太 田 市 金 券 取 扱 加 盟 店 一 覧 表
（更新日：令和元年７月２９日）

ーツ、みねざき酒店、村山包装、眼鏡市場太田新井町店、眼鏡市場太田小舞木店、メガネの板垣、メガネの
パリミキ太田本店、森田園芸、矢島商店、大和屋太田新井店、有楽被服、横塚表具店、両毛ヤクルト販売太

※金券で公共料金や税金の支払いはできません。

田中央センター、ルミエール、ワークマン太田新井店、渡辺隆盛堂

※金券で購入できない商品がありますので、お店でご確認ください。

＜沢野地区＞
赤石支店、赤石商店、赤澤商会、ＡＰＰＥＡＬ、アベイル福沢ＦＭ店、イトイラフィン新井店、うえはら酒

●小 規 模 小 売 店 舗 （ 食 料 品 ・ お 菓 子 ・ 衣 料 品 ・ 眼 鏡 ・ 花 ・ 雑 貨 等 ）
＜太田地区＞

店、遠藤ふとん店、大橋精肉店、オナイ作業服、お肉屋さんおおたや、かぎ工房、金井製菓所、金谷酒店、

相崎商店、アイペットサロン、青柳西本町店、秋又商店、秋山自転車店、アヅマ補聴器センター太田支店、

シービーエス、品田酒店、シマダスタジオ、清水や商店、シャンブル福沢ＦＭ店、ショーワ洋行、ストロン

阿部洋品店、雨笠靴店、アルス楽器、アルファ、アンタレス・メガネ、イノセ宝石貴金属、今井、岩田米穀

グ商会、大精肉店、田村製菓舗、東毛米穀、ながさわ衣料品店、中屋洋品店、ＨＥＬＬＯ ＭＡＲＫＥＴ、

店、ＳＳカメラ店、エレナ、近江園、大井洋服店、大川洋服店、太田運動具商組合、太田マシンサービス、

プチフラワーふじ、ブティック上州っ子、増田屋、ヨシカワスポーツ、リラクゼーションサロンジャスミン

太田屋本店、おかしやさん太田店、オジーズ、小平釣具店、金子九一郎商店、神岡商店、カワムラ、元祖呑

＜韮川地区＞

龍山田屋本店、神藤模型店、喜多製菓舗、木村化粧品店、木村時計店、きりや商店、クチュール中澤、栗原

天笠、ＡＢＣマート、エンドウ、大関商店、小川製菓舗、鹿山靴店、川田食料品店、小林商店、酒井酒店、

絲店、栗原商事㈲、小林メガネ店、小堀化粧品、五味田園、サイクルショップカネダ、サイクルショップ玉

サラダ館太田韮川店、サンメディカルケア、スワップミート、高田食料品店、太刀川酒店、田中菓子店、ト

手、坂本商会、さがら屋、桜井製菓舗、サハラ洋服店、サンコーカメラ、島岡酒舗、清水合カギ金物店、霜

ップス、ながくら酒店、永島輪業商会、中村酒店、中村新二商店、長山米穀店、野村精肉店、橋本無線、福

田商店、シモヤマ、ジュエリーコイヌマ、集華堂、新虎、鈴木楽器、スポーツショップＯＴＫ、スワンベー

田米穀店、細堀米穀店、宮本商店、モントイズ太田店、読売新聞太田韮川、渡辺食品、和洋菓子あんどう

カリー太田店、関口商店、大門生花店、高川写真館、高砂印刷、高田屋製麺所、たかのチェーン太田店、タ

＜鳥之郷地区＞

キスポーツ、田口商店、竹川米店、竹乃園、竹屋呉服店、田中帽子店、塚越商店、テーラー岡、トップスポ

あしたば会、石川商店、今井酒造店、大島商店、太田魚菜商業協同組合、学生服ゴリラ、北沢商店、しまむ

ーツ、富岡商店、直井写真館、中澤酒店、中政商店、那須家、なだや、日華堂、新田製パン、野沢屋本店、

ら城西の杜店、スーパーおおや、スーパー高畑、ふじ屋衣料品店、フランス菓子工房プルミエ、武藤商店、

はきものいざわ、ハセガワ、パッケージプラザヤマモト、花一、花よ志、ハルキ、バリエ、ひまわり、平川

吉田洋品店、ワークマン太田鳥山店

ミシン商会、ファミリースポーツ太田店、ブティックビン、ブティックミワ、平安印章、マイピア、まちな

＜強戸地区＞

か交流館くらっせ、松本写真館、豆屋、丸中屋、万徳、日本料理みちくさ、みどりや、峯岸大和屋、峰崎商

赤堀化粧品店、阿久津商店、アナハラ文具、魚ふじ、魚ふね、金井商店、木暮酒店、サカモトスポーツ

店、夢眠、メガネフレンド、森生花店、八百角商店、山口太鼓店、やまさ、ヤマサ宝石、ヤマザキショップ

しのだフォト、清水商店、テーラーサイトウ、内藤商会、中里輪業、中村ふとん店、富士園、ふじ呉服店、

太田市役所店、山本農機販売、横山呉服店、吉田食品、吉田時計店、吉野屋、両毛補聴器センター、ロア・

吉田商店

ナカムラ、ワコールショップローゼ、渡辺肥料店、和洋菓子はせ川

＜休泊地区＞

＜九合地区＞

金田商店、上村酒店、管野新聞店、くまいど、小池食料品店、小久保商店、小林商店、さかいわ、坂本米店、

あぶらや、有坂商店、大川化粧品店、小沼屋本店、小林正本商店、コバヤライフ、小堀ふとん店、近藤商店、

ＩＣＩ石井スポーツ、アントレ、イトイ本店、伊藤米菓、岩瀬酒店、越中園、ＡＢＣマートパワーモール太

しげや食料品店、ショッピングセンターさいとう、辻屋、ＴＯＭＹ-ＯＮＥ、ホビーショップペアーハンズ、

田店、太田マロニエ、オープンフレッシュベーカリーダス・メール、岡田商店（小舞木町）、岡田商店（飯

ポーラ化粧品、ムトウスポーツ、竜舞カメラ

塚町）、川原一郎商店、キタムラ太田店、キタムラスタジオマリオ太田店、キック・オフ、木村精肉店（小

＜宝泉地区＞

舞木町）、木村精肉店（東別所町）
、桐山刃物店、ぐんらく、Ｋコーポレーション、小松原ストア、コムロ楽
器、篠崎衣裳店、清水写真館、下山、ジャパン・ビジネス・システム、シューマート太田店、十万石ふくさ
や太田店、上州屋新太田店、松竹園、新響無線、紳士服アベ太田店、関口新聞店、高尾自転車店、大昭興産、
司屋中村酒店、塚原商店、つるやゴルフ太田店、東毛部品ロックセンター、ドコモショップ太田中央店、ド
コモショップ太田南店、永井酒店、中屋鋸刃物、ニューキッチン、野本酒店、バイクアンドサイクルコバヤ
シ、梅林堂太田店、橋本絞店、パシオス太田東矢島店、鳩田商事、花のこばやし、ハンコステーション太田
市役所前店、ピザーラ太田店、ＶＩＶＯ小林、ひらのや寝具店、ファイテンケアステーション太田店、ファ
ースト畠山、フォーエル太田店、フラワーデザインショップヤマキ、平安堂、べるバラ、ボンドール太田店、
マエハラスポーツ、マックハウス太田小舞木店、マツモトフード、マルエス眼鏡院、ミカサ無線、三星スポ

赤石酒店、秋山商店、大澤屋商店、尾内洋品店、カネシン青果、かむらストア、グランパ、児玉酒店、小林
商店、サイクルプラザたむら、㈱ザ・米や、島岡酒造、しまむら下田島店、スーパー魚しろ、スポーツカネ
コ、関口酒店、天然雑貨屋ヒノデカニ商店、ドコモショップ太田店、長倉屋酒店、長谷川米店、はせがわ生
花店、フードセンターあぞう、マーメイド、町田園、モア・ダイアナ群馬、ヤクルト太田宝泉サービスセン
ター、リビングショップにいじま、ル・クレール、ディスカウントストアトライアル太田由良店

＜毛里田地区＞

ニング+バーラザルダザル、ダニエルハウス、中華料理幸蘭、手打ちらーめん麺之介、とちぎ屋、トラット

一ノ瀬商店、魚八津久井商店、おおたファミリーサポートセンター、小野商店、木村屋釣具店、栗原医療

リアミスト、どんぐり、ナポリの食卓太田店、ふぁいんてーぶる、ビアバーブレイク、ビステッカ BUN、ピ

器械店、群馬商行、湖森食品、坂本商店、笹川輪業、十一屋蝋山商店、スモールワールドしんどう毛里田店、

リカ新井店、賓館、福福屋太田南口駅前店、フライングガーデン太田店、プリマベーラ、弁慶鮨、ポワッソ

ソニック（株）たべたストア、ナガシマ茶業、なかむら丸山店、根岸商店、花日記、フォレストコーポレー

ンルージュ、美川、みよし食堂、めだか寿司、やきとり道ちゃん、焼肉東海苑、焼肉とうげん、焼肉レスト

ション、まつばや、丸石食品、村山酒店

ラン青磁太田店、安べえ寿司、吉野家太田店、萬家飯田店、ルビー

＜尾島地区＞

レストラン風月、わらやき屋よるべ

アライカメラ、道の駅おおた、江波商店、おかの、金井時計店、金谷呉服店、寿屋酒店、小堀商店、権田

＜沢野地区＞

金物店、笹屋本店、関口洋品店、たけます、茶かしわや、テラウチ、中島商店、中島畳店、長浜乳業、羽部

安楽亭太田高林店、磯浜鮨、おおすみ、太田グリーンパレスパーティーサービス、CAFÉ&DINNING JYOJYO、

商店、ファッションハウスすずまん、藤森屋、まるお洋品店、明治牛乳尾島販売所、読売センター

カフェディヴァージュ、カレーハウス COCO 壱番屋太田末広店、グローブ、湖畔食堂、四季の欧風料理シェ・

新太田、焼そば美味

おおみやま、松竹、鮨八、砂場、東楊亭、敦煌、登利平太田店、みなみ食堂、モスバーガー太田南店、森田

＜新田地区＞

屋、焼肉大臣苑、焼肉飯店やしろう苑、ワンルームカフェ×ダイニング、活魚茶寮千乃舞

石塚園、磯商店、イトイ新田店、永徳、オーラ素肌美サロン、小倉百貨店、梶塚商店、加藤スワイン、関東

＜韮川地区＞

メディカル、北関東包装（株）グントー新田店、北爪サイクル、グンスポ、こやま、サラダ館太田木崎店、

音羽寿司、川魚料理うな平、グルメロード、そば処竹林、大陸食堂太田店、とんぎん亭、心庵、山口屋、雄

地蔵屋、シノデン、正直屋、スーパー魚徳、津久井酒店ハタヤ、ドコモショップジョイフル本田新田店、長

飛荘ロイヤル

沼商店、人形の富月、ミライフ㈱群馬太田店、ムラオカ、メガネパリミキ新田店、モギカバン新田店、山﨑

＜鳥之郷地区＞

商店、よしだや、ルポン、手造りパンの店ロッキー

そば処七反田、ダイニング＆カフェ橙、和味、鮒元、焼肉宮亭

＜藪塚地区＞

＜強戸地区＞

井筒屋酒店、伊藤時計店、大島商店、大野屋商店、菓子工房ルミエール、金星食品、サイクルショップない

岩崎屋、かわとみ、忠治庵長岡店、新田乃庄、八王子農園、風月別館、フライングガーデン強戸店、

とう、スーパーたんば、たかしまや、東毛グリーン、とびかわや、はせがわ酒店、ふじう、フローリストワ

みまさ寿し、柳家、らいらいけん、レストランらぱん大和屋

タリ、銘茶豊受園

＜休泊地区＞
綾花、うどん・そば処よしとも、王将ラーメン、木村家、中国厨房関琳、東郷飯店、

●飲 食 店
＜太田地区＞

日本料理らく天、薪釜ピッツア＆パスタイタリア料理プリーモ、やなぎ屋

イタリアンレストランＰｉＡ、今井車、うな忠、エペレ、季節料理たぐち、キタノスミス、キッチン BOX と

いたりあ食堂ヘップバーン、イタリアンレストランルビコン、海鮮ダイニング美喜仁館太田店、かつはな亭

まと、幸来軒、さいとう、佐野屋、茶房なごみ、七五食堂、清水屋本店、JAPANESECUISINE 漣、旬彩寮庭宮

太田由良店、かどや、かまだ家太田新田店、源来軒、五十番、郷、さかえや、砂場、中華レストランランラ

のもり、寿司留、すし若、第一食堂、大正庵、太進寿司、中華レストラン唐明楼、鳥順、浜の家、プチレス

ン、ＤＡＩＤＯＫＯＲＯことぶき、中華料理桃里、日本料理の店たから、武州庵、焼肉さんこう、ラーメン・

トランぴっころもんど、フローエスゲグルンツェ、丸一うなぎ屋、もみの木、山口屋、レストラン岡田、六

餃子星宝、モスバーガー西太田店

反田

＜毛里田地区＞

＜九合地区＞

こがね、食事処たけかわ、手打そば処つるつる、柳ヶ瀬

赤間屋支店、味の民芸太田店、アルコバレーノ太田店、磯一寿司、インド料理マハラニ、魚民太田南口駅前

＜尾島地区＞

店、鰻天ぷら森下、うな修、おおぎやラーメン太田新井町店、太田やきそば寿屋、小此木寿司、海山亭いっ

朝日家、アジクラズ・ダイニング、梶屋、食事処よしくら、東楊軒、はしもと寿司、はやし家、まごころ弁

ちょう飯塚店、海鮮四季北海亭、隠れ家、かつはな亭太田矢島店、割烹徳膳、割烹ほりもと、金山庵、かば

当、美はる、ワインカフェブルズ

屋太田南口駅前店、カレーハウス COCO 壱番屋太田西矢島店、廣東名菜翡翠軒、喫茶サルビア、居酒屋 城

＜新田地区＞

代、ぎょうてん、金鮨、こなみ食堂、白木屋太田南口駅前店、茶寮あかさか、シダックス太田内ヶ島クラブ、

魚徳会館、かつはな亭太田新田店、砂場、そば処喜賀、中華レストラン唐明楼新田店、

シダックス太田西矢島クラブ、忍家太田店、シャングリラ・モティ、酒膳処英、純手打うどんそばしみず、

フライングガーデン新田町店、めんや仁、焼肉あぐり新田庵、レストランニューパーク

食事処うおのぶ、食堂ながさわ、食楽酒房なっから、伸寿司、すえひろ食堂、鮨ひろ、スタミナ道場、ステ
ーキ宮太田新井町店、スナックａｉ、精華園、創作スシダイニング丹やま、そば処信濃、そば処薮月、ダイ

＜宝泉地区＞

＜藪塚地区＞

穴原美容室、アライ美容室、岡崎美容室、ドゥーヘアー、バーバークマクラ、HAIR FAN CLUB

あゆやよねくら、蕎麦貴石、蕎匠十石、中華れすとらん桐華園、忠治庵、鮒元、ふれあい健康の家倉寿司、

＜尾島地区＞

松寿司、吉屋食堂、和風れすとらんはんだ

工藤美容室、しゅくる、谷田理容所、ヘアーサロンアカサカ、理容田野

＜新田地区＞
●美容室・理容室
＜太田地区＞

等

天田理容所、カットスタジオポスト、グリーム、坂田理容所、田島理容所、ビューティサロンクローバ、ビ

サロン・ド・ジュンコア新田、サロン・ド・デラ、理容エモリ

＜藪塚地区＞
ザップ、ヘアーサロンいとう、ヘアーサロンキジマ、メンズサロンＯＺ

ューティサロンハヤシ、ビューティサロンはるの、ビューティマツムラ、美容室ノア、美容室ブーメラン、
福田総合理容室、ふじ美容室、Ｈair Salon SAMAR、ミッチー美容室、rista、理容ヨシザワ、

＜九合地区＞

●住 宅 リ フ ォ ー ム ・ 機 械 ・ 電 気 関 連
＜太田地区＞

アサコ美容室、イフェクト、ウィズ、大木理容室、おしゃれサロン星、髪床・京都、ジョイ美容室、とこや

荒川木材工業、石原電化、群馬シングル、群馬電気、コジマ電機太田店、小島組、小島風呂設備、再楽り

さんカタノ、とこやハルヤマ、美容室スタイル、美容室ル・クプル、ヘアーサロンダンディ、ヘアーサロン

プラス太田本店、三宝電機商会、
（株）関根建設、タカラ電器、トーショウ機械販売、パルシャイン金城、

ヒロ、ヘアーサロンふくだよしてるの店、ヘアーサロンフジサワ、ヘアーデザインレラ、ヘアメイクサロン

林興業、双葉建設、茂木設計、渡辺表具内装

スマイル、ＢＯＢ美容室、町井美容室、ミツ美容室、ミユキ、more Amenity、ラヴィッシュ、理容スカット、

＜九合地区＞

理容ホシノ、理容まちい

アーデル、ア・ライズ、市川建設、オザキ＆ＯＺａＫｉ、家具のホンダ、ガーデンカンパニー、上村電機、

＜沢野地区＞

貴宝菅野、九合電気、サンメイトひかり電機、ソダデンキ、中央建設、

あかいし美容室、江原理容たばこ店、サロンド・ジョイ、シャン美容、美容室グランクルー、美容室ＰＵＮ

東毛ガラス、長澤畳店、沼田家具、ハラサワホーム、春山設備工業、ビッグウッド太田店、ベイシア電器お

ＩＭ矢島店、美容室レシピ、フク美容室、ヘアーサロンアダムとイブ、ヘアーサロン

おたモール店、ヤマダ電機テックランド太田店、ヨシダ電器、リサイクルＢＥＡＭＳ

キベ、ヘアーサロンブライト、理容大谷、ルシファヘアーデザイン

＜沢野地区＞

＜韮川地区＞

イシダ装備、エクステリアスタッフ、金谷電器、群馬セキスイハイム、ＣＭＳダイイチテクノ、鈴木畳店、

あさの理容室、石川美容室、すみれ美容室、タカハシ理容室、チェリー美容室、橋詰理容店、ビューティ

鈴木電機商会、中央電気、対比地畳店、中村電気商会、間々田電機商会、ミヤケン太田店、リフレ、和奏建

いなむら、ヘアーサロンウチヤマ、ヘアーサロン細堀、ヘアーサロン八重洲、ヘアーラヴワン太田、森尻理

設

容所、ゆり美容室

＜韮川地区＞

＜鳥之郷地区＞

一戸板金、奥平電機、川田電機、神田電機、沢田電気サービス、T’s プランニング、早川金物建材店、村

あら井美容室、サロンド藍、千代美容室、フラワーコスモフラワー美容室、理容しらかば

井建設、茂木電機商会、リフォームあさひ

＜強戸地区＞

＜鳥之郷地区＞

稲岡美容室、セシマ理容所、ヘアーサロンパル、理容よしざわ、理容いなおか

イクタショップ、今井工務店、オカベ電子、亀井材木店、北沢畳店、中島畳店、中村建設、ねぎしでんき、

＜休泊地区＞

渡辺電機

カットハウスロア、サロン・ド・ジュンピュア太田店、佐藤美容室、セブン理容室、長谷川美容室、ヒート

＜強戸地区＞

ウェーブ美容室、美容室 PUNIM 龍舞店、福島理容所、ヘアーサロンコバヤシ、ヘアーサロンフラワー、龍舞

岡部畳店、強戸柳文、齊和工務店、シマダ工務所太田営業所、塗装佳伸工業、中島電機設備、ミノルコーポ

美容室

レーション

＜宝泉地区＞

＜休泊地区＞

イサオ理容室、エミール美容室、金井理容所、カナヤ美容室、サロンド・メサキ、田島理容所、髪創空間Ｎ

山晃、ダスキン・アイケイ、中村住宅工業、丸正建設、ライフテック

ＥＸＴ、バーバーシロ、ビュウティ・エル、美容室 MERRY、美容室パッシュ、びりゅう美容室、ヘアーサロ

＜宝泉地区＞

ンユラ、ヘアリゾートルピア太田、ヨシエ美容室、理容いたばし、理容さかえ、美容室ネイティブ

新井内装、インテリアタケイ、内田ガラス、オオサワデンキ、オールキャストグロー、金子住器、スバルハ

＜毛里田地区＞

ウスサービス、竹澤畳店、デンキのミヤシタ、中村建設、ナガヌマ電器、忍栄実、ハンダラジオ、宝泉工業、

森絵、ミサワホームイング、ミサワホーム（株）

尾島バイパス店、新田上江田店、新田上田中店、新田綿打店、上州新田店）

＜毛里田地区＞

ミニストップ（南矢島町店、鳥山店、太田細谷町店）

岩下電気、エイズミ電気、第一家庭電器東太田店、高野工業、ベスト電器東太田店

ローソン（関東学園大学前店）
ココストアー（新田早川店）、デイリーヤマザキ

(太田丸山店)

ファミリーマート（太田大原町店、太田内ヶ島店、太田只上町店、太田新井町店、太田村田町店、太田市野

＜尾島地区＞

井町店、太田藪塚町店、太田強戸町店、太田飯塚町店、太田藤阿久町店）

マシモデンキ、菱馬テクニカ、三菱電機ライフサービス（株）群馬支店

＜新田地区＞

●薬局・ドラッグストア

愛住まいる㈱、糸井工業、牛久畳店、電建㈱、樋口塗装、リバーワン、リフォームの村山建築

【太田】太田薬局、ウエルシア太田東本町店、クスリの栄方堂、スギ薬局太田八幡町店、ドラッグセイムス

＜藪塚地区＞

太田西本町店、ワコクヤ薬局、
【九合】ウエルシア太田南口店、太田薬局南店、カワチ薬品内ヶ島店、クス

小田島電気、シナノヤ、白石建設、高澤畳店、高頭建築、丹波家具、塚越電器、西村電気、ニュータカラ藪

リのアオキ内ケ島店、クスリのアオキ新島店、クスリのアオキ東矢島店、薬の山本山、スギドラッグ太田店、

塚店、福田設備、マルマン、吉田建設

スギ薬局太田小舞木店、星漢堂薬局、セイムス太田市新井店、マルエドラッグ内ヶ島店、マルエドラッグ太
田新井店、
【沢野】ウエルシア太田岩瀬川店、ウエルシア太田富沢店、ウエルシア太田南矢島店、牛沢薬局、

●スーパー・ショッピングセンター・ホームセンター等（大規模・中規模）

大津屋薬局、クスリのアオキ下浜田店、クスリのアオキ高林店、ジャストドラッグ太田南店、マルエドラッ

ＡＯＫＩ太田店、ＡＯＫＩパワーモール太田店、洋服の青山イオン太田店、アバンセ藪塚店、イオンモール

グ太田南矢島店

太田（一部除く）
、エイチエムヴイジャパン、スポーツオーソリティ太田店、ハーティハート、ブランド＆
ジュエリーラブラブ太田店、オリンピック太田店、カインズおおたモール店、ベイシアおおたモール店、ゴ

【韮川】あおば薬局太田店、油屋薬局、ウエルシア太田石原店、ウエルシア太田台之郷店、クスリのアオキ
東長岡店、西藤薬局、ハセイ薬局、富士薬品ドラッグセイムス台之郷店、マツモトキヨシＷＯＷ植木野モー

ルフ５パワーモールおおた店、スポーツデポパワーモールおおた店、ベイシアマート太田富沢店ベイシア尾

ル店【鳥之郷】ウエルシア太田鳥山店、クリエイトＳ・Ｄ太田城西の杜店、ジャストドラッグ鳥山店、調剤

島店、キッチンストアー太田西本町店、キッチンストアー太田飯塚店、シュープラザ太田店、生活協同組合

薬局太陽、マルエドラッグ鳥山店、クスリのアオキ鳥山店【強戸】斉藤薬局、ヨシハラ薬局、
【宝泉】いづ

コープぐんまコープ新井店、Ａコープ新田店、Ａコープブレイス店、とりせん太田新井店、とりせん東矢島

み薬局、ウエルシア太田新道町、ウエルシア太田宝泉店、クスリのアオキ藤阿久店、マツモトキヨシ太田下

店、とりせん城西の杜店、とりせん下田島店、とりせん大原店、とりせん太田八幡町店、コメリハード＆グ

田島店、マツモトキヨシ太田宝町店、
【尾島】ウエルシア太田尾島店、松葉屋、
【新田】ジャストドラッグ新

リーン太田大島店、コメリハード＆グリーン太田下田島店、コメリハード＆グリーン城西の杜店、コメリハ
ード＆グリーン新田店、コメリハード＆グリーン藪塚店、ファッションセンターしまむら小舞木店、ファッ

田店、ひまわり薬局、マーシーズドラッグナガタ、クスリのアオキ新田木崎店、
【藪塚】ウエルシア太田藪
塚店、カワチ薬品太田藪塚店、セイムス藪塚店、日本常備薬、マルエドラッグ太田大原店

ションセンターしまむら宝町店、ヤオコー太田小舞木店、ユニクロ太田店、ユニクロジョイフル新田店、サ
ンキ太田店、サンキ藪塚店、ニトリ太田店、マルシェ下浜田店、やまや太田高林店、ベルク太田植木野店、

●ガソリンスタンド・燃料

ベルク龍舞店、フレッセイ鳥山店、フレッセイ宝泉店、ヤマグチスーパー韮川店、いずみマート龍舞店、ド

【太田】青田燃料、内田石油ガス、カナイ石油太田浜町給油所、上岡石油、中央ガス、日東エネルギー太田

ン・キホーテ太田店、日本トイザらス太田店、ニコモール、ジャパンミート新田店、ジョイフル本田新田店、

営業所、両毛丸善太田東本町給油所、
【九合】太田燃料、城代商店、群馬自動車燃料販売、群馬石油太田西

ＪＯＹＦＵＬ-２新田店、ジョイフル本田リフォーム新田店、

矢島ＳＳ、群馬燃料、正田商店太田飯田ＳＳ、高山石油太田中央給油所、両毛丸善太田飯塚町給油所、両毛

アイザワ、ビバホーム藪塚店、ケーズデンキ太田店、ＪＡファーマーズ太田藪塚

丸善太田飯田給油所、両毛丸善太田内ヶ島給油所、
【沢野】群馬石油太田東矢島給油所、両毛丸善太田高林
給油所、
【韮川】高山石油太田 122 号店、高山石油太田熊野給油所、両毛丸善太田東部給油所、
【鳥之郷】赤
尾商事太田三枚橋給油所【休泊】東和興産群馬支店龍舞給油所、
【宝泉】赤尾商事太田西部給油所、久保田

●コンビニエンスストア
セブンイレブン（太田高校西店、東本町店、飯田町店、内ヶ島店、内ヶ島東店、新井町店、新井町南店、飯

商事、高山石油太田別所給油所、高山石油太田宝泉給油所、長根石油ガス、ハートフルサトウ、両毛丸善太
田新道町給油所、両毛丸善太田西部給油所、両毛丸善太田藤阿久給油所、【毛里田】河田石油、関彰商事、

塚町店、沖之郷町店、小舞木店、東矢島町店、太田市役所前店、岩瀬川店、高林店、下浜田町店、高林バイ

【尾島】秩父屋、
【新田】赤尾商事ホームライフオオタ事業所、王鉄興業市野井給油所、カナイ石油新田町

パス店、高林東町店、古戸町店、細谷店、南矢島店、追分店、韮川店、東金井店、東長岡町店、台之郷店、

給油所、ニッタガス、ムラオカ石油

矢場新町店、大島店、鶴生田町店、鳥山上町店、鳥山中町店、新野町店、龍舞バイパス店、龍舞南店、西新
町店、藤阿久町店、藤阿久北店、別所町店、宝町店、由良店、市場町店、丸山店、丸山七日市店、菅塩町店、

●クリーニング

【太田】太田ドライセンター、加藤クリーニング店、クリーニングタイムリー東本町店、木暮クリーニング、

サリー、
【休泊】龍舞鍼灸院、
【宝泉】岳陽堂接骨院、四分一歯科クリニック、おはよう治療院【毛里田】か

ダイワドライ、
【九合】クリーニングタイムリー太田本店、クリーニングリバティー、
【沢野】富澤クリーニ

わうちはり灸整骨院

ング、
【韮川】クリーニングショップいなむら、
【鳥之郷】シャープドライしながわ、
【休泊】誠屋クリーニ
ング、
【宝泉】ホワイト急便太田、ホワイト急便宝団地店、
【尾島】白バラ

●旅

行

クリーニング店、錦屋クリーニング、
【新田】野本クリーニング、
【藪塚】小林クリーニング商会

（財）群馬トラベルセンター、東武観光両毛営業所、新田旅行センター、JTB イオンモール太田店、ＪＴＢ
リノンツーリスト太田店

●自 動 車 整 備 ・ 販 売 関 連

等

【太田】栗原モータース、埼群いすゞモーター、三栄自動車、スバル興産群馬営業所、高田自動車、トヨタ

●ホ テ ル

カローラ群馬西本町店、トヨタレンタリース群馬太田駅北口店、中川自動車販売、矢島タクシー

太田グランドホテル、太田ナウリゾートホテル、ホテルふせじま、大仙館

【九合】イエローハット太田店、今井自動車整備工場、オートアールズおおたモール店、オートセールス龍、
オートバックス 122 太田、オートレット太田店、群馬ダイハツ自動車太田営業所、群馬トヨタ自動車太田

●農 協 直 売 関 係

407 号店、群馬トヨペット㈱ヴィーパーク太田店、群馬日産自動車、タイヤ館太田、田中モータース、東毛

ＪＡ太田市九合直売所、ＪＡ太田市アグリ資材館、ＪＡ太田市城西の杜直売所、ＪＡ太田市東部資材センタ

三菱自動車販売、ニッポンレンタカー太田営業所、ネッツトヨタ高崎太田やじま店、フィル・プライズ、富

ー、ＪＡ太田市藪塚資材センター、沢田農協太田直売所蔵庄、新田郡農協尾島グリーンセンター

士協栄、富士スバル太田店、双葉オートファーレン太田、星野自動車、ホンダカーズ群馬中央新島店、ホン

新田郡農協新田グリーンセンター

ダカーズ前橋太田西矢島店、ワシントンモーターズ
【沢野】朝日自動車太田営業所、オリックスレンタカー太田店、金谷商会、さなみ介護支援タクシー、

●学 校 等

ジェームス太田高林店、ホンダカーズ群馬中央太田高林店

イクシン、太田自動車教習所

【韮川】太田中央エンタープライズ、オートサービス川田、群馬三菱自動車販売（株）太田店、鈴木自動車
【鳥之郷】飯田モータース【強戸】平沢モータース、ホンダカーズ太田

●レジャー施設

【休泊】群馬トヨタ自動車太田竜舞店、タイヤプラス太田店、豊長自動車販売（株）太田店、ニッタタイヤ、

太田双葉カントリークラブ、源泉湯乃庵、鳳凰ゴルフ倶楽部

ネッツトヨタ群馬太田りゅうまい店、ホンダ太田販売、渡辺ホンダ
【宝泉】カリスマモータース、トヨタカローラ群馬太田西部営業所、トヨタレンタリース群馬太田新道町店、
日産サティオ群馬太田店、富士スバル太田西店
【毛里田】カーサービスケイ、ネッツトヨタ群馬太田 50 号店、富士スバル 50 号店
群馬ダイハツ自動車５０号店
【尾島】増田モータース、みらい工房【新田】オートボディメイク、尾島自動車、ケーエム自動車、
（有）
大伸、ネッツトヨタ群馬（株）新田店、Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ伊勢崎新田店
【藪塚】カーリペアシュミック、上條タイヤ商会、ケイアンドワイオート、ヒロマチピットイン大原ＳＳ、
毒島モーターサイクル

●書

店

【太田】ナカムラヤ、
【九合】加島書店、蔦屋書店太田店、文真堂書店タイムクリップ新井店、ブックマン
ズアカデミー太田店、
【韮川】文真堂書店石原店、
【宝泉】くるみ堂、宝書店、
【尾島】江原書店

●治 療 ・ 医

療

等

【太田】香取はり灸治療院、木村接骨院、呑龍鍼灸院、
【九合】石川治療院、太田みらい総合療術院、こり
とりやさん、しのざき歯科医院、
【沢野】伊丹歯科医院、ばば整骨院+整体院、
【韮川】茂木治療院、㈱ネセ

※加盟取扱店には黄色のステッカー表示があります。

