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1 体験 アーツヘアーアンドネイル ○ 51 飲食 今万人珈琲パワーモールおおた店 101 物販 オ―トサ―ビス川田 ○ 151 物販 ベイシア尾島店 201 物販 クスリのアオキ新島店

2 飲食 R 52 宿泊 今屋 ○ 102 物販 オートレット太田店 152 物販 オートセールス龍 202 物販 クスリのアオキ新田木崎店

3 飲食 ｉ-ｃａｆｅ ○ 53 飲食 インド料理マハラニ ○ 103 物販 オーブバルーンアート 153 体験 カシワ建設 ○ 203 物販 クスリのアオキ浜町店

4 物販 Ⅰグローブ太田営業所 ○ 54 物販 ヴィーパーク太田店 104 体験 小川管工設備 154 物販 川田電機 ○ 204 物販 クスリのアオキ東長岡店

5 物販 Ⅰグローブ太田営業所 ○ 55 飲食 ウエスタン酒場DINER ○ 105 飲食 おかんの台所ほっこり。 ○ 155 物販 カワムラ ○ 205 物販 クスリのアオキ東矢島店

6 飲食 会津喜多方らーめん新田店 ○ 56 物販 ウエルシア太田飯塚店 106 物販 オグラ印刷 ○ 156 体験 グランダムローズ ○ 206 物販 クスリのアオキ藤阿久店

7 体験 アイラッシュサロンVivaceiEye ○ 57 物販 ウエルシア太田尾島店 107 飲食 小此木寿司 ○ 157 物販 グンスポ ○ 207 飲食 蔵っCars'

8 体験 ｉーｗｏｒｋｓ ○ 58 物販 ウエルシア太田台之郷店 108 飲食 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ太田岩瀬川本店 158 体験 ㈱サイトウ 208 体験 クリーニング太田ドライ本店

9 物販 AOKI太田店 ○ 59 物販 ウエルシア太田富沢店 109 飲食 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ太田南矢島店 159 物販 三栄自動車 ○ 209 物販 gleam ○

10 物販 AOKIパワーモールおおた店 ○ 60 物販 ウエルシア太田鳥山店 110 飲食 お好み焼きふぅ美。 ○ 160 物販 三栄自動車ショールームスバルショップ太田北 ○ 210 物販 栗原絲店

11 物販 あおば薬局太田店 ○ 61 物販 ウエルシア太田南矢島店 111 体験 おざわ鍼灸接骨院 ○ 161 物販 シモヤマ ○ 211 飲食 クルンモット ○

12 物販 青柳太田西本町店 ○ 62 物販 ウエルシア太田藪塚店 112 観光 尾島タクシー 162 体験 電建 ○ 212 物販 グントー新田店 ○

13 物販 青柳ニコモール店 ○ 63 物販 ウエルシア薬局太田石原店 113 飲食 御食事処あゆやよねくら 163 物販 ナカムラヤ ○ 213 体験 群馬クレインサンダーズ ○

14 体験 あさの理容室 ○ 64 物販 ウエルシア薬局太田岩瀬川店 114 物販 小田島電気 ○ 164 物販 梅林堂太田店 214 物販 群馬電気 ○

15 飲食 足利麺太田・尾島 65 物販 ウエルシア薬局太田新道町店 115 物販 オナイ作業服 165 物販 ベイシアマート太田富沢店 215 物販 群馬トヨペット太田内ケ島店

16 飲食 味処なかや ○ 66 物販 ウエルシア薬局太田宝泉店 116 飲食 お弁当の店ダンク ○ 166 物販 ヤマダデンキテックランドNew太田飯田町店 ○ 216 物販 ケイアンドワイオート ○

17 飲食 味の民芸太田店 ○ 67 物販 ウエルシア薬局太田南口店 117 物販 Olympic太田店 ○ 167 物販 ワールドアクシス ○ 217 物販 ケーエム自動車 ○

18 物販 ASBeefam.新田店 ○ 68 飲食 魚進 ○ 118 飲食 かあさんの台所結月 ○ 168 体験 髪床もてぎ ○ 218 物販 ケーズデンキ太田店

19 飲食 あっちっち餃子 ○ 69 飲食 魚民太田南口駅前店 119 物販 ガーデンカンパニー 169 飲食 GumLegare 219 物販 ケータイプラザ太田本店 ○

20 物販 アヅマ補聴器センター太田支店 ○ 70 体験 牛久畳店 ○ 120 物販 カーハウスクライム ○ 170 物販 カメイモータース ○ 220 体験 ケーデップ

21 物販 あなはら新田店 ○ 71 飲食 うたげや ○ 121 飲食 海鮮四季北海亭太田店 ○ 171 飲食 からやま太田店 ○ 221 飲食 高級芋菓子しみず太田店

22 体験 穴原美容室 ○ 72 物販 内田石油ガス ○ 122 飲食 海鮮ダイニング美喜仁館太田店 ○ 172 物販 ガレージＮ ○ 222 飲食 こうこうや ○

23 物販 アナハラ文具 ○ 73 飲食 うなぎよしざわ ○ 123 飲食 海鮮どんさん亭藤阿久店 173 飲食 カレーハウスCOCO壱番屋太田末広店 ○ 223 物販 江州屋 ○

24 物販 アバンセ薮塚店 74 飲食 うなぎ近野屋 ○ 124 物販 カインズおおたモール店 ○ 174 飲食 カレーハウスCOCO壱番屋太田西矢島店 ○ 224 物販 強戸柳文

25 飲食 油濱太田店 ○ 75 飲食 鰻ひしまた ○ 125 飲食 かおす ○ 175 飲食 川魚料理うな平 ○ 225 飲食 珈琲館太田北店 ○

26 物販 天笠 ○ 76 飲食 うな修 ○ 126 物販 学生服専門店ゴリラ太田店 176 飲食 元祖からあげ本舗まるとら太田店 226 飲食 珈琲館太田南店 ○

27 飲食 アルプ ○ 77 物販 Aコープ新田店 127 物販 家具のホンダ太田店 177 飲食 広東名菜翡翠軒 227 物販 コープ新井店

28 飲食 安楽亭太田高林店 78 物販 auショップ太田中央店 ○ 128 飲食 華月 ○ 178 飲食 季節料理元美 ○ 228 物販 ゴールディーズ太田店 ○

29 物販 イオン太田店 79 物販 auショップ太田南店 ○ 129 飲食 かじゅある割烹頼みち ○ 179 飲食 キタグチバル ○ 229 体験 Cogichair&eye ○

30 物販 イオンモール太田 80 物販 auショップ新田 ○ 130 飲食 かじゅある割烹頼みち ○ 180 物販 喜多製菓舗 ○ 230 物販 COSMETICいちばんぼし太田店 ○

31 飲食 いきなりステーキ太田店 81 体験 NPO法人みらい工房 ○ 131 飲食 がってん寿司太田店 181 飲食 喫茶ルカ ○ 231 物販 COSMETICいちばんぼし新田店 ○

32 体験 医倖会浜町接骨院 ○ 82 体験 江原理容たばこ店 132 体験 CUTINY'S―理容ワイズ― ○ 182 飲食 KITCHEN826 ○ 232 体験 こすもす治療院 ○

33 飲食 居酒屋城代 83 飲食 エペレ ○ 133 飲食 かつはな亭太田新田店 183 飲食 キッチンマルあ商店 ○ 233 物販 小林洋蘭園

34 飲食 居酒屋元気村 ○ 84 飲食 ENZOseafood&grill ○ 134 飲食 かつはな亭太田矢島店 184 物販 木村時計店 ○ 234 飲食 ごはんカフェかどtoかぜ ○

35 飲食 居酒屋どん太田店 85 物販 エンドウ ○ 135 飲食 かつはな亭太田由良店 185 物販 木村屋釣具店 235 物販 米のムラオカ

36 物販 石川瓦工業 ○ 86 物販 遠藤ファーム直営ショップMaahoneySHOP&rooms. ○ 136 体験 加藤クリーニング ○ 186 飲食 餃子の王将太田高林店 236 物販 米のムラオカニコモール店

37 体験 石川瓦店 ○ 87 体験 おいけ接骨院 ○ 137 体験 金井理容所 187 飲食 餃子の福亭 ○ 237 飲食 koyoriya. ○

38 飲食 石松寿司 ○ 88 飲食 OysterandWineBarRITZ ○ 138 物販 金谷酒店 188 物販 業務スーパー岩瀬川店 238 物販 ゴルフ５パワーモールおおた店

39 物販 いずみマート龍舞店 ○ 89 物販 おおた・北茨城交流物産館バスターミナル駅 ○ 139 飲食 金山庵 ○ 189 飲食 鬼りゅう 239 物販 サイクルショップカネダ ○

40 飲食 いたりあ食堂ヘップバーン ○ 90 物販 太田カラダサポート鍼灸整骨院 ○ 140 体験 金子住器 ○ 190 物販 Quiltshop「Fluffy-cow」 240 飲食 さいとう

41 飲食 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝﾌﾟﾘﾏﾍﾞｰﾗ ○ 91 観光 太田双葉カントリークラブ ○ 141 物販 金田商店 191 物販 金星食品 ○ 241 物販 斉藤薬局 ○

42 飲食 イタリアンレストランルビコン 92 物販 太田法人サービスセンター ○ 142 飲食 かば屋太田南口駅前店 192 物販 九合直売所 ○ 242 体験 坂田理容所 ○

43 体験 市川建設 93 物販 太田マシンサービス太田本店 143 飲食 Cafe＆BarABBEYROAD ○ 193 飲食 くいどころバー玄太田店 ○ 243 物販 坂本米店 ○

44 物販 出光アポロステーション只上ＳＳ 94 物販 太田マロニエ 144 飲食 CafediGiorno ○ 194 飲食 草木万里野太田店 ○ 244 物販 さくらみくら便利店太田内ケ島

45 物販 イトイ新田店 ○ 95 物販 太田薬局 ○ 145 飲食 カフェ&ダイニングジョジョ ○ 195 物販 クスリのアオキ内ケ島店 245 物販 さくらみくら便利店太田下浜田

46 物販 イトイ本店 ○ 96 物販 群馬トヨタ自動車太田４０７号店 146 飲食 カフェダイニングみかわ新田店 ○ 196 物販 クスリのアオキ太田大原店 246 物販 さくらみくら便利店太田新田市野井

47 物販 イトイメガネ本店 ○ 97 物販 群馬トヨタ自動車太田竜舞店 147 飲食 カフェドセラ 197 物販 クスリのアオキ下浜田店 247 物販 笹屋本店

48 飲食 いなせ屋ばんざい ○ 98 物販 大津屋薬局ラブ店 ○ 148 飲食 CafedeMariカフェドマリ ○ 198 物販 クスリのアオキ新道店 248 飲食 佐野青竹手打ちらーめん大関 ○

49 体験 イフェクト 99 物販 オートアールズおおたモール店 ○ 149 体験 Ｋプランニング 199 物販 クスリのアオキ高林店 249 飲食 佐野屋

50 物販 今井酒造店 100 物販 オートサービス川田 ○ 150 物販 ベイシアおおたモール店 200 物販 クスリのアオキ鳥山店 250 体験 サロン・ド・ジュンピュア太田店 ○

分類は【飲食】・【宿泊】・【物販】・【体験（生活関連サービス等）】・【観光】の５分類です。

※専用アプリでの決済ができます。ただし、カード欄に○がついている加盟店は、専用カードも使えます。（ご使用前に店舗にて利用可能か確認してください）

※加盟店には、青色のステッカー表示があります。
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251 体験 SALONDEDEUX-AIR 301 飲食 スフレ＆ビストロアマーティ ○ 351 物販 セブンイレブン藪塚町藪塚店 ○ 401 物販 DELIGHT ○ 451 物販 中島商店 ○

252 物販 沢田の味太田店 ○ 302 物販 スポーツオーソリティ太田店 ○ 352 体験 Selfie-m'totalestheticsalon ○ 402 飲食 手打ちらーめん麺之介 452 飲食 Nagata店 ○

253 飲食 サンドイッチ専門店まめや ○ 303 物販 スポーツデポパワーモールおおた店 353 飲食 創作sushidining丹やま ○ 403 飲食 手造りパンの店ロッキー ○ 453 物販 ナカムラヤニコモール店 ○

254 物販 サントノーレ太田店 ○ 304 体験 スマートストレッチ太田店 ○ 354 飲食 そば蔵新田店 404 飲食 てっぱん職人 ○ 454 物販 中屋松庵 ○

255 物販 CEサロンクオーラ ○ 305 体験 すまいるリフォーム ○ 355 飲食 そば処砂場（新道町店） 405 飲食 伝説のすた丼屋太田店 455 物販 長山新聞店 ○

256 物販 CMSダイイチテクノ 306 飲食 炭火ステーキクローバー木﨑本店 356 物販 SoftBank太田中央 ○ 406 観光 天然温泉太田安眠の湯 456 飲食 naturalsoftcreamCafeMiRUKA太田店 ○

257 飲食 シーシャバー太田 ○ 307 飲食 炭火ステーキクローバー原宿店 357 飲食 大衆食堂昭和レトロ居酒屋わっしょい ○ 407 観光 天然温泉湯楽部太田店 ○ 457 飲食 波平 ○

258 体験 sharethelife ○ 308 飲食 炭火だいにんぐ燈 ○ 358 飲食 太進寿司 408 物販 トイザらスベビザらス太田店 ○ 458 物販 西藤薬局

259 物販 JAファーマーズ太田藪塚店 309 飲食 炭火屋りどり ○ 359 飲食 DAISUKI尾島店 ○ 409 物販 totouchotastyleshop ○ 459 物販 西村電気 ○

260 物販 JAファーマーズブレイス店 310 物販 スモールワールドしんどう薬品毛里田店 360 飲食 DAIDOKOROことぶき ○ 410 体験 DouxHair ○ 460 物販 日華堂 ○

261 物販 シノデン 311 物販 駿河茶屋 ○ 361 飲食 DiningBarSOUTHGATE ○ 411 飲食 桐華園 461 観光 新田旅行センター

262 物販 島岡酒造 312 物販 SWAPMEET 362 飲食 ダイニングまさ坊 412 物販 東毛米穀 ○ 462 物販 ニトリ太田店

263 物販 島青果 ○ 313 飲食 スワンベーカリー太田店 363 飲食 DINING-BARRAZZLEDAZZLE ○ 413 物販 東毛三菱自動車販売太田店 463 飲食 日本料理川畑 ○

264 物販 ジャパンミート生鮮館新田店 ○ 314 飲食 精華園 ○ 364 物販 大門生花店 ○ 414 飲食 東楊軒 ○ 464 物販 人形の富月

265 物販 シュープラザ太田店 ○ 315 物販 星漢堂薬局 ○ 365 物販 タイヤ館太田 415 飲食 東楊亭 465 物販 ねぎしでんき ○

266 物販 十万石太田店 ○ 316 飲食 青磁太田店 ○ 366 体験 タイヤ交換専門店フジサワ太田店 ○ 416 物販 トータルビューティーサカモト ○ 466 飲食 根来珈琲 ○

267 飲食 ジュエルクレープ岩瀬川本店 317 体験 整体リラクゼーションサロンLIFE ○ 367 飲食 高倉町珈琲太田店 ○ 417 飲食 徳樹庵太田店 467 物販 ネッツトヨタ群馬太田５０号店

268 飲食 ジュエルクレープ新田店 318 物販 セブンイレブン太田市飯塚町店 368 体験 高頭建築 ○ 418 物販 ドコモショップ太田南店 ○ 468 物販 ネッツトヨタ群馬太田高林店

269 飲食 旬菜茶房美川太田店 319 物販 セブンイレブン太田市高林バイパス店 369 物販 宝書店 ○ 419 物販 ドコモショップジョイフル本田新田店 ○ 469 物販 ネッツトヨタ群馬太田やぶづかインター店

270 物販 城西の杜直売所 ○ 320 物販 セブンイレブン太田飯田町店 370 物販 タカラデンキ ○ 420 物販 ドコモショップ太田中央店 ○ 470 物販 ネッツトヨタ群馬太田りゅうまい店

271 物販 上州屋新太田店 321 物販 セブンイレブン太田市新井町店 371 物販 竹澤畳店 ○ 421 物販 ドコモショップ太田店 ○ 471 物販 ネッツトヨタ群馬ジェームス太田高林店

272 飲食 松竹 ○ 322 物販 セブンイレブン太田市市場町店 372 物販 ダスキン下山 422 体験 DogCareSalonNATURAL ○ 472 物販 ネッツトヨタ高崎太田やじま店 ○

273 飲食 昭和レトロ居酒屋かくれ道 ○ 323 物販 セブンイレブン太田市内ケ島北店 373 体験 ダスキン藤阿久 423 物販 TOPSPORTS ○ 473 飲食 ネナシグサ

274 飲食 食事処うおのぶ ○ 324 物販 セブンイレブン太田市沖之郷町店 374 飲食 たつ吉太田藪塚店 ○ 424 飲食 ドトールコーヒーショップ太田記念病院店 474 飲食 農かふぇRice

275 飲食 食事処よしくら ○ 325 物販 セブンイレブン太田市宝町店 375 物販 田中菓子店太田店 425 飲食 ドトールコーヒーショップニコモール新田店 475 飲食 のぼり屋

276 体験 白石建設本社 326 物販 セブンイレブン太田市鳥山上町店 ○ 376 飲食 ダニエルハウス 426 物販 トヨタカローラ群馬太田西本町店 476 体験 NOMAフィットネスクラブ源泉湯乃庵

277 飲食 白木屋太田南口駅前店 327 物販 セブンイレブン太田市新野町店 377 体験 谷田理容所 ○ 427 物販 トヨタカローラ群馬太田西新町店 477 体験 personalbeautyLARA ○

278 体験 鍼灸院バーディー ○ 328 物販 セブンイレブン太田市西新町店 378 飲食 喰処花とうろう ○ 428 物販 ドラッグセイムス太田南矢島店 478 飲食 ばけたま ○

279 体験 鍼灸サロンSunny ○ 329 物販 セブンイレブン太田市新田運動公園前店 379 飲食 たまりBar ○ 429 物販 ドラッグセイムス太田新井町店 479 飲食 はしもと寿司 ○

280 物販 オーダースーツ紳士服アベ 330 物販 セブンイレブン太田市新田金井町店 380 飲食 ダルバル ○ 430 物販 ドラッグセイムス太田新田店 480 物販 はせがわ生花店 ○

281 飲食 深夜食堂不相想 331 物販 セブンイレブン太田市新田反町 381 飲食 チーズを愛するWine＆BarJerez ○ 431 物販 ドラッグセイムス台之郷店 481 飲食 八王子農園 ○

282 物販 スイーツカフェプルミエ ○ 332 物販 セブンイレブン太田市新田中江田町店 382 飲食 チャイナガーデン煌 ○ 432 物販 ドラッグセイムス鳥山店 482 物販 パッケージプラザヤマモト ○

283 飲食 Sweets工房あんどう ○ 333 物販 セブンイレブン太田市東今泉町店 383 飲食 チャイニーズレストラン桃里 ○ 433 物販 ドラッグセイムス薮塚店 483 体験 髮創空間BeyondtheNEXT

284 物販 スーパーたんば ○ 334 物販 セブンイレブン太田市東金井店 384 飲食 中華料理鴻利飯店 ○ 434 飲食 トラットリアパラヴィーノ ○ 484 物販 パティスリーホリ ○

285 物販 スギドラッグ太田小舞木店 335 物販 セブンイレブン太田市藤阿久町店 385 飲食 中華料理龍シン亭 ○ 435 飲食 トラットリアミスト ○ 485 飲食 不思議

286 物販 スギ薬局太田西本町店 336 物販 セブンイレブン太田市別所町店 ○ 386 飲食 中華レストランランラン ○ 436 観光 ドリームスタジアムオオタ ○ 486 物販 花一 ○

287 物販 スギ薬局太田店 337 物販 セブンイレブン太田市緑町店 387 飲食 中国料理賓館 ○ 437 物販 とりせん太田新井店 487 物販 はなリンク ○

288 物販 スギ薬局太田飯塚店 338 物販 セブンイレブン太田市南矢島町店 388 飲食 中国料理媽閣廟 438 物販 とりせん太田八幡町店 488 飲食 バルペコリーノ ○

289 物販 スギ薬局太田八幡町店 339 物販 セブンイレブン太田市役所前店 389 物販 tuninguptp ○ 439 物販 とりせん大原店 489 物販 HARE/PAN太田店

290 飲食 寿司大国 ○ 340 物販 セブンイレブン太田市矢場新町店 390 飲食 朝鮮飯店新田木崎店 ○ 440 物販 とりせん下田島店 490 物販 ハンコステーション太田市役所前店 ○

291 物販 鈴木楽器㈱太田本町店 341 物販 セブンイレブン太田市由良町店 391 飲食 月の都 ○ 441 物販 とりせん城西の杜店 491 物販 ばんば電設

292 物販 鈴木楽器㈱太田南支店 342 物販 セブンイレブン太田市龍舞バイパス店 392 飲食 月まる ○ 442 物販 とりせん東矢島店 492 物販 ハンプティーダンプティー太田飯塚店

293 物販 鈴木畳店 ○ 343 物販 セブンイレブン上州新田店 393 物販 津久井酒店ハタヤ ○ 443 飲食 鶏ダイニングい～とり～ ○ 493 飲食 BEERBARBREAK

294 物販 鈴木電機商会 ○ 344 物販 セブンイレブン東武太田駅店 394 物販 蔦屋書店太田店 444 飲食 とり番長内ヶ島店 494 体験 PCアルターナ ○

295 飲食 スターホルモンなお金 ○ 345 物販 セブンイレブン新田上田中店 395 飲食 つち屋 ○ 445 飲食 とり弁鶏太田店 ○ 495 物販 ピーシーデポスマートライフ太田店 ○

296 体験 style ○ 346 物販 セブンイレブン薮塚運動公園前 396 体験 DLE英語学習塾 ○ 446 飲食 とんかつ木村家 496 物販 ＰＣプラス ○

297 飲食 ステーキのどん太田店 347 物販 セブンイレブン太田市尾島バイパス店 ○ 397 物販 ディスカウントストアーアイザワ太田店 ○ 447 物販 ドンドンダウン太田店 ○ 497 飲食 Bsカフェ太田店 ○

298 飲食 ステーキ宮太田新井町店 ○ 348 物販 セブンイレブン太田市藤阿久北店 ○ 398 物販 ディスカウントストアトライアル太田由良店 448 飲食 呑龍文庫ももとせ 498 体験 peacefullhair331. ○

299 飲食 スナックai 349 物販 セブンイレブン太田市細谷町店 ○ 399 物販 ディスカウントドラッグコスモス新田木崎店 449 飲食 ナイス ○ 499 体験 ヒカリエ療術院 ○

300 飲食 砂場木崎店 ○ 350 物販 セブンイレブン藪塚大原店 ○ 400 飲食 ディスカバリー食堂 450 物販 長倉屋酒店 ○ 500 体験 美才都デジタル道場 ○

分類は【飲食】・【宿泊】・【物販】・【体験（生活関連サービス等）】・【観光】の５分類です。

※専用アプリでの決済ができます。ただし、カード欄に○がついている加盟店は、専用カードも使えます。（ご使用前に店舗にて利用可能か確認してください）

※加盟店には、青色のステッカー表示があります。
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No. 業種 店舗名 カード No. 業種 店舗名 カード No. 業種 店舗名 カード No. 業種 店舗名 カード No. 業種 店舗名 カード

501 飲食 ひしめき亭 551 体験 hair&relaxForsweeT ○ 601 物販 マルキンニコモール店 ○ 651 物販 赤石酒店 ○ 701 飲食 Re:come

502 飲食 ひじり製麺 ○ 552 体験 ヘアークラフト ○ 602 物販 マルシェ下浜田店 652 物販 雨笠靴店 702 体験 rista ○

503 飲食 ビステッカＢＵＮ ○ 553 体験 ヘアーサロンフジサワ ○ 603 飲食 万徳 653 物販 石原電化 ○ 703 飲食 RistoranteModerato ○

504 飲食 BiSTRO蔵 ○ 554 体験 ヘアーサロンフラワー ○ 604 物販 道の駅おおた 654 体験 イソヤマ設備 ○ 704 体験 理容ひづる

505 飲食 bistrofamille 555 体験 HairSalonKUDO ○ 605 飲食 みつえちゃん太田南口駅前店 655 飲食 イタリアンレストランピア ○ 705 体験 理容ヨシザワ ○

506 飲食 びっくりドンキー太田店 556 体験 HairsalonKobayashi ○ 606 物販 ミニストップ尾島粕川店 656 物販 魚徳 ○ 706 体験 リラックス茶館テアタイム ○

507 飲食 ひとしお太田店 ○ 557 体験 hairseele ○ 607 物販 峰崎商店 657 物販 小倉百貨店 707 体験 riri美容院 ○

508 体験 BeautyBoxBAMBI ○ 558 体験 ヘアサロンイトウ ○ 608 飲食 ミルクランド東毛ニコモール店 ○ 658 物販 梶塚米穀店 708 物販 RingoSuki

509 体験 美容室ネィティブ 559 物販 平安印章 609 物販 ムトウスポーツ 659 物販 桐パック ○ 709 物販 リンゴ屋太田店 ○

510 体験 美容室ノア ○ 560 物販 平安堂 ○ 610 体験 村井建設 ○ 660 体験 クリーニングショップいなむら 710 飲食 ル、クレールル、パサージュフールアンピエール ○

511 体験 美容室PUNIM龍舞店 561 物販 ベイシア電器おおたモール店 ○ 611 物販 むらやま太田店 661 物販 こぼり ○ 711 飲食 REGALOFELICECucinaItaliana ○

512 体験 美容室レシピ ○ 562 飲食 PageBurger ○ 612 物販 明治牛乳尾島販売所 662 物販 小堀商店 ○ 712 飲食 RestaurantOHTAYA ○

513 飲食 ピリカ新井店 ○ 563 飲食 北京亭本店 613 物販 メガネのイタガキ太田本店 ○ 663 体験 齊和工務店 713 飲食 レストランニューパーク ○

514 飲食 ピリカ新田店 564 物販 ベクトル太田店 ○ 614 物販 メガネのパリミキ太田本店 ○ 664 物販 サカモトスポーツ ○ 714 物販 ローソン太田下小林店

515 物販 ファイテンケアステーション太田店 565 体験 ペット訪問火葬そよかぜ ○ 615 物販 メルショップ群馬 665 体験 ささの産業 ○ 715 飲食 和彩の庭なかや ○

516 物販 ファッションハウスすずまん ○ 566 物販 ベルク太田植木野店 616 飲食 メルズダイナースタジョーネ ○ 666 物販 地蔵屋 716 飲食 和食会席料理成花

517 物販 ファミリースポーツ太田店 567 物販 ベルク竜舞店 617 体験 メンズサロンOZ ○ 667 物販 ショーワ洋行 ○ 717 物販 ワシントンモーターズ ○

518 物販 ファミリーマート太田藤阿久町 ○ 568 物販 ベルクフォルテ太田店 618 飲食 めんや仁 ○ 668 物販 鈴木自動車 ○ 718 飲食 和房どんぐり ○

519 物販 フィッシングプロショップオジーズ ○ 569 観光 鳳凰ゴルフ倶楽部 ○ 619 体験 moreAmenity 669 物販 スポーツカネコ ○

520 体験 FIT-EASY太田店 ○ 570 飲食 VocalBarBinKs 620 物販 モギカバン太田店 670 物販 ソダデンキ ○

521 体験 フィットネスクラブGROW ○ 571 物販 POLA南矢島店 ○ 621 飲食 モスバーガー太田高林店 ○ 671 物販 タキスポーツ太田店 ○

522 飲食 風月別館 ○ 572 体験 ほしのﾄﾞﾗｲJAﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌﾞﾚｲｽ 622 飲食 モスバーガー西太田店 ○ 672 物販 テーラー岡 ○

523 物販 大きいサイズの店フォーエル太田店 ○ 573 体験 星の音はりきゅう院 ○ 623 体験 元盛建設工業 673 体験 長澤畳店 ○

524 物販 フォルクスワーゲン太田 ○ 574 飲食 ボスケット ○ 624 飲食 もみの木 ○ 674 物販 花よ志 ○

525 物販 マツモトキヨシフォルテ太田店 575 体験 poste ○ 625 飲食 森のcafeあんじゅ ○ 675 物販 ハルキ

526 体験 フク美容室 ○ 576 飲食 ほっかほっか亭太田内ヶ島店 626 飲食 森の木珈琲 ○ 676 物販 ハンダラジオ ○

527 体験 福福屋太田南口駅前店 577 飲食 ほっto ○ 627 飲食 焼き芋専門店芋福堂 ○ 677 物販 ふじ呉服店

528 体験 富士協栄矢島整備工場 578 体験 ほねつぎ太田新井はりきゅう接骨院 628 飲食 焼きたて屋 678 体験 フナト

529 物販 富士薬局南矢島店 579 体験 ほねつぎ太田高林はりきゅう接骨院 ○ 629 飲食 焼肉あぐり新田庵 679 体験 ヘアーサロンパル

530 飲食 二ッ島 ○ 580 飲食 ホルモン太郎 630 飲食 焼肉ことぶき 680 物販 山﨑商店 ○

531 体験 双葉建設 ○ 581 体験 ホワイト急便石原 631 飲食 焼肉大臣苑 ○ 681 物販 吉田食品 ○

532 物販 ブックマンズアカデミー太田店 582 体験 ホワイト急便太田第1工場店 632 飲食 焼肉とうげん太田店 682 体験 渡辺表具内装 ○

533 物販 ブティックビン 583 体験 ホワイト急便とりせん太田新井 633 飲食 焼肉飯店やしろう苑 ○ 683 物販 ヨシダ電器 ○

534 物販 ふなばし洋品店 584 体験 ホワイト急便とりせん城西の杜 634 飲食 焼肉ヘルシーダイニングコサリ・ウォン ○ 684 飲食 ゆず庵太田店 ○

535 飲食 鮒元藪塚店 ○ 585 体験 ホワイト急便ベイシア尾島 635 飲食 焼肉真壁 ○ 685 物販 ユニクロ太田店

536 飲食 フライングガーデン太田飯塚店 ○ 586 物販 HondaCars前橋太田西矢島店 ○ 636 飲食 焼肉モンタナ ○ 686 物販 ユニクロジョイフル新田店

537 飲食 フライングガーデン太田強戸店 ○ 587 物販 マーシーズドラッグナガタ ○ 637 飲食 焼肉や漫遊亭新田店 ○ 687 飲食 よいちつけ麺研究所新田店 ○

538 飲食 フライングガーデン新田町店 ○ 588 物販 毎日尾島販売 ○ 638 飲食 焼肉レストラン大陸食道太田店 ○ 688 飲食 酔い夜あらたえ

539 物販 フラワーショップべるバラ ○ 589 物販 マエハラスポーツ ○ 639 飲食 薬膳中華希舟航 ○ 689 物販 洋服の青山太田店

540 物販 フラワーデザインHANAhana ○ 590 物販 マグノリアコーヒーロースターズ ○ 640 観光 矢島タクシー 690 飲食 洋麺亭太田店

541 飲食 ブランピエール 591 物販 町田野菜園直売所 ○ 641 飲食 柳ヶ瀬 691 物販 Yoko'sCookies ○

542 飲食 プリーモ太田店 ○ 592 体験 まちなか交流館くらっせ ○ 642 物販 ヤマグチスーパー韮川店 692 物販 ヨシカワスポーツ ○

543 物販 プリシア ○ 593 物販 マックハウス太田小舞木店 ○ 643 物販 ヤマザキショップ太田市役所店 693 物販 吉田時計店 ○

544 物販 フレッセイ太田飯塚店 594 飲食 まつぼっくる ○ 644 物販 ヤマサ宝石太田本店 ○ 694 物販 よしだや ○

545 物販 フレッセイ宝泉店 595 物販 マツモトキヨシ太田飯塚店 645 物販 ヤマダアウトレット太田店 ○ 695 物販 ラシェーブルドール

546 物販 フローエスゲグルンツェ ○ 596 物販 マツモトキヨシ太田下田島店 646 物販 やまや太田高林店 696 飲食 らーめんれんじ ○

547 物販 フローリストワタリ本店 597 物販 マツモトキヨシWOW植木野モール店 647 物販 やまや竜舞店 697 飲食 ラーメンよいち ○

548 物販 FLOT 598 物販 マルエドラッグ太田大原店 648 物販 飯田モータース 698 飲食 らあめんわをん ○

549 物販 ふろりあーど ○ 599 物販 マルエドラッグ鳥山店 649 物販 こやま ○ 699 体験 RAKUA ○

550 物販 文真堂書店新井店 600 物販 マルエドラッグ南矢島店 650 物販 中川自動車販売 700 飲食 ラ・テラス・クレオール ○

分類は【飲食】・【宿泊】・【物販】・【体験（生活関連サービス等）】・【観光】の５分類です。
※専用アプリでの決済ができます。ただし、カード欄に○がついている加盟店は、専用カードも使えます。（ご使用前に店舗にて利用可能か確認してください）

※加盟店には、青色のステッカー表示があります。

太田市デジタル金券等加盟店一覧　　　　　　　　　　　　　　　五十音順　　　　　　　　　　　　　　　　

※店舗は随時更新

しますので、ご使

用前に利用可能か

確認してください。
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