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レストランマウントクック

豊富なランチメニューが特徴で、牛や豚、
鶏といった肉料理から魚料理やパスタ等
のランチメニューを取り揃えておりま
す。ディナーでの炭火焼ステーキやシー
フードサラダも是非、召し上がっていた
だきたい逸品です。

Gourmet
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食事処

肉質が柔らかく脂身の甘い岩中豚（岩手
産ブランド豚）のトンカツが人気です。ま
た、組合わせ自由なお好みミックス定食
も人気です。

営業時間 11：30〜15：00／17：30〜21：00

営業時間 11：00〜14：30

定 休 日 水曜日
〒370-3104 高崎市箕郷町上芝830-4
027-371-6114

定 休 日 不定休

http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/10021600013/index.html
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梅

屋

味里

松龍苑

ランチは主にラーメンやレバニラ等の定
食メニューが充実しており、夜は七輪を
用いた炭火焼肉がメインです。
良質なお肉を良心的な価格で食べること
ができるコストパフォーマンスの優れた
お店です。
営業時間 12：00〜14：00／18：00〜22：00

〒370-3104 高崎市箕郷町上芝181-2
027-371-0471

http://www.misato-s.org/sightseeing/post-106
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ホルモンまつき屋
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ブロンコきむら

看板メニューはジャンボハンバーグ !!
300ｇの特大ハンバーグに、パスタやス
イートコーンが所狭しと盛り付けられ、
セットのライス、サラダ、ドリンク（コー
ヒーかオレンジジュース）と併せてかな
りの満足感が得られます。
営業時間 11：30〜14：00／17：00〜22：30

（夜/金~日曜日のみ）
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㈱カリフォルニア・アーモンドアコー

県内唯一のアーモンド専門店です。香ば
しいロースト済各種やスナックアーモン
ド小袋等工場直送の新鮮なアーモンド販
売です。
※雷神堂 群馬箕郷店内

営業時間 9：00〜18：00
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みどり園茶舗

箕輪城跡近くに店舗を構える日本茶専門
店です。厳選された無着色・無添加の掛川
茶を親想いのお姫様であったとされる箕
輪城主、長野業政公の次女になぞらえ、慈
愛心もって提供する逸品です。ショップ
や喫茶コーナーも併設しております。
営業時間 10：00〜19：30

〒370-3105 高崎市箕郷町西明屋379-1
027-371-5226

定 休 日 火曜日

定 休 日 月曜日・火曜日
〒371-3102 高崎市箕郷町生原581-3
027-371-6975

定 休 日 日曜日
〒370-3102 高崎市箕郷町生原1361-5
027-371-6715

定 休 日 水曜日
〒370-3105 高崎市箕郷町西明屋114-5
027-371-5667
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-136
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農家民宿上州かしわや

料理侍

砦

松㐂肉店

ありす

スナックですのでカラオケで歌を唄って
いただいたり、おしゃべりを楽しんだり
とリラックスした一時を過ごしていただ
く場所を提供しています。
営業時間 19：00〜24：00

プチ観光しながら
隠れた名店でホッと一息！

定 休 日 月曜日
〒370-3101 高崎市箕郷町柏木沢1292-3
027-371-7705

2019年に開業した箕郷町唯一の農家民
宿です。昼間はうどん屋として、地場で生
産された野菜や小麦粉を使用したうどん
料理をワンコイン500円で食べること
ができます。

営業時間 11：00〜14：30 (夜は予約制)

営業時間 11：30〜15：00／17：30〜22：00
金曜・土曜・祝前日 17：00〜23：00

営業時間 11：30〜13：30
（ランチ月曜日・ 木曜日〜土曜日）

定 休 日 火曜日
〒370-3112 高崎市箕郷町善地925-6
027-371-0141
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-86

定 休 日 木曜日
〒370-3103 高崎市箕郷町下芝672-1
027-333-4768
https://horumonmatsukiya.com

定 休 日 不定休
〒370-3101 高崎市箕郷町柏木沢621-2
027-371-5177
https://joshu-kashiwaya.com

定 休 日 水曜日
〒370-3102 高崎市箕郷町生原1094-1
027-371-1050

定 休 日 日曜日
〒370-3105 高崎市箕郷町西明屋96-4
027-371-3945
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-131
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「中央情報大学校」制作スタッフ

● メンバー紹介 ／ 石北 理久 ・ 佐藤 京香 ・ 安達 文耶 ・ 小浦 将

お肉は松㐂肉店から仕入れており、お客
様の好みに合わせて提供するオーダーパ
スタが人気です。看板商品のホルモンを
はじめ、オーナー自慢のイタリアンも充
実しております。

箕郷梅林の近くの清流沿いに店を構え、
古民家を思わせる店内は落ち着いた雰囲
気を醸し出す隠れ家的なお店です。湧水
で締めたコシの強い自家製手打ちうどん
が特徴でモチモチした食感にリピーター
が続出する名店です。

幸●

『箕輪城下グルメマップ』の制作にあたり、授業で学んだデザインとイラ
ストの知識と技術を存分に活かす事ができ、大変良い経験となりました。

榛名高原つり堀センター

御食事

三千代

アートカフェ ル・シャ

ホテルのコック長を務めた店主が経験を
活かした料理を提供しています。
全室が個室で、ゆっくり食事やお酒を楽
しむことができます。最大25名までの団
体客の対応ができ、2時間の飲み放題プ
ランのご用意もあります。
営業時間 18：00〜24：00

志倉製菓

群馬バス箕郷営業所の西隣に店舗を構え
ているのが松㐂肉店です。看板メニュー
の味付きホルモンは秘伝の自家製ダレに
漬け込まれ、ほのかな柑橘の香りがアク
セントになり、ご飯やお酒が進むこと間
違いなしの逸品です。
営業時間 9：30〜18：30

御食事、宴会、会合、祝事、法事、仕出し、折
り詰め、イベント用お弁当、各種お客様の
ご要望に合わせてお作り致します。

絵画を見ながら、美術書を楽しみながら
コーヒーやケーキはいかがでしょうか。
心豊かな時間を楽しみましょう。

創業は明治末期、箕郷町内でも屈指の老
舗店です。懐かしい味わいの団子は甘辛
でコクがあり食感も良く、町民に古くか
ら愛される逸品です。午前中で売り切れ
てしまうこともある為、電話予約をおす
すめします。

営業時間 8：00〜日没

営業時間 11：00〜14：00／18：00〜20：30

営業時間 12：00〜18：00

営業時間 9：00〜17：00

定 休 日 火曜日
〒370-3111 高崎市箕郷町中野1978-4
027-371-5477
http://haruna-turibori.com

定 休 日 水曜日の夜、日曜日の夜
〒371-3102 高崎市箕郷町生原437-4
027-371-8780
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-91

定 休 日 火曜日
〒370-3106 高崎市箕郷町東明屋468-1
090-3519-7395
http://www.misato-s.org/sightseeing/art-cafe-le-chat

定 休 日 火曜日
〒370-3105 高崎市箕郷町西明屋303-1
027-371-2528
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-101

営業時間 9：00〜24：00
（最終入館 23：30）
定 休 日 無休
〒370-3104 高崎市箕郷町上芝853-1
027-340-4126
http://www.manekinoyu.jp
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Cafe 木の実

とうふ料理

田鶴

和 nagomi Cafe Dining

雷神堂 群馬箕郷店

スナック美穂

上芝地区に店舗を構えるスナックです。
カラオケやお酒、焼きそば等のお食事類
もご用意しております。
営業時間 19：00〜24：00
定 休 日 日曜日
〒370-3104 高崎市箕郷町上芝481-2
027-395-4351

箕郷温泉まねきの湯

榛名山麓の自然の中、ニジマス釣りが楽
しめるだけではなく、釣った魚は塩焼き
やから揚げにして食べることができま
す。また、イタリアンでの修行経験を持つ
シェフの本格的なピザ等の洋食メニュー
も充実しています。
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源泉から湧き出る100％天然温泉
「美肌の湯」。料理や岩盤浴、高濃度炭酸
泉、10,000冊の漫画本で1日中楽しめ
ます。

関口コオきり絵美術館

今回、箕郷町の名店を PR する側でしたが、それと同時に箕郷町の良いと
ころもたくさん知ることができました。後日、グルメマップを持って箕輪城
下を散策したいと思っています。

発行元 ： 高崎市箕郷商工会
〒370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋353
TEL：027-371-2150
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力 ： 高崎市箕郷支所
学校法人 中央総合学園 専門学校

中央情報大学校

「令和元年度 群馬県企画提案型地域経済活性化事業」

素材にこだわったクリームチーズタルト
「きのたる」をはじめとした季節のタルト
や厳選食材を用いたランチプレートと、
ドリンクが楽しめる落ち着いた雰囲気の
カフェです。

自家製とうふや豆乳と季節の野菜をふん
だんに使ったお料理でくつろぎのひとと
きをお楽しみ下さい。大人数の宴会や法
事も承りますのでお気軽にご相談下さ
い。

営業時間 10：00〜18：00

営業時間 12：00〜15：30（夜は予約制）

定 休 日 月曜日、火曜日
〒370-0081 高崎市浜川町410-2
027-388-8074
http://cafe-kinomi.com

定 休 日 水曜日
〒370-3504 北群馬郡榛東村広馬場1832
0279-55-0102
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-111

家族連れのお客様にも喜んでいただける
ようなサービスを心がけており、家庭の
定番料理を中心とした「なごみ日替わり
ランチ」は品数豊富です。夜の部の居酒屋
はお客様の予算やお好みを反映させたプ
ラン設定が可能です。
営業時間 11：00〜14：00／17:00〜22：30

（夜/金~日曜日のみ）

定 休 日 月曜日
〒370-3104 高崎市箕郷町上芝871-5
027-329-6753
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-116

雷神堂群馬箕郷店は20〜30種類の炭火
手焼煎餅詰合箱やヒット商品”ぬ れかり
餅”等多数揃えた煎餅専門店です。

関口コオ氏は国内外で活躍した切り絵作
家です。こちらの美術館は代表作の「童」
を中心に展示しており、繊細で華麗な切
り絵の世界を間近で感じることができ、
ショップや喫茶コーナーも併設しており
ます。

営業時間 9：00〜18：00

営業時間 10：00〜17：00

定 休 日 日曜日
〒370-3102 高崎市箕郷町生原1361-5
027-371-6686
http://www.misato-s.org/sightseeing/post-141

定 休 日 火曜日
〒370-3104 高崎市箕郷町上芝867-1
027-388-8118
http://sekiguchi-koh.net/museum̲PR.htm

みこちゃん

「みのわの里のきつねの嫁入り」を
モチーフにしたキャラクターです。
お嫁さんのイメージとして、初々しくて
可愛らしい清楚な女の子を想像したの
で、頰を赤 くした 紅梅色の着物を着た
きつねのお 嫁様とし ました。
皆が親しみの持てるキャラクターとして
みこちゃん（美狐）を応援してください。

