
R4.4.8時点

No 施設名 代表者 所在地 電話番号 業種

1 上信ハイヤー㈱安中営業所 高橋　正昇 安中2-10-7 027-322-7854 タクシー業

2 ろしなん亭 清水　角栄 安中2341-1 027-382-8681 居酒屋

3 わらじ 櫻井　郁也 安中2347-2 027-382-0958 菓子製造販売業

4 (有)丸田屋総本店 田村　昌義 安中2-5-6 027-381-3355 菓子製造販売業

5 安中タクシー㈱ 大竹　弘江 安中3-12-13 027-381-0470 タクシー業

6 高嶋屋 高島　修 安中3-12-15 027-381-1616 飲食業

7 八百万商店 荻原　昌弘 安中3-16-1 027-381-0278 小売業

8 荒木屋 荒木　康弘 安中3-18-11 027-381-0443 飲食業

9 ビストロらかん亭 小林　正行 安中3870-1 027-382-5310 飲食業

10 セブンイレブン　安中バイパス店 織茂　尚人 安中4-12-5 027-381-0818 コンビニエンスストア

11 THE　RAYSUM　クラブハウス　レストラン 松原　反和 安中5853 027-382-5151 飲食業

12 THE　RAYSUM　　カフェテリア 松原　反和 安中5853 027-382-5151 飲食業

13 THE　RAYSUM　馨花　 柳澤　径子 安中5853 027-382-5151 エステサロン

14 THE　RAYSUM　ショップ 小板橋　裕美 安中5853 027-382-5151 小売業

15 セブンイレブン　安中磯部温泉入口店 竹田　紀文 郷原192-1 027-384-1558 コンビニエンスストア

16 関東養蜂園 須賀　尚俊 郷原2345 027-385-7650 養蜂業（小売業）

17 菓舗たむら 田村　光三 郷原255-2 027-385-6120 菓子製造販売業

18 グルマンディーズ 本多　真哉 原市1378-2 027-385-0587 洋菓子製造販売業

19 セブンイレブン　安中原市店 竹田　紀文 原市1403-1 027-384-1171 コンビニエンスストア

20 仲間家 池島　成憲 原市3-3-20 027-385-6633 飲食業

21 いちよし 茂木　良充 原市356 027-382-6478 飲食業

22 知味飯店 今井　昭男 原市395 027-382-0823 飲食業

23 せきぐちの磯部煎餅売店 静　朋人 原市587-1 027-382-0730 小売業

24 山形屋 井上　和悦 簗瀬70 027-385-6658 飲食業

25 HOME　BASE　DRINK　STATION 上原　朋佳 磯部1-17-7 080-3386-7600 飲食業

26 舌切雀のお宿　ホテル磯部ガーデン 櫻井　太作 磯部1-12-5 027-385-0085 売店

27 梅泉堂 田中　寿美子 磯部1-12-8 027-385-6208 小売業

28 名月堂 櫻井　恒雄 磯部1-13-3 027-385-6127 菓子製造販売業

29 松風堂 原田　正信 磯部1-13-5 027-385-7023 製菓業

30 栄泉堂 関口　秀男 磯部1-13-8 027-385-6122 小売業

31 高野酒店 高野　幸雄 磯部1-14-23 027-385-6404 小売業

32 いまい食堂 今井　清勝 磯部1-16-11 027-385-6752 飲食業

33 hitoritoiro.cafe 依田　沙希 磯部1-165-1 027-381-8890 飲食業

34 構内タクシー　磯部営業所 野口　弘之 磯部1-17-4 027-385-6850 タクシー業

35 多胡洋品店 多胡　好之 磯部1-17-9 027-385-6917 婦人服・洋品雑貨販売業

36 金鳳堂 新津　勇 磯部1-19-1 027-385-6209 小売業

37 西洋亭 櫻井　太作 磯部1-6-5 027-385-0085 飲食業

38 (有)大手製菓 大手　貴博 磯部1-6-9 027-385-6224 菓子製造販売業

39 あいさい直売所 岡部　雅彦 磯部3-1157 027-385-5857 直売所

40 居酒屋　さんぽう 髙橋　良平 磯部3-2-6 090-6177-8763 飲食業

41 恵みの湯 松岡　宏 磯部3-3-41 027-385-1126 日帰り温泉

42 お菓子のゆもと 湯本　明 磯部3-5-4 080-8645-3287 菓子製造販売業

43 セブンイレブン　安中磯部４丁目店 塩原　勇人 磯部4-5-7 027-384-1855 コンビニエンスストア

44 薬膳　あんかけ焼そば　富ちゃん 富澤　孝一 大竹1243-1 027-382-7637 飲食業

45 セブンイレブン　安中岩井店 増田　達朗 岩井611-2 027-381-0770 コンビニエンスストア

46 レストラン　キャラウェイ 小林　秀平 板鼻180-1 027-382-3137 飲食業

47 自性寺焼　里秋窯 青木　昇 下秋間4670-1 027-382-5560 陶器製造販売業

48 銘菓の老舗　たわらや 小黒　雅史 松井田町松井田282-4 027-393-3341 和菓子製造販売業

49 焼肉　白雲亭 萩原　重利 松井田町松井田503 027-393-4788 飲食業

50 すかや松井田店 河合　賢一 松井田町新堀1462-2 027-393-0133 飲食業

51 碓氷製糸株式会社 高木　賢 松井田町新堀甲909 027-393-1101 製糸業（小売業）
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52 荻野屋　横川店 笹井　賢二 松井田町横川297-1 027-395-2431 飲食業

53 松一 柴﨑　耐子 松井田町横川394 027-395-2315 飲食業

54 荻野屋　本店 白石　英雄 松井田町横川399 027-395-2311 飲食業

55 碓氷峠鉄道文化むら 中島　吉久 松井田町横川407-16 027-380-4163 鉄道テーマパーク

56 碓日のお宿　東京屋 竹馬　君子 松井田町横川443-6 027-395-2157 売店

57 碓氷峠のまゆっ娘 役黛　紀昭 松井田町五料654-1 027-393-4657 小売業

58 峠の湯　碓氷峠の森公園交流館 中島　吉久 松井田町坂本1222 027-380-4000 日帰り温泉

59 森の雑貨屋　コロボックリ 小栗　弘人 松井田町坂本1673 027-395-3298 飲食業

60 COFFEE　HOUSE　MINI　MINI 小栗　榮子 松井田町坂本1673 027-395-3298 飲食業

61 居酒屋　酒楽 山本　秀秋 松井田町人見746-1 027-393-1387 飲食業

62 ゲストイン八城の杜 中山　久美子 松井田町八城1559-6 027-393-4771 小売業（土産物売店）

63 熱海倶楽部東軽井沢ゴルフコース 中西　宏之 松井田町土塩2934 027-393-2222 ゴルフ場


