [作成] 館林市商工課商業振興係
登利平館林店 富士見町 弁当・焼鳥 割烹　神谷 美園町 日本料理 ニューミヤコホテル　KANRIN CAFE 城町 カフェ ℡０２７６－４７－５１４７（ダイヤルイン）

◆登録店は変更になる場合がありますので、最新の情報は商工課にお問合せください。
　市ホームページにも掲載してあります。



取扱登録店一覧（50音順）　2022.7.11現在 539店

【園芸・農業用品・燃料】 18店 【アゼリアモール】（楠町） 77店 【アゼリアモール】（楠町） 77店 【自動車・自転車】 17店
店名 町名 主な取扱内容 店名 主な取扱内容 店名 主な取扱内容 店名 町名 主な取扱内容

フラワーショップUSHIKUBO 緑町一丁目 生花 AVENUE レディス 原宿カーネット 軽＆コンパクトカー 山陽自動車 青柳町 自動車整備・販売
柿沼油店 大島町 ガソリンスタンド ALPASSO レディス メンズサロン　ビサイド 理容院 タイヤ市場　館林店 緑町二丁目 タイヤ・ホイール
岐阜屋種苗店 緑町二丁目 種苗 M2 レディス ファンタジーランド　ガルー アミューズメント タイヤ館館林 赤生田町 カー用品販売・車検
コメリハードアンドグリーン館林北店 岡野町 園芸・農業用品・日用品 CATS レディス ホワイト急便 クリーニング 館林鈑金塗装 富士原町 自動車鈑金塗装
坂徳園芸 羽附町 園芸・生花 Ｇｒｅｅｎ Parks fuuwa レディス 原口電装サービス 美園町 自動車電装整備・販売修理
佐取生花店 仲町 生花 クールカレアン レディス Volkswagen館林 松原三丁目 自動車

フラワーショップサン・ジョルディー 新宿一丁目 生花 Coco Cuore レディス 【薬局・ドラッグストア】 32店 富士スバル館林店 松原三丁目 自動車販売・修理

大丸屋石油店 大街道一丁目 ガソリンスタンド costa レディス 店名 町名 主な取扱内容 松島モータース 大島町 自動車整備・販売

タカセ 緑町二丁目 農・産業機械機具販売修理 コナカ 紳士服 ウエルシア館林アクロス店 近藤町 ドラッグストア 宮自動車 赤生田本町 自動車
館林液化ガス 新宿一丁目 燃料・器具 COMME CA ISM レディス・メンズ・キッズ ウエルシア館林大街道店 大街道一丁目 ドラッグストア
館林フラワーセンター 松原一丁目 生花・園芸用品 さが美 きもの・宝飾の販売 ウエルシア館林松原店 松原二丁目 ドラッグストア

フラワーショップ花もり 緑町二丁目 生花 SHOE PLAZA 靴 カトレア薬局 本町一丁目 薬 【美容・理容】 36店
伴場商事 本町二丁目 燃料 T's ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ レディス カワチ薬品　館林北店 岡野町 ドラッグストア 店名 町名 主な取扱内容

山田農機具店 西本町 農業機械 西松屋アゼリアモール店 マタニティ・ベビー カワチ薬品館林東店 楠町 ドラッグストア あけぼの美容室 広内町 美容業
両毛丸善セルフ瀬戸谷 朝日町 ガソリンスタンド Honeys レディス 菊池薬局 大手町 薬 cut factory A's 大谷町 理容業
両毛丸善館林青柳給油所 青柳町 ガソリンスタンド アウトレット＆セレクト　バルバリ レディス クスリのアオキ瀬戸谷店 瀬戸谷町 ドラッグストア カットスペース　いいづか 北成島町 理容業
両毛丸善館林成島給油所 大谷町 ガソリンスタンド ベルーナ レディス クスリのアオキ館林栄町店 栄町 ドラッグストア 井岡理容室 大手町 理容業
両毛丸善館林松原給油所 松原二丁目 ガソリンスタンド マミーリブレ レディス クスリのアオキ花山店 花山町 ドラッグストア カットサロン追分 大谷町 理容業

MARUKIN レディス クスリのアオキ美園町 美園町 ドラッグストア Hair salon VIARS 花山町 美容業

【コンビニエンスストア】 22店 MILAN 靴 クリエイトエスディー館林広内 広内町 ドラッグストア 美容室ウェイヴ 本町二丁目 美容業

店名 町名 Many アパレル 白井薬局仲町店 仲町 薬 hair atelier *tass* 本町二丁目 美容業

セブンイレブン館林赤生田町店 赤生田町 rise レディス 新成・新井薬局 松原一丁目 薬 脱毛専門サロンｅｌｉｘｉｒ 緑町二丁目 エステ
セブンイレブン館林大島町店 大島町 LAPIS レディス スギドラッグ館林店 朝日町 ドラッグストア エンドウ美容室 松沼町 美容業
セブンイレブン館林岡野町店 岡野町 ワコールショップ　みず志ま ランジェリーショップ そうごう薬局城町店 城町 薬 Oasis 大手町 まつ毛エクステ・ネイル
セブンイレブン館林近藤町店 近藤町 AZALEA CYCLE サイクル用品 そうごう薬局館林店 富士見町 薬 奥山理容室 栄町 理容業
セブンイレブン館林栄町店 栄町 AZALEA SPORTS スポーツ用品 竹森薬局 本町二丁目 薬 カトレア美容室 富士見町 美容業
セブンイレブン館林下三林店 下三林町 上野文具 文具・雑貨・印鑑 竹森薬局成島支店 成島町 薬 キャノン美容室 本町二丁目 美容業
セブンイレブン館林城町店 城町 エスポワール草苅 化粧品 ドラッグセイムス館林北店 朝日町 ドラッグストア ZOOT BEAUTY VERSATILE 本町一丁目 美容業
セブンイレブン館林台宿町店 台宿町 カンガルー堂 カバン販売 ドラッグセイムス館林店 緑町二丁目 ドラッグストア 立沢理容 大谷町 理容業
セブンイレブン館林高根町店 高根町 K-factory ファッション小物 ドラッグセイムス館林成島店 大谷町 ドラッグストア Tiara kobayashi 本町二丁目 美容業
セブンイレブン館林多々良沼店 北成島町 ケーヨーデイツー ホームセンター ドラッグセイムス館林美園店 美園町 ドラッグストア ヘアーサロンナカムラ 本町一丁目 理容業
セブンイレブン館林バイパス店 東広内町 ザ・ダイソー バラエティショップ ドラッグセイムス館林南店 諏訪町 ドラッグストア ナワ美容室 栄町 美容業
セブンイレブン館林羽附町店 羽附町 中央コンタクト コンタクトレンズ販売 ふぁいん薬局 楠町 薬 ハート美容室 南美園町 美容業
セブンイレブン館林本町店 本町四丁目 Nima ペルシャ絨毯 ふぁいん薬局　北成島 北成島町 薬 パルファン美容室　本町店 本町四丁目 美容業
セブンイレブン館林本町２丁目店 本町二丁目 パピンズ インテリア雑貨・生活雑貨 ファイン薬局　北成島Ⅱ 北成島町 薬 パルファン美容室　松原店 松原一丁目 美容業
セブンイレブン館林美園町店 美園町 ハンドメイド　HAPPY 洋服・ファッショングッズ ドラッグ　ファインⅡ 松原二丁目 薬 理容ヒラタ 足次町 理容業
セブンイレブン館林三野谷店 上三林町 パティズ バラエティ＆ファンシー雑貨 ファイン薬局　成島 成島町 薬 HIRO美容室 松原一丁目 美容業
セブンイレブン館林茂林寺駅前店 堀工町 PARIS MIKI 眼鏡・補聴器 ファイン薬局　花山 花山町 薬 福田理容所 本町二丁目 理容業
デイリーヤマザキ館林楠店 楠町 物産コーナー ぐんまちゃん・ぽんちゃんグッズ ファイン薬局　松原 松原二丁目 薬 ｂｒｉｄｅ 本町一丁目 美容業
ファミリーマート館林大街道店 大街道三丁目 マツモトキヨシ ドラッグストア ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ館林富士見町店 富士見町 ドラッグストア Plum Garden 本町二丁目 美容業
ファミリーマート館林本町四丁目店 本町四丁目 三越　館林 百貨店 プリマドンナ 大街道一丁目 美容業
ミニストップ館林赤土町店 赤土町 宮脇書店 書籍・文具・CD・DVD ブロックエム・美容室 富士見町 美容業

ミニストップ館林近藤町店 近藤町 ミルフローラ ジュエリー 【建設・サービス　等】 18店 理容まつしま 加法師町 理容業

【日用品・書籍・趣味・印刷】 28店 MONSAC バッグ・カバン 店名 町名 主な取扱内容 マノ美容室 富士原町 美容業

店名 町名 主な取扱内容 いきなり！ステーキ ステーキ・ハンバーグ アイ・アカデミー 本町二丁目 塾・パソコン ムラタ理容室 東美園町 理容業

アカサカストアー 新宿一丁目 瀬戸物・雑貨 伊藤園 お茶 アイ住研 小桑原町 建設業 private hair salon ゆいっと 栄町 美容業
オトワ楽器 本町二丁目 楽器・楽譜 銀座コージーコーナー ケーキ・洋菓子 荒井建設 大谷町 総合建設業 Ｌｉｃｃａ 美園町 マツエク、まつ毛カール、ネイル

おのざと 本町一丁目 手芸材料 香月 弁当・惣菜 オフハウス館林店 近藤町 古着・中古家具 レ・リヤン・ファミレオ 高根町 美容業
カドスズ化粧品店 本町一丁目 化粧品 ごはんCafé四六時中 レストラン カワタジュウケン 青柳町 建設工事業 ロマン美容室 新宿一丁目 美容業
カンセキ館林店 緑町二丁目 ホームセンター 佐野らーめん　独楽 らーめん・餃子 銀座ハリ・リフレ 本町二丁目 ハリ・エステ・マッサージ

ぐるぐる大帝国館林店 富士原町 リサイクル品 Jerrys popcorn ポップコーン 泉房 北成島町 公衆浴場

コーセンドー 日向町 印刷業 漬物処　すはまや お漬物・おまんじゅう 高橋建築 苗木町 建築業 【スーパー】 7店
坂上写場 城町 写真館 蛸屋 和菓子 館林市観光協会 城町 ぽんちゃんグッズ 店名 町名

坂田金物店・館林ロックセンター 本町三丁目 金物販売・錠前工事 TULLY'S COFFEE コーヒーショップ 館林ヒルズホテル 仲町 宿泊業 アジュールケンゾー 松原二丁目
sweet leaf 緑町二丁目 化粧品 たんぽぽ亭 寿司・惣菜 土田クリーニング商会 大手町 クリーニング カスミ館林店 新宿一丁目
せきいストア 本町一丁目 日用品 中華屋　貴まる ラーメン・餃子 つつじ観光バス 本町三丁目 タクシー・貸切バス トライアル館林小桑原店 小桑原町
ダイソー館林店 松原一丁目 １００円ショップ とんかつ新宿さぼてん 揚げ物・弁当 東武トップツアーズ　館林駅支店 本町二丁目 旅行業 とりせん朝日町店 朝日町
タキスポーツ館林店 栄町 スポーツ用品 乃が美　はなれ 高級「生食パン」 バージョンアップ 羽附町 教育・カルチャー とりせん成島店 北成島町
タナカヤ 本町一丁目 手芸材料 バタチキ カレー・タンドリーチキン 原幸建設株式会社 日向町 総合建設業 とりせん富士見町店 富士見町
T・Sスポーツ 本町四丁目 スポーツ用品 定食屋　花 定食 ふじうららカウンセリングルーム 富士原町 ハリ・マッサージ ベルク館林大街道店 大街道一丁目
ビバホーム館林店 高根町 ホームセンター 花山うどん 麺類の販売 フレンドリークリーニングつちだ 松原二丁目 クリーニング
ひめや化粧品店 本町二丁目 化粧品 ファゼンダ コーヒーショップ マツシマコーポレーション 本町一丁目 介護事業

ファイン　ゴルフ 諏訪町 ゴルフ用品 マクドナルド ファストフード 【邑楽館林農業協同組合(JA)】 6店
フタバフォトスタジオ 緑町一丁目 写真館 めっちゃバナナ バナナジュース 【自動車・自転車】 17店 店名 町名 主な取扱内容

文真堂書店小桑原店 小桑原町 書籍 めん小町 うどん・そば 店名 町名 主な取扱内容 ＪＡ赤羽支所 赤生田町 総合農協

ホトヤカメラ 本町二丁目 写真 YAOKO スーパーマーケット イエローハット館林店 松原三丁目 自動車整備・販売 ＪＡ多々良支所 高根町 総合農協
マシモ 緑町二丁目 日用品 Rainbow Hat スイーツ・クレープ オートアールズ館林インター店 上赤生田町 自動車整備・カー用品 ＪＡ農産物直売所ぽんぽこ 楠町 直売所
松島紙店 緑町二丁目 文具・事務用品 リンガーハット 長崎ちゃんぽん・皿うどん オートバックス館林諏訪町店 諏訪町 カー用品・自動車整備 ＪＡ本所 赤生田町 総合農協
みくに書房 緑町二丁目 書籍 オアシス リラクゼーションマッサージ カマツカ自動車 青柳町 自動車整備・販売 ＪＡ三野谷支所 上三林町 総合農協
三田三昭堂 本町三丁目 事務用品 げんき堂整骨院 整骨院・鍼灸院 群馬三菱自動車販売 富士原町 自動車 ＪＡ六郷支所 新宿二丁目 総合農協
山崎新聞店 千代田町 新聞 サンリフォーム 洋服お直し コクピット館林 赤生田町 カー用品・自動車整備

文具やまもと 本町四丁目 事務機・事務用品 skip！ 美容室 サークルコーポレーション 富士原町 自動車整備販売
和田スポーツ 赤土町 スポーツ用品 スタジオアリス こども写真スタジオ サイクルショップモリタ 新宿一丁目 自転車販売・修理

◆登録店は変更になる場合がありますので、最新の情報は商工課にお問合せください。
　市ホームページにも掲載してあります。


