
★「マップ番号」　　　　　の店舗はカレー参加店舗です。

★「事業所名」　　　　　の店舗はクエストスタンプラリー参加店舗です。

マップ
番号

事業所名 電話番号 注意事項

1 酒処さくら みどり市大間々町 桐原36-1 0277-73-2772

2 あかがね屋 みどり市大間々町 桐原362 0277-72-0727

3 ㈱蔵人新宇 みどり市大間々町 大間々1050 0277-73-5656

4 いこい みどり市大間々町 大間々1089-4 0277-73-4939

5 SAKURAかき氷工房 みどり市大間々町 大間々1211-2 0277-51-4011
店舗敷地内にてキッチンカーで販売
オープン日は11/3・5・11の3日間のみ

6 山本屋 みどり市大間々町 大間々1339 0277-72-1072

7 旬彩きむら みどり市大間々町 大間々1341-2 0277-73-1234

8 いし和楽 みどり市大間々町 大間々1386-4 0277-72-1640

9 美濃屋 みどり市大間々町 大間々1434-1 0277-72-3069

10 佐野屋そば店 みどり市大間々町 大間々1471-1 0277-72-1356

11 キッチン結 みどり市大間々町 大間々1486-1 0277-46-6630

12 ㈲みやざき みどり市大間々町 大間々1501-2 0277-72-1420

13 うおふじ みどり市大間々町 大間々1540 0277-72-1322

14 ㈲魚三商店 みどり市大間々町 大間々964 0277-73-2277

15 ㈱信晴 桐生市相生町 4丁目47-8 0277-47-6669

16 ㈲ヤマフジ　酔歌 みどり市大間々町 大間々1801-10 0277-72-1922

17 居酒屋呑々 みどり市大間々町 大間々1876-6 0277-73-1911

18 藤屋第三支店 みどり市大間々町 大間々1877-16 0277-73-6523

19 ㈱大間々ゴルフ練習場 みどり市大間々町 大間々1917 0277-72-2024

20 ラメール 桐生市川内町 3-339  050-1860-4903

21 旬菜トラットリア　ありす みどり市大間々町 大間々32-11 0277-73-1257

22 たつ吉みどり大間々店 みどり市大間々町 大間々381-7 0277-46-9430

23 よってけや みどり市大間々町 大間々411-6 0277-72-2161

24 ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ　スターサンジ みどり市大間々町 大間々62-11 0277-73-0201

25 もものはベーカリー みどり市東町 荻原166 070-3799-3412

26 食事処しまむら みどり市東町 花輪２４３ 0277-97-2653

27 玉木屋 みどり市東町 神戸３７９ 0277-97-2825

28 ㈲草木ドライブイン みどり市東町 草木75 0277-95-6136

29 小平の里施設管理委員会 みどり市大間々町 小平甲445 0277-73-2006

30 そば処  ふくおか みどり市大間々町 浅原1358-4 0277-73-2899

31 神梅館 みどり市大間々町 上神梅275-1 0277-73-0355
「カレースタンプ」についてはランチ営
業のみ対応

32 MIDORI-BASE みどり市東町 0277-73-1911
オープン日・場所についてはInstagram
「midori.base」にてご確認ください

33 朝賀米穀店 みどり市大間々町 大間々1099-2 0277-72-1719

34 ㈲小林商店 みどり市大間々町 大間々1304 0277-72-1104

住所

※参加店舗の営業時間・店休日等は電話にて直接お問い合わせください。

※「カレー」のメニュー内容等も、参加店舗へ直接お問い合わせください。



35 スナガ食品㈱ みどり市大間々町 大間々1236 0277-73-5488

36 （資）神尾商店 みどり市大間々町 大間々1284 0277-73-5858

37 ㈱コメヤ商店 みどり市大間々町 大間々1337 0277-72-1012

38 ㈲板倉屋 みどり市大間々町 大間々1293 0277-72-1209

39 ㈱足利屋洋品店 みどり市大間々町 大間々1380 0277-73-1212

40 にっこにっこ倶楽部 みどり市大間々町 大間々996-1 0277-46-9933

41 近藤酒造㈱ みどり市大間々町 大間々1002 0277-72-2221

42 ㈱岡直三郎商店 みどり市大間々町 大間々1012 0277-72-1008

43 マスヤ文具店 みどり市大間々町 大間々891 0277-72-1545

44 木村木材㈱　※オープンファクトリー みどり市大間々町 大間々997 0277-72-1134

オープン日：11/5（土）
〈午前〉  9:00～12：00
〈午後〉13:00～15：00
※工場公開、端材無料配布

45 コスメティックルームEve みどり市大間々町 大間々1491-3 0277-72-1196

46 ㈲小林米穀店 みどり市大間々町 大間々879 0277-72-1498

47 御菓子司　青柳 みどり市大間々町 大間々1501 0277-72-1475

48 長寿軒本店 みどり市大間々町 大間々972 0277-72-1140

49 マルキン みどり市大間々町 大間々1540 0277-72-1422

50 ㈱鮮魚  鈴木 みどり市大間々町 大間々1969-1 0277-73-5364

51 ㈲吉田旗染店※オープンファクトリー みどり市大間々町 大間々60-6 0277-73-3816

オープン日：11/6（日）
〈午前〉  9:00～12：00
〈午後〉13:00～15：00
※染色体験

●午前・午後で体験人数は各15名ほど
になります。ご来店予定の方は事前にご
予約をお願いします。
●11/6は多世代交流館にてサステナ体
育祭イベントも開催しておりますが、ご
都合がつく方はぜひ染色体験にもぜひご
参加ください！

52
コスモ石油　草木ダムサービスス
テーション

みどり市東町 神戸579 0277-97-2136

53 エネオス　新井商事㈲ みどり市東町 萩原145 0277-97-2519

54 角屋商店 みどり市東町 神戸362-2 0277-97-2540

55 かみ村六庵 みどり市大間々町 上神梅307-1 0277-73-0278
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