MINAKAMI HEART Pay が使えるお店一覧
飲食

29

お食事処 ふじ
〒379-1304 下牧266-1

30

TEL.0278-62-2204

高橋の若どり
〒379-1304 下牧甲1016

TEL.0278-62-3194
TEL.0278-62-1741

満留伊屋食堂
〒379-1305 後閑317

TEL.0278-62-3131

cafe1010
〒379-1305 後閑317-10

TEL.

和洋レストラン 竹
〒379-1305 後閑673-7

TEL.0278-62-2229

地ビールレストラン ドブリーデン
〒379-1305 後閑761-1
〒379-1307 政所1042

36

TEL.0278-62-1002

焼肉ハウス べんけい
〒379-1307 政所1067

TEL.0278-62-3460
TEL.090-1603-4137

和風レストラン しんりん
〒379-1314 下津3375-5

TEL.0278-62-1122

ラーメン香華
〒379-1315 上津906-1

TEL.0278-62-3472

うまいもの屋 すえひろ
〒379-1414 布施84-1

TEL.0278-64-0831

マッチ絵の家
〒379-1418 須川758

TEL.0287-64-2481

そば処 くぼ田
〒379-1611 鹿野沢70-15

TEL.0278-72-6420

レストラン諏訪峡
〒379-1616 川上20-5

TEL.0278-72-2397

Yujuカフェ
〒379-1616 川上377

TEL.090-4833-5141

谷川岳の麓のおにぎりや futamimi
〒379-1617 湯原124-2

TEL.050-5373-7677

カフェレストラン亜詩麻
〒379-1617 湯原146

TEL.0278-72-3326

居酒屋 大八
〒379-1617 湯原652-1

48

窯焼きピザの店 ラ・ビエ―ル
〒379-1617 湯原681-3

TEL.0278-72-2959

オクトワンブルーイング
〒379-1617 湯原702-2

TEL.0278-25-4520

手作りパン工房 気ママ屋
〒379-1617 湯原713

TEL.0278-72-1700

つゆしゃぶ処 雨ニモマケズ
〒379-1617 湯原759

52

焼肉 桂来
〒379-1617 湯原809-5

53

The Campfire MINAKAMI
〒379-1617 湯原963

TEL.0278-25-9799

Drip’n Drops Coffee
〒379-1617 湯原963

55

DOAI VILLAGE
〒379-1617 湯檜曾218-2 土合駅 TEL.0278-25-8981

TEL.0278-66-0888
TEL.0278-64-0602
80

TEL.0278-64-0211
81

TEL.0278-72-2232

源泉湯の宿 松乃井

83

みなかみホテルジュラク
〒379-1617 湯原665

TEL.0278-72-2521

105

106

TEL.0278-72-3516
106

TEL.0278-72-3507

108

TEL.0278-62-2550

電化のいしざか

109

TEL.0278-62-2103

ヤスダ洋品店

110

TEL.0278-62-2707

フラワーショップ 花の月夜野
マルスギ洋品店
〒379-1313 月夜野333

〒379-1315 上津989-2
111

TEL.0278-62-3391
TEL.0278-62-2058

136

〒379-1404 相俣3380

137

TEL.

道の駅 みなかみ水紀行館
〒379-1617 湯原1681-1

139

TEL.0278-66-1254

チャージ

TEL.0278-64-2210
TEL.0278-25-4409
チャージ

TEL.0278-72-1425

楽天亭 四季のぎゃらりー
〒379-1619 谷川437-1

140

チャージ

TEL.0278-64-2626

みなかみレンタカー
〒379-1611 鹿野沢70-17

138

TEL.0278-25-8680

道の駅 たくみの里 豊楽館
〒379-1418 須川847

TEL.0278-62-1274

AKAYA GLAMPING HOUSE

奥平温泉遊神の湯 遊神館
〒379-1416 入須川378

TEL.0278-62-2211

みなかみ町営赤沢スキー場
〒379-1401 永井620

112

TEL.090-2204-7194

まるひろ農園

TEL.0278-20-2123

猿ヶ京温泉 まんてん星の湯
〒379-1403 猿ヶ京温泉1150-1 TEL.0278-66-1126

135

グランボレ 三峰
〒379-1306 師2151

TEL.0278-25-4910

道の駅 月夜野矢瀬親水公園 月夜野はーべすと
〒379-1313 月夜野2936

TEL.0278-72-8136

月夜野びーどろパーク
〒379-1305 後閑737-1

133

チャージ

TEL.0278-62-0401

三浦観光
〒379-1313 月夜野1744-1

134

jalan jalan
〒379-1303 上牧2230-1

132

TEL.0278-72-1526

みなかみ町観光協会
〒379-1313 月夜野1744-1

TEL.0278-72-3121

ワンドロップ
〒379-1303 上牧2230-1

107

TEL.070-4411-1925

体験・アウトドア

上牧温泉 風和の湯
〒379-1303 上牧1996-7

131

ワインとお酒の専門店 瀧澤
〒379-1727 大穴814-1

130

TEL.0278-72-2811

観光

TEL.0278-72-3657

OneDrop⁺Store
〒379-1617 湯原963

TEL.0278-72-2346

たかはし呉服店

〒379-1313 月夜野3277-7
84

TEL.0278-25-3036

〒379-1728 湯桧曽45

TEL.0278-25-8968

TEL.0278-72-2870

キャニオンズ

130

MIND Life Style Store
〒379-1617 湯原963

104

物販・暮らし

〒379-1305 後閑1243-1

TEL.0278-72-3200

〒379-1617 湯原84

TEL.0278-72-1266

旅館 永楽荘

〒379-1304 下牧331
82

TEL.0278-72-6761

TEL.0278-72-2141

オノスポーツ

TEL.0278-72-5086

レイクウォーク
〒379-1727 大穴142-1

129

TEL.0278-75-2206

ＴＯＰ水上
〒379-1725 綱子170-1

128

TEL.0278-72-5300

滝口薬品
〒379-1617 湯原686-11

102

天空の湯 なかや旅館

〒379-1304 下牧263

TEL.0278-72-3221

TEL.0278-72-2466

KKR水上水明荘

〒379-1728 湯桧曽96
80

〒379-1617 湯原1685
101

ゆの宿 上越館

〒379-1728 湯桧曽93
79

旅人宿 松葉屋
〒379-1617 湯原551

56

TEL.0278-66-1151

TEL.0278-75-2802

TEL.0278-72-6789

ENEOS ニュー水上SS（水上石油）

TEL.0278-75-2222

宝台樹キャンプ場
〒379-1721 藤原915-1

127

TEL.0278-75-2222

水上高原スキーリゾート
〒379-1721 藤原6152-1

126

TEL.0278-25-3191

サンモール 水上店
〒379-1617 湯原1680-15

103

〒379-1727 大穴859
78

水上館
〒379-1612 小日向669

TEL.080-7730-7949

77

TEL.0278-75-2096

TEL.0278-72-3268

TEL.0278-75-2321

水上高原ゴルフコース
〒379-1721 藤原6152-1

125

オートワークス・コンプリート
〒379-1612 小日向236

99

別亭 やえ野
〒379-1727 大穴794

TEL.0278-66-0880

湯宿温泉 太陽館
〒379-1612 小日向573

54

TEL.0278-66-0066

TEL.0278-75-2222

TEL.050-3637-4477

お土産 しなだ

TEL.0278-75-2557

水上高原藤原スキー場
〒379-1721 藤原4957-1

124

〒379-1611 鹿野沢70-11
98

TEL.0278-72-3323

TEL.0278-72-5094

宝台樹スキー場
〒379-1721 藤原3839-1

123

nahele
〒379-1611 鹿野沢397

97

TEL.0278-75-2386

ペンション朝ねぼう
〒379-1725 綱子356

76

湯宿温泉 大滝屋旅館
〒379-1409 湯宿温泉2384

TEL.0278-25-8855

TEL.0278-66-0205

TEL.0278-75-2321

TEL.0278-64-2458

TEL.0278-72-6885

ホワイトバレースキー場
〒379-1619 谷川国有林内

122

山崎オート商会
〒379-1611 鹿野沢167

96

蛍雪の宿 尚文
〒379-1725 綱子294-1

75

川古温泉 浜屋旅館
〒379-1409 湯宿温泉2383

TEL.0278-25-3688

TEL.0278-66-0321

TEL.0278-75-2215

TEL.0278-64-0030

TEL.0278-72-1224

Taiga Glass
〒379-1617 湯原686-3

121

ドラッグたむら
〒379-1414 布施2458-7

95

100

〒379-1725 綱子277
74

源泉湯の宿 千の谷
〒379-1404 相俣2577-1

51

TEL.0278-66-1131

TEL.0278-75-2828

TEL.0278-64-1233

TEL.0278-72-6688

ノルンみなかみスキースクール
〒379-1614 寺間479-139

120

河合自転車店
〒379-1414 布施1609-4

94

照葉荘
〒379-1721 藤原6288-1

73

ル・ヴァンベール湖郷
〒379-1404 相俣248

50

TEL.0278-66-1101

TEL.0278-75-2710

清流の宿 たむら
〒379-1721 藤原6273-2

72

旅籠屋丸一
〒379-1404 相俣1731

49

TEL.0278-66-1500

〒379-1412 羽場939-3
93

水上高原ホテル200
〒379-1721 藤原6152-1

71

旅籠しんでん
〒379-1403 猿ヶ京温泉199

TEL.0278-72-2451

TEL.0278-66-0153

TEL.0278-75-2310

TEL.0278-64-0614

新治自動車販売

TEL.0278-72-1372

ノルン水上スキー場
〒379-1614 寺間479-139

119

TEL.0278-72-2435

カッパCLUB
〒379-1614 寺間18

118

山本自動車工業
〒379-1409 湯宿温泉575-1

92

ペンション オールド・ストリング
〒379-1721 藤原4985-25

70

湯豆のやど 本伝
〒379-1403 猿ヶ京温泉1528

47

TEL.0278-66-1175

湯元 長生館
〒379-1403 猿ヶ京温泉1180

46

〒379-1721 藤原4957-1
69

豆腐懐石 猿ヶ京ホテル
〒379-1403 猿ヶ京温泉1178

45

TEL.0278-66-0005

TEL.0278-75-2611

ホテルサンバード

TEL.080-5331-1161

大阪屋菓子店

TEL.0278-72-5923

パノラマアドヴェンチャーズ
〒379-1613 高日向448-32

117

〒379-1409 湯宿温泉2272-52 TEL.0278-64-0601
91

ロッヂ 上の原山の家
〒379-1721 藤原3832-13

68

料理旅館 樋口
〒379-1403 猿ヶ京温泉1171

44

TEL.0278-72-6141

TEL.0278-20-4141

TEL.0278-66-0012

TEL.0278-64-2064

ネイチャーナビゲーター 水上ベース
〒379-1612 小日向260-1

116

TEL.0278-64-2800

たくみの里 七宝焼の家
〒379-1418 須川822

115

Licca-アロマ蒸留工房〒379-1404 相俣196-5

90

シャレー・ラ・ネージュ
〒379-1721 藤原3831-7

67

温泉農家民宿 はしば
〒379-1403 猿ヶ京温泉1167

43

TEL.0278-72-3329

生寿苑
〒379-1403 猿ヶ京温泉1093

42

〒379-1721 藤原3737
66

法師温泉 長寿館
〒379-1403 猿ヶ京温泉1048

41

TEL.0278-72-3055

TEL.0278-72-3250

民宿 吉野屋

TEL.0278-66-0062

いちますや酒店
〒379-1403 猿ヶ京温泉153

89

ペンション アミューズ
〒379-1721 藤原3552

65

TEL.0278-72-3260

宝川温泉 汪泉閣
〒379-1721 藤原1899

64

旅籠庄屋
〒379-1401 永井650

40

TEL.0278-72-5222

月がほほえむ宿 大峰館
〒379-1311 石倉269-2

39

〒379-1619 谷川614
63

宿泊

〒379-1311 石倉229
38

TEL.0278-72-6611

114

北村モータース

みなかみフルーツランド モギトーレ
〒379-1411 新巻5-10

〒379-1403 猿ヶ京温泉1133-2 TEL.0278-66-0646
88

別邸 仙寿庵

113

TEL.0278-62-2323

さかえや洋品店
〒379-1403 猿ヶ京温泉1096

TEL.0278-72-2468

檜の宿 水上山荘
〒379-1619 谷川556

62

温もりの宿 辰巳館
〒379-1303 上牧2052

37

みなかみツェルト
〒379-1313 月夜野1756

〒379-1728 湯桧曽220

TEL.0278-20-2033

銀の月

TEL.0278-25-3887

谷川岳ドライブイン

36

〒379-1619 谷川544
61

山Cafe Bossa Nova
〒379-1727 大穴841

35

TEL.0278-72-3574

GARBA Cafe 本店

86

87

金盛館せせらぎ

サンモール 月夜野店
〒379-1313 月夜野403

TEL.0278-72-3041

旅館たにがわ
〒379-1619 谷川524-1

60

〒379-1727 大穴815-3
34

TEL.0278-72-4573

育風堂精肉店

85

TEL.0278-72-3278

水素風呂と美食と…。谷川温泉やど筦山
〒379-1619 谷川430

59

〒379-1727 大穴814-1
33

TEL.0278-72-2477

ビストロ 梅の蜜

ペットと泊まれる温泉宿 だいこく館
〒379-1617 湯原795

58

〒379-1727 大穴780
32

57

TEL.0278-72-5002

そば処 角弥
〒379-1726 幸知189-1

31

大衆居酒屋 舟宿
〒379-1305 後閑314-4

小さなレストラン彩絵
〒379-1619 谷川466

２０２０年１２月１０日現在
※一部の店舗では、ＱＲコード決済のみに対応しています。

TEL.0278-72-5328

宝川山荘
〒379-1721 藤原1899

TEL.0278-75-2614

