
通し
番号

事業者 店舗名称 住所

1 イオン イオン高崎店 高崎市棟高町1400

2 イオン イオン太田店 太田市石原町81

3 エーコープ JAファーマーズ安中店 安中市原市634

4 エーコープ 松井田店 安中市松井田町松井田305

5 エーコープ 富岡店 富岡市富岡1878-1

6 エーコープ ハピネス店 富岡市中高瀬400-1

7 エーコープ 下仁田店 甘楽郡下仁田町下仁田383-3

8 エーコープ JAファーマーズブレイス店 太田市新田市野井町438-1

9 エーコープ 新田店 太田市新田早川町350-1

10 エーコープ 広沢店 桐生市広沢町間の島206

11 エーコープ 笠懸店 みどり市笠懸町鹿2916

12 エーコープ 北橘店 渋川市北橘町真壁1386-1

13 エーコープ JAファーマーズ野田宿店 北群馬郡吉岡町上野田1050-3

14 エーコープ JAファーマーズ朝日町店 前橋市朝日町1-27-7

15 エーコープ みやぎ店 前橋市鼻毛石町198-11

16 エーコープ ＪＡファーマーズ朝倉町店 前橋市朝倉町143番地1

17 エーコープ ＪＡファーマーズ太田藪塚店 太田市大原町2311番地1

18 カスミ 館林店 館林市新宿1丁目18-3

19 カスミ 大泉店 邑楽郡大泉町朝日3丁目18番1号

20 カスミ 桐生相生店 桐生市相生町5丁目425-2

21 カスミ 大間々店 みどり市大間々町大間々39-1

22 カスミ フードスクエアガーデン前橋店 前橋市小屋原町472番1

23 カスミ 前橋リリカ店 前橋市国領町2-14

24 群馬県庁生活協同組合 県庁舎店 前橋市大手町一丁目１番１号

25 群馬県庁生活協同組合 前橋合庁舎店 前橋市上細井町2142-1

26 群馬県庁生活協同組合 高崎合庁舎店 高崎市台町4-3

27 群馬県庁生活協同組合 利根沼田県民局庁舎店 沼田市薄根町4412

28 コープぐんま コープ 昭和店 前橋市昭和町3-30-9

29 コープぐんま コープ 宮子店 伊勢崎市宮子町3523-1

30 コープぐんま コープ 寺尾店 高崎市寺尾町552-1

31 コープぐんま コープ 藤岡店 藤岡市藤岡2390-1

32 コープぐんま コープ 東久方店 桐生市東久方町2-2-20

33 コープぐんま コープ 新井店 太田市新井町533-2

34 コープぐんま コープ 中野店 邑楽町大字中野4435

35 とりせん 朝日町店 館林市朝日町20-50　

36 とりせん 成島店 館林市北成島町2533-1

37 とりせん 館林富士見町店 館林市富士見町12-60
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通し
番号

事業者 店舗名称 住所

38 とりせん 東矢島店 太田市東矢島町194　

39 とりせん 太田新井店 太田市新井町377-6

40 とりせん 太田八幡店 太田市八幡町29-13

41 とりせん 下田島店 太田市下田島町１１２７

42 とりせん 城西の杜店 太田市城西町80-1

43 とりせん 大原店 太田市大原町1701-2

44 とりせん 大泉店 邑楽郡大泉町日の出53-1

45 とりせん 邑楽町店 邑楽郡邑楽町中野3110-3

46 とりせん 玉村店 佐波郡玉村町上飯島280

47 とりせん 大間々店 みどり市大間々町大間々401-3

48 とりせん 新前橋店 前橋市小相木町409-1

49 とりせん 前橋駒形店 前橋市東善町43-1

50 とりせん ローズタウン店 前橋市江木町1701-1

51 とりせん 時沢店 前橋市富士見町時沢791

52 とりせん 石原店 高崎市片岡町2丁目10-1

53 とりせん 豊岡店 高崎市上豊岡町281

54 とりせん 小鳥店 高崎市下小鳥町70-2

55 とりせん 群馬町店 高崎市中泉町605-26



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

56 とりせん 箕郷店 高崎市箕郷町上芝240-5

57 とりせん 菅谷店 高崎市菅谷町20-991

58 とりせん フィール藤岡店 藤岡市中栗須396

59 とりせん 渋川店 渋川市行幸田63-1

60 とりせん 子持店 渋川市吹屋660-34

61 とりせん 平和町店 伊勢崎市平和町19-1

62 とりせん 茂呂店 伊勢崎市茂呂町2丁目2776

63 フレッシュコーポレーション アバンセ藪塚店 太田市大原町360-1

64 フレッシュコーポレーション アバンセ東村店 伊勢崎市東町2700-1

65 フレッシュコーポレーション アバンセ剣崎店 高崎市剣崎町高田1144

66 フレッシュコーポレーション フジマート大間々店 みどり市大間々町桐原810

67 フレッシュコーポレーション アバンセ浜松町店 桐生市浜松町2-77-7

68 フレッシュコーポレーション フジマート中居店 高崎市中居町4-4-3

69 フレッシュコーポレーション アバンセ玉村店 佐波郡玉村町角渕4327

70 フレッシュコーポレーション アバンセ群馬町店 高崎市金古町1293-1

71 フレッシュコーポレーション アバンセ粕川店 前橋市粕川町深津1613-29

72 フレッシュコーポレーション アバンセ新里店 桐生市新里町新川2070

73 フレッシュコーポレーション フジマート上佐野店 高崎市上佐野町280-1

74 フレッシュコーポレーション マルシェ下浜田店 太田市下浜田町503-1

75 フレッシュコーポレーション マルシェ前橋店 前橋市南町1-20

76 フレッシュコーポレーション マルシェ高崎店 高崎市聖石町252-3

77 フレッシュコーポレーション マルシェ伊勢崎店 伊勢崎市上諏訪町1226

78 フレッセイ 大利根店 前橋市下新田町392

79 フレッセイ 荒牧店 前橋市荒牧町1丁目10-1

80 フレッセイ 片貝店 前橋市西片貝1-314-3

81 フレッセイ 広瀬店 前橋市天川大島町49-1

82 フレッセイ 朝日町店 前橋市朝日町2-18-7

83 フレッセイ 大胡店 前橋市大胡町399

84 フレッセイ 富士見店 前橋市富士見町時沢118-9

85 フレッセイ クラシード若宮 前橋市若宮町1-5-1

86 フレッセイ フォリオ駒形店 前橋市下大島町1151-1

87 フレッセイ 前橋プラザ店 前橋市本町2丁目12-1

88 フレッセイ 小鳥店 高崎市下小鳥町薬師前207

89 フレッセイ 南大類店 高崎市南大類町字柳原867-1

90 フレッセイ 石原店 高崎市片岡町1-19-6

91 フレッセイ 倉賀野西店 高崎市倉賀野町546-1

92 フレッセイ 新保店 高崎市新保町字伊勢301-1

93 フレッセイ 箕郷店 高崎市箕郷町上芝7-1

94 フレッセイ 新町店 高崎市新町2061-1



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

95 フレッセイ 上並榎店 高崎市上並榎町467

96 フレッセイ フォリオ吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保891-1

97 フレッセイ 藤岡店 藤岡市藤岡691-1

98 フレッセイ 鬼石店 藤岡市鬼石852-3

99 フレッセイ フォリオ富岡店 富岡市富岡501

100 フレッセイ 境町店 伊勢崎市境百々東21-3

101 フレッセイ 赤堀店 伊勢崎市曲沢町196-1

102 フレッセイ 安堀店 伊勢崎市安堀町224-1

103 フレッセイ 田部井店 伊勢崎市田部井町2-479

104 フレッセイ 富塚店 伊勢崎市富塚町220-1

105 フレッセイ 境南店 伊勢崎市境376-1

106 フレッセイ クラシーズ連取 伊勢崎市連取町3046-2

107 フレッセイ 天神店 桐生市平井町1-40

108 フレッセイ 新桐生店 桐生市相生町1-253-1

109 フレッセイ 桐生南店 桐生市新宿2-10-30

110 フレッセイ 宝泉店 太田市宝町864

111 フレッセイ 鳥山店 太田市鳥山上町1505

112 フレッセイ 阿久津店 渋川市阿久津41-1

113 フレッセイ 沼田店 沼田市材木町292

114 フレッセイ 沼田ビバタウン店 沼田市東原新町1455-1

115 フレッセイ 館林店 館林市美園町14-4

116 フレッセイ フォリオ大泉店 邑楽郡大泉町富士1-752

117 フレッセイ フォリオ板倉店 邑楽郡板倉町朝日野1-2-1

118 フレッセイ クラシーズ寄木戸 邑楽郡大泉町大字寄木戸998-1

119 フレッセイ 玉村店 佐波郡玉村町大字福島78-6

120 フレッセイ クラシーズ新前橋 前橋市古市町180-1

121 フレッセイ 元総社蒼海店 前橋市元総社町1820

122 フレッセイ 榛東新井店 北群馬郡榛東村新井2222-2

123 フレッセイ 沼田恩田店 沼田市恩田町321-2



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

124 ベイシア IS伊勢崎店 伊勢崎市中央19-1

125 ベイシア 前橋ふじみモール店 前橋市富士見町原之郷643

126 ベイシア 前橋おおごモール店 前橋市堀越町377

127 ベイシア 前橋モール店 前橋市上泉町680-1

128 ベイシア 前橋みなみモール店 前橋市新堀町（にいぼりまち）18

129 ベイシア SM前橋川曲店 前橋市川曲町361

130 ベイシア 吉井店 高崎市吉井町吉井627

131 ベイシア 榛名店 高崎市中里見町字根岸79

132 ベイシア 桐生境野店 桐生市境野町2-670-1

133 ベイシア 新里店 桐生市新里町小林235-1

134 ベイシア 西部モール店 伊勢崎市宮子町3423-15

135 ベイシア あかぼりモール店 伊勢崎市市場町1-1542

136 ベイシア SM伊勢崎ＢＰ店 伊勢崎市連取町2336-7

137 ベイシア 尾島店 太田市安養寺15

138 ベイシア おおたモール店 太田市飯塚町626-1

139 ベイシア 沼田モール店 沼田市久屋原(くやはら)町字吉野415

140 ベイシア 渋川店 渋川市行幸田(みゆきだ)字砂田296

141 ベイシア 渋川こもち店 渋川市吹屋657-30

142 ベイシア 富岡店 富岡市大字黒川字中才(なかざい)650

143 ベイシア 安中店 安中市中宿2130

144 ベイシア 大間々店 みどり市大間々町大間々1773-1

145 ベイシア 吾妻店 吾妻郡東吾妻町大字原町991-1

146 ベイシア 月夜野店 利根郡みなかみ町下牧(しももく)482

147 ベイシア 大泉店 邑楽郡大泉町いずみ2-3086-50

148 ベイシア
フードセンター
前橋吉岡店

北群馬郡吉岡町大久保821

149 ベイシア
フードセンター
富岡甘楽店

甘楽郡甘楽町大字福島900



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

150 ベイシア
ベイシアマート
沼田店

沼田市高橋場町2049-2

151 ベイシア
ベイシアマート
邑楽店

邑楽郡邑楽町鶉781-8

152 ベイシア
ベイシアマート
大間々店

みどり市大間々町桐原1521-1

153 ベイシア
ベイシアマート
前橋おおご店

前橋市樋越町828

154 ベイシア ベイシアマート倉賀野店 高崎市倉賀野町1600-1

155 ベイシア
ベイシアマート
前橋六供店

前橋市六供町4-39-5

156 ベイシア
ベイシアマート
安中郷原店

安中市郷原313

157 ベイシア
ベイシアマート
伊勢崎国定店

伊勢崎市上田町404-1

158 ベイシア
ベイシアマート
伊勢崎ひろせ店

伊勢崎市ひろせ町4090-1

159 ベイシア
ベイシアマート
太田富沢店

太田市富沢町282-1

160 ベイシア SM伊勢崎駅前店
伊勢崎市都市計画事業伊勢崎駅周辺
第一土地区画整理事業2-1街区2-10

161 ベイシア ベイシアマート笠懸店 みどり市笠懸町久宮37-1

162 ベイシア SM前橋岩神店 前橋市岩神町2-589-6



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

163 ベルク 伊勢崎寿店 伊勢崎市寿町164-1

164 ベルク 伊勢崎美茂呂店 伊勢崎市美茂呂町3745-2

165 ベルク ベスタ大泉店 邑楽郡大泉町住吉57-1

166 ベルク 太田植木野店 太田市植木野207-11

167 ベルク 竜舞店 太田市竜舞町5002

168 ベルク 渋川店 渋川市渋川1815-42

169 ベルク 高崎日光店 高崎市日光町97-1

170 ベルク フォルテ高崎店 高崎市下豊岡町893-1

171 ベルク 江木店 高崎市江木町75

172 ベルク 飯塚店 高崎市飯塚町123-3

173 ベルク 高崎大八木店 高崎市大八木町622-1

174 ベルク 館林大街道店 館林市大街道1-10-18

175 ベルク 大塚店 藤岡市大字中大塚178-1

176 ベルク 前橋大島店 前橋市天川大島町150-1

177 ベルク 藤岡店 藤岡市藤岡804-26

178 ベルク 前橋北代田店 前橋市北代田町30番地1

179 ヤオコー 安中店 安中市原市2丁目1042-9



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

180 ヤオコー スマーク伊勢崎店 伊勢崎市西小保方町368

181 ヤオコー 太田小舞木店 太田市小舞木町204-2

182 ヤオコー 桐生相生店 桐生市相生町一丁目124-1

183 ヤオコー 桐生境野店 桐生市境野町六丁目491-1  

184 ヤオコー 高崎飯塚店 高崎市飯塚町1150-5

185 ヤオコー 高崎井野店 高崎市井野町1042-3

186 ヤオコー 高崎高関店 高崎市高関町301-1

187 ヤオコー 館林アゼリアモール店 館林市楠町3648-1

188 ヤオコー 富岡店 富岡市一ノ宮1682

189 ヤオコー 中之条店 吾妻郡中之条町大字中之条1864-1

190 ヤオコー 前橋関根店 前橋市関根町一丁目2-36

191 ヤオコー 前橋箱田店 前橋市前箱田町118-1

192 ヤオコー 前橋日吉店 前橋市日吉町三丁目36-6

193 ヤオコー 前橋六供店 前橋市六供町663

194 ヤオコー 藤岡店 藤岡市森477-4



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

195 ユニー ピアゴ藤岡店（ドン・キホーテUNY藤岡店）藤岡市藤岡416番地4

196 ユニー アピタ高崎店 高崎市矢中町渕ノ内668番地1

197 ユニー アピタ伊勢崎東店（MEGAドン・キホーテUNY伊勢崎東店）伊勢崎市三室町5330番地

198 ユニー アピタ前橋店 前橋市文京町二丁目１番１号

199 ウエルシア ウエルシア高崎上佐野店 高崎市上佐野町字粕沢907-1

200 ウエルシア ウエルシア玉村店 玉村町上飯島275

201 ウエルシア ウエルシア前橋青柳店 前橋市青柳町大字宿前504-1

202 ウエルシア ウエルシア桐生境野店 桐生市境野町2-727-1

203 ウエルシア ウエルシア前橋三俣店 前橋市三俣町3-10-20

204 ウエルシア ウエルシア沼田店 沼田市東原新町1831-1

205 ウエルシア ウエルシア渋川行幸田店 渋川市行幸田323-3

206 ウエルシア ウエルシア前橋朝倉店 前橋市朝倉町4-10-4

207 ウエルシア ウエルシア高崎貝沢店 高崎市貝沢町960-1

208 ウエルシア ウエルシア沼田バイパス店 沼田市高橋場町2190-1

209 ウエルシア ウエルシア館林大街道店 館林市大街道1-10-18

210 ウエルシア ウエルシア館林松原店 館林市松原2-13-36

211 ウエルシア ウエルシア前橋上新田店 前橋市上新田町591-1

212 ウエルシア ウエルシア前橋天川大島店 前橋市天川大島町33-1

213 ウエルシア ウエルシア伊勢崎八寸店 伊勢崎市八寸町4935-1

214 ウエルシア ウエルシア安中店 安中市安中4-8-12

215 ウエルシア ウエルシア安中郷原店 安中市郷原293-1

216 ウエルシア ウエルシア高崎棟高店 高崎市棟高町681-1

217 ウエルシア ウエルシア群馬大泉店 大泉町吉田1977-2

218 ウエルシア ウエルシア伊勢崎赤堀店 伊勢崎市赤堀鹿島町1639-1

219 ウエルシア ウエルシア太田鳥山店 太田市鳥山上町1630-1

220 ウエルシア ウエルシア伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町3521-2

221 ウエルシア ウエルシア前橋富士見町店 前橋市富士見町田島64-1

222 ウエルシア ウエルシア高崎中居店 高崎市中居町3-38-9

223 ウエルシア ウエルシア下仁田店 下仁田町下仁田字東原388-1

224 ウエルシア ウエルシア高崎吉井店 高崎市吉井町長根1576-1

225 ウエルシア ウエルシア館林アクロス店 館林市近藤町178-96

226 ウエルシア ウエルシア前橋荒牧店 前橋市荒牧町1-24-1

227 ウエルシア ウエルシア前橋北代田店 前橋市北代田町649-4

228 ウエルシア ウエルシア岩瀬川店 太田市岩瀬川町450-1

229 ウエルシア ウエルシアみどり店 みどり市大間々町大間々1931-1

230 ウエルシア ウエルシアみどり阿左美店 みどり市笠懸町大字阿左美2682-4

231 ウエルシア ウエルシア太田南口店 太田市飯田町1101

232 ウエルシア ウエルシア伊勢崎境町店 伊勢崎市境下武士2683

233 ウエルシア ウエルシア太田薮塚店 太田市薮塚町1259-1

234 ウエルシア ウエルシア太田石原店 太田市茂木町918

235 ウエルシア ウエルシア太田新道町店 太田市新道町1254-1

236 ウエルシア ウエルシア太田東本町店 太田市東本町53-53



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

237 ウエルシア ウエルシア太田宝泉店 太田市宝町868

238 ウエルシア ウエルシア太田富沢店 太田市富沢町282-1

239 ウエルシア ウエルシアみどり笠懸店 みどり市笠懸町阿左美177-14

240 ウエルシア ウエルシア玉村下新田店 玉村町下新田743－2

241 ウエルシア ウエルシア沼田栄町店 沼田市栄町221-3

242 ウエルシア ウエルシア桐生川内店 桐生市川内町3-207-1

243 ウエルシア ウエルシア太田尾島店 太田市安養寺町22-2

244 ウエルシア ウエルシア邑楽町中野店 邑楽郡邑楽町中野4571-1

245 ウエルシア ウエルシア伊勢崎市場店 伊勢崎市市場町2-850-9

246 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 大胡店 前橋市堀越町346-1

247 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 昭和店 伊勢崎市昭和町1886-1

248 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 片貝店 前橋市西片貝町1-313-17

249 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 藤岡中央店 藤岡市藤岡116-1

250 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 韮塚店 伊勢崎市韮塚町1195-1

251 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 倉賀野店 高崎市倉賀野町443-2

252 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 飯塚店 高崎市飯塚町401-2

253 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 玉村福島店 玉村町福島78-6

254 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 吉井店 高崎市吉井町池5

255 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 群馬町店 高崎市金古町447-1

256 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 文京店 前橋市文京町2-20-43

257 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 宮子店 伊勢崎市宮子町3412-6

258 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 富岡一ノ宮店 富岡市一ノ宮1683

259 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 榛名店 高崎市中里見町68

260 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 相生店 桐生市相生町5-473-1



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

261 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 六供店 前橋市六供町653-2

262 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 駒形店 前橋市下大島町1151-1

263 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 川原店 前橋市川原町2-4-11

264 マルエドラッグ　※クスリのマルエ フォリオ富岡店 富岡市富岡501

265 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 渋川石原店 渋川市石原929-1

266 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 吉岡店 吉岡町大久保891-1

267 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 吉岡野田宿店 吉岡町大字上野田1052-2

268 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 並榎店 高崎市上並榎町70

269 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 烏山店 太田市烏山上町1530-3

270 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 新里店 桐生市新里町小林233-2

271 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 箱田店 前橋市箱田町23-1

272 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 内ヶ島店 太田市内ヶ島町2003

273 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎寺尾店 高崎市寺尾町558-1

274 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 太田南矢島店 太田市南矢島町713

275 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎上小鳥店 高崎市上小鳥町422-1

276 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 安中杉並木店 安中市原市587-6

277 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎小八木店 高崎市小八木町2035-2

278 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 伊勢崎南千木店 伊勢崎市南千木町2442

279 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎新保店 高崎市新保町21-1

280 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎箕郷店 高崎市箕郷町上芝183

281 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 渋川子持店 渋川市吹屋660-51

282 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 安中郷原店 安中市郷原239-4

283 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 伊勢崎田部井店 伊勢崎市田部井町2-479

284 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 太田大原店 太田市大原町1661-4

285 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 伊勢崎富塚店 伊勢崎市富塚町220-1

286 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎菅谷店 高崎市菅谷町20-991

287 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎駅西口店 高崎市旭町34-5　旭町ビル1F

288 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 高崎新町店 高崎市新町2140-19

289 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 鬼石店 藤岡市鬼石846-1

290 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 東吾妻原町店 東吾妻町原町939-1

291 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 前橋朝倉町店 前橋市朝倉町161-1

292 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 前橋朝日町店 前橋市朝日町1−26−7

293 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 前橋元総社蒼海店 前橋市元総社町1850

294 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 桐生東店 桐生市東1-6-28

295 マルエドラッグ　※クスリのマルエ 榛東店 北群馬郡榛東村新井2222-1

296 しみずスーパー 青柳店 前橋市青柳町465-1

297 しみずスーパー 亀里店 前橋市亀里町1299-3

298 しみずスーパー 川原店 前橋市川原町二丁目4-4



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

299 しみずスーパー 小八木店 高崎市小八木町2038-5

300 ＲＹＯＳＵＩ 並榎店 高崎市並榎町155-2

301 スーパー丸幸 七日市店 富岡市七日市832

302 スーパー丸幸 バイパス店 富岡市富岡2330-1

303 スーパー丸幸 宮本店 藤岡市藤岡1143-1

304 ほしのドライ 広沢店 桐生市広沢町３丁目4082-2

305 ほしのドライ 本町３丁目店 桐生市本町３丁目5-43

306 ほしのドライ 錦町店 桐生市錦町１丁目5-2

307 ほしのドライ 永楽店 桐生市永楽町2-11

308 ほしのドライ 桐生５丁目店 桐生市相生町５丁目30-5

309 ほしのドライ ＣＯＯＰ久方店 桐生市東久方町２丁目2-20

310 ほしのドライ やまぐちスーパー韮川店 太田市安良岡町434-1

311 ほしのドライ とりせん大間々店 みどり市大間々町大間々401-3

312 ほしのドライ ブレイス新田店 太田市新田市野井町438-1

313 ほしのドライ 櫻井店 みどり市大間々町大間々1480

314 ほしのドライ いずみや店 みどり市大間々町大間々1002

315 ほしのドライ せつこ店 桐生市相生町１丁目1-19



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

316 ほしのドライ ニュー川内店 桐生市川内町３丁目593

317 ほしのドライ モリタヤ店 桐生市広沢町５丁目1141

318 ほしのドライ 和田米店 桐生市菱町４丁目2282-2

319 ほしのドライ 川内星野店 桐生市川内町２丁目243-4

320 ほしのドライ 青木店 桐生市梅田町１丁目761

321 ほしのドライ カスミ桐生相生店 桐生市相生町5-425-2

322 ほしのドライ 広沢１丁目店 桐生市広沢町3丁目4082-2

323 ほしのドライ フレッセイ天神店 桐生市平井町1-40 

324 ほしのドライ フォリオ赤堀店 伊勢崎市曲沢町196-1

325 ほしのドライ ベイシア赤堀店 伊勢崎市市場町1丁目1542 

326 ほしのドライ 阿左美店 みどり市笠懸町阿左美591-4

327 第一ドライ けやきウォーク前橋店 前橋市文京町2-1-1

328 第一ドライ ベルシティ店 安中市原市362

329 第一ドライ 沼田ビバタウン店 沼田市東原新町1455-1

330 第一ドライ うおかつ吉井店 高崎市吉井町池52-1

331 第一ドライ ウニクス高崎店 高崎市飯塚町1150-5

332 第一ドライ カインズ富岡甘楽店 甘楽町大字福島900

333 第一ドライ カインズ吉岡店 吉岡町大久保809-1

334 第一ドライ アピタ高崎店 高崎市矢中町字渕ノ内668-1

335 第一ドライ ピアゴ藤岡店 藤岡市藤岡416-4

336 第一ドライ ヤオコー安中店 安中市原市二丁目1042-9

337 第一ドライ ヤオコー富岡店 富岡市一ノ宮1682

338 第一ドライ ヤオコー高関店 高崎市高関町高根297-1

339 第一ドライ ヤオコー中之条店 中之条町大字中之条1864-1

340 第一ドライ ベイシア吾妻店 東吾妻町大字原町5081

341 第一ドライ ベイシア月夜野店 みなかみ町下牧482

342 第一ドライ ベイシア渋川店 渋川市行幸田字砂田296

343 第一ドライ ベイシア富岡店 富岡市大字黒川字中才650

344 第一ドライ ベイシア安中店 安中市中宿2130

345 第一ドライ ベイシア榛名店 高崎市中里見町字根岸78

346 第一ドライ エーコープ松井田店 安中市松井田町松井田305

347 第一ドライ エーコープ北橘店 渋川市北橘町真壁1386-1

348
ミッキーの

クリーニング
喜多町店 伊勢崎市喜多町1-6

349
ミッキーの

クリーニング
寿町店 伊勢崎市寿町211-1

350
ミッキーの

クリーニング
宮子町店 伊勢崎市宮子町231-5

351 太田ドライセンター 本店 太田市八幡町38-24

352 太田ドライ 竜舞店 太田市竜舞町5022

353 太田ドライ 植木野店 太田市植木野町207-11

354 太田ドライ ベイシア太田モール店 太田市飯塚町626-1



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

355 太田ドライ 大泉店 大泉町住吉57-1

356 三越桐生 三越桐生 桐生市本町２－７－２

357 マイ薬局 マイ薬局 桐生市仲町２－７－２３

358 桐生さくらや 桐生さくらや 桐生市本町五丁目５８番１号

359 矢野園 矢野園 桐生市本町２丁目６－３０

360
お米の専門店

佐野屋
本店 桐生市小曽根町８－３１

361
お米の専門店

佐野屋
相生店 桐生市相生町３－４１９

362
お米の専門店

佐野屋
笠懸店 みどり市笠懸町阿佐美２７５４－５

363 辻商店 辻商店 桐生市天神町１－４－１２

364 コジマストア コジマストア 桐生市梅田町１丁目３９９

365 十一屋商店 十一屋商店 桐生市黒保根町水沼９１－１

366
桐生最中本舗

大坂屋
桐生最中本舗大坂屋 桐生市本町２丁目５－４

367 水口屋 水口屋 桐生市黒保根町下田沢２８４６

368 松島商店 松島商店 桐生市黒保根町上田沢７９６

369 細谷電機商会 細谷電機商会 桐生市黒保根町宿廻１０４３－２

370 パン工房あぐり パン工房あぐり 桐生市西久保町１丁目６－５５



通し
番号

事業者 店舗名称 住所

371 越塚商店 越塚商店 桐生市黒保根町水沼１２５－１

372 土田商店 土田商店 沼田市西原新町８１

373 サンモール 桜町店 沼田市桜町１９６６－２

374 サンモール 鍛冶町店 沼田市鍛冶町３９６８－４

375 サンモール 月夜野店 利根郡みなかみ町月夜野４０３

376 サンモール 水上店 利根郡みなかみ町湯原１６８０－１５

377 小松屋 小松屋 沼田市東倉内町４８４－２

378 パン工房麦仙人 パン工房麦仙人 吾妻郡東吾妻町郷原693-1

379 つばさ薬局 宮元店 高崎市宮元町207

380 （一社）群馬保健企画 あおば薬局渋川店 渋川市有馬261-1

381 （一社）群馬保健企画 あおば薬局太田店 太田市石原町923-1

382 （一社）群馬保健企画 あおば薬局前橋店 前橋市朝倉町839-6

383 （一社）群馬保健企画 コアラ薬局高崎店 高崎市羅漢町32

384 （株）美喜仁 活　美喜仁 桐生市本町四丁目78

通し
番号

事業者 店舗名称 住所（※）

1
(一社)日本フランチャイズ

チェーン協会
(セブン－イレブン) (県内469店舗)

2
(一社)日本フランチャイズ

チェーン協会
(ファミリーマート) (県122店舗)

3
(一社)日本フランチャイズ

チェーン協会
(ミニストップ) (県内48店舗)

4
(一社)日本フランチャイズ

チェーン協会
(デイリーヤマザキ) (県内25店舗)

5
(一社)日本フランチャイズ

チェーン協会
(ローソン) (県内243店舗)

○コンビニエンスストア（フランチャイズチェーン）

※住所欄に参考掲載した店舗数は、（一社）日本フランチャイズチェーン協会については令和２年２月末現在


