
 

１１ 茶房 てまり 
◇住所 伊香保町 72-6 
◇電話番号 0279-72-2144 
◇営業時間 10:00～17:30 
◇水曜日定休 
◇駐車場無し 

タヒチ、マサラ、ジャワ、インド、マレー
シアと世界各国のカレーをお楽しみいた
だけます。 

 洋 
おすすめ！ 
カレーライス 

セット 
1,190 円 

１２ 食事処 四季彩 
◇住所 伊香保町 78 
◇電話番号 0279-72-3917 
◇営業時間 10:00～17:00（夏季） 
      11:00～16:00（冬期） 
◇水曜日定休 ◇駐車場無し 

本場ヨーロッパ、カナダ、アメリカにも渡って研究
を重ね、原種を選定。手塩にかけて育てる事で他に
はないほどの旨みや芳醇な香り、柔らかい食感を
備えた「和ぶたもちぶた」が誕生したのです。 

 和 
おすすめ！ 

 
カツライス 
1,650 円 

１３ 菜々屋 
◇住所 伊香保町 87-2 
◇電話番号 0279-72-2232 
◇営業時間 11:30～14:30 
◇火・木曜日定休 
◇駐車場有り（お宿玉樹） 

おふくろの味とあったかごはんを菜々屋
でお召し上がりください。 

 和 
おすすめ！ 

 
日替わり定食 

600 円 

１４ 茶屋 たまき 
◇住所 伊香保町 100-1 
◇電話番号 0279-25-8595 
◇営業時間 8:00～17:00(5月～9月) 

8:00～16:00(10月～4月) 
◇火曜日定休◇駐車場有り（お宿玉樹） 

地元の食材を使ったおこわと名物の石段
手焼あがり餅のセットです。 

 和 
おすすめ！ 

 
おこじょ飯 

864 円 

１６ しゅうさん亭 
◇住所 伊香保町 160-10 
◇電話番号 0279-72-5080 
◇営業時間 12:00～14:00 
      19:00～24:00 
◇無休    ◇駐車場有り 

全部手作り、冷凍ナシのこだわりの一品。 
カリッとした美味しさです。 

 和 中 
おすすめ！ 

 
餃子定食 
650 円 

１７ お好み焼き 山路 
◇住所 伊香保町 198-3 
◇電話番号 0279-72-3352 
◇営業時間 11:00～14:00 
      16:00～24:00 
◇不定休  ◇駐車場有り 

創業以来四十年の味を守る、お好み焼き・
もんじゃのお店です。隠れメニューとして
5 日かけて作るこだわりの一品。 

 他 
おすすめ！ 
焼きビーフ 

シチューセット 
850 円 

２２ レストラン 桂 
◇住所 伊香保町湯中子 276 
◇電話番号 0279-72-3372 
◇営業時間 10:00～16:00 
◇木曜日定休 
◇駐車場有り 

元祖「めしや」としての素朴な味を守り通
して営業をしております。 

 洋 中 
おすすめ！ 

 
ロースかつ定食 

1,000 円 

２５ わたりや 
◇住所 伊香保町水沢 435-15 
◇電話番号 0279-72-3443 
◇営業時間 11:30～15:00 
◇木曜日定休 
◇駐車場有り 

「青竹打ちらーめん」 
自家製しなちくとチャーシュー。 
麺は青竹ぶみの手作りです。 

 他 
おすすめ！ 
しなちく 
ラーメン 
650 円 

２４ 游喜庵（ゆうきあん） 
◇住所 伊香保町 544-130（食の駅内） 
◇電話番号 070-1062-5886 
◇営業時間 11:00～17:30(平日) 

10:30～18:00(土日祝） 
※ 1.2 月はラストオーダー1 時間短縮 

◇水曜不定休 ◇駐車場有り 

水沢うどん「大澤屋」が運営するカレー 
うどん専門店です。 
全て手作りのこだわりの味をどうぞ。 

 他 
おすすめ！ 
キーマカレー 

うどん 
920 円 

２３ 木暮茶寮 
◇住所 伊香保町 544-1 
◇電話番号 0279-72-4170 
◇営業時間 11:00～16:00 

（冬季は要問合せ） 
◇無休   ◇駐車場有り 

赤城山麓で栽培したこだわりの地粉そば。地元産

舞茸の香り豊かな揚げたて天ぷらもおすすめ。 

打ち立てゆでたて、盛りにも満足感あり！ 

 和 
おすすめ！ 
手打ちそば 
天ぷら付き 
1,850 円 

２０ 手打ちそば いけや 
◇住所 伊香保町 378-1 
◇電話番号 0279-72-3193 
◇営業時間 11:00～24:00 
◇木曜日定休 
◇駐車場有り 

そばの専門店として、一品一品のそばのう
まさと、季節のそばのうまさを味わってい
ただきたいと思います。 
 

 和 
おすすめ！ 

 
三色天盛 
1,730 円 

１９ 夢味亭 
◇住所 伊香保町 383（ぴのん内） 
◇電話番号 0279-72-3308 
◇営業時間 11:30～14:30 
◇無休 
◇駐車場有り 

毎週、週替わりでメイン料理を肉料理、魚
料理、中華から選べる大変お得なメニュー
です。 

 洋 中 
おすすめ！ 

 
夢味亭なランチ 

1,200 円 

２１ 栄寿し 
◇住所 伊香保町 525-134 
◇電話番号 0279-72-2545 
◇営業時間 11:00～15:00 
      17:00～23:00 
◇月曜日定休 ◇駐車場有り 

伊香保温泉唯一のお寿司屋さん。 
この他にも新鮮なネタを使ったおすすめ 
メニューは多数ございます。 

 和 
おすすめ！ 

 
寿司定食（上） 

1,836 円 

１８ MASAKIYA 
◇住所 伊香保町 325 
◇電話番号 0279-72-2692 
◇営業時間 11:00～19:00 
◇日曜日定休 
◇駐車場有り 

当店自慢の辛さが選べる石焼き辛味噌ラ
ーメン。ランチは 14 時まで。 
各種ランチメニューは 700 円。 

 他 
おすすめ！ 
石焼き 

辛味噌ラーメン 
1,000 円 

９ ほととぎす 
◇住所 伊香保町 64-4 
◇電話番号 0279-72-2166 
◇営業時間 11:00～14:00 

19:00～24:00 
◇無休  ◇駐車場無し 

一口食べたとき甘いカレーだと思ってい
ると、口の中にファーっと辛さが広がる不
思議なカレーです。 

 他 
おすすめ！ 

 
カレーライス 

800 円 

１５ 伊香保精養軒 
◇住所 伊香保町 106 
◇電話番号 0279-72-2221 
◇営業時間 11:30～14:30 
◇無休 
◇駐車場有り（とどろき） 

本格石窯で焼いたピザが人気。 
おすすめは、和風総菜をトッピングした 
オリジナルピザです。 

 洋 
おすすめ！ 

 
石窯ビザ 
972 円～ 

１０ ふきのとう 
◇住所 伊香保町 64-5 
◇電話番号 0279-72-4070 
◇営業時間 11:00～14:00 

19:30～25:00 
◇火曜日定休 ◇駐車場無し 

ラーメンの麺以外はすべて手作りで作っ
ています。特に山菜を使ったシューマイは
絶品です！ 

 他 
おすすめ！ 

山菜 
シューマイ定食 

864 円 

２７ 鶴亀庵 
◇住所 渋川市渋川 3670 
◇電話番号 0279-25-0394 
◇営業時間 11:00～20:30(L.O) 
◇水曜日定休 ※要問合せ 
◇駐車場有り 

群馬オリジナルブランドの高級ニジマス
「ギンヒカリ」。県外ではなかなか食べら
れない希少な味をぜひご賞味ください。 

 和 
おすすめ！ 
ギンヒカリ丼 

定食 
1,510 円 

２８ ランデブー 
◇住所 渋川市渋川 3670 
◇電話番号 0279-25-1053 
◇営業時間 11:00～21:15(L.O) 
◇第 1.3 木曜日定休 
◇駐車場有り 

 洋 
おすすめ！ 
ランデブー 

ステーキランチ 
1,080 円 

伊香保から車で 5 分！赤城牛ステーキとイタリア
ンがメインのレストラン。平日 11時～15時までの
ランチは、ランデブーステーキ（サラダ・スープ・
ライス付）が大変お得です！ 

写真は赤城牛ヒレステーキ 

２６ 伊香保カントリークラブ 

◇住所 伊香保町伊香保 654 
◇電話番号 0279-72-3188 
◇営業時間 11:00～14:00 
◇12/31、1/1 定休 
◇駐車場有り 

当ゴルフ場は地産地消推奨店で、提供して 
いる牛肉は当ゴルフ場でしか食べられな
い群馬牛を使用しております。 

 和 洋 中 
おすすめ！ 

 
フィレステーキ 

4,800 円 


