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1

栄屋うどん

吾妻郡草津町草津504-2

0279-88-5344

うどん・そば・丼

2

和牛ビストロ三国家

吾妻郡草津町草津386

0279-88-2134

洋食

3

石臼挽き蕎麦 三国家

吾妻郡草津町草津386

0279-88-2134

うどん・そば・丼

4

ティールームゆきうさぎ

吾妻郡草津町草津81

0279-88-3345

カフェ・スイーツ

5

手打蕎麦あおやま

吾妻郡草津町草津377-1

0279-82-5780

うどん・そば・丼

6

CAFE SPA NEUE POST

吾妻郡草津町草津507極楽館1階

0279-88-1610

カフェ・スイーツ

7

カフェ アスペン

吾妻郡草津町草津210-24

0279-88-3973

カフェ・スイーツ

8

うし代亭

吾妻郡草津町草津10-1

0279-88-3648

うどん・そば・丼

9

らーめん壱番

吾妻郡草津町草津116-2

0279-88-3732

ラーメン・餃子

10 月乃井

吾妻郡草津町草津112-1

0279-89-8002

洋食

11 kogomipain

吾妻郡草津町草津464-904

0279-82-5757

その他

12 割烹 喜紫

吾妻郡草津町草津154

0279-88-2248

和食・寿司

13 とり彦

吾妻郡草津町草津148

0279-88-2135

ファミリーレストラン・食堂

14 焼肉したつづみ

吾妻郡草津町草津274番地1

0279-88-8484

焼肉・ホルモン・韓国料理

15 蕎麦豚しゃぶ月や

吾妻郡草津町草津470-17

0279-88-5161

すき焼き・しゃぶしゃぶ

16 ホテルスパックス草津/レストラン風雅

吾妻郡草津町草津470-1ホテルスパックス草津

0279-88-2333

その他

17 こうりん坊

吾妻郡草津町草津114-4

0279-88-4222

居酒屋

18 旬彩茶屋 夢花

吾妻郡草津町草津39-1

0279-88-0224

うどん・そば・丼

19 大野家

吾妻郡草津町草津511

0279-88-2039

うどん・そば・丼

20 ノイエポスト ダイニング

吾妻郡草津町草津507極楽館2Ｆ

0279-88-1610

洋食

21 上州麺処平の家

吾妻郡草津町草津121-2

0279-88-2828

うどん・そば・丼

22 ガーデンカフェ パティオ（草津温泉 ホテルヴィレッジ内）

吾妻郡草津町草津618草津温泉 ホテルヴィレッジ

0279-88-3232

洋食

23 メインダイニング ホリホック（草津温泉 ホテルヴィレッジ内）

吾妻郡草津町草津618草津温泉 ホテルヴィレッジ

0279-88-3232

フレンチ・イタリアン

24 蕎麦酒場

吾妻郡草津町草津23-68

0279-88-2291

うどん・そば・丼

25 和食処 浅間（草津温泉 ホテルヴィレッジ内）

吾妻郡草津町草津618草津温泉 ホテルヴィレッジ

0279-88-3232

和食・寿司

26 ブッフェダイニング 白根（草津温泉 ホテルヴィレッジ内）

吾妻郡草津町草津618草津温泉 ホテルヴィレッジ

0279-88-3232

洋食
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27 Lucky Bagel

吾妻郡草津町草津19-15

0279-82-1004

カフェ・スイーツ

28 茜家食堂

吾妻郡草津町草津464-285

0279-82-5353

和食・寿司

29 カフェ空嵐

吾妻郡草津町草津108センターアーケード2階

0279-82-5868

居酒屋

30 レストラン エクレーレ

吾妻郡草津町草津464-699クアリゾート草津

0279-88-7688

和食・寿司

31 くいもんやあうん亭

吾妻郡草津町草津468-57

0279-88-3390

居酒屋

32 桔梗亭

吾妻郡草津町草津106-1源泉閣

0279-88-8911

居酒屋

33 花栞

吾妻郡草津町草津454-43

0279-88-9105

カフェ・スイーツ

34 イタリア料理 ITALO

吾妻郡草津町草津7-1

0279-88-8340

フレンチ・イタリアン

35 湯楽亭

吾妻郡草津町草津106-1 2階

0279-88-3001

その他

36 天狗喫茶

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

0279-88-4050

カフェ・スイーツ

37 天狗山レストハウス

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

0279-88-4050

ファミリーレストラン・食堂

38 御成山ロッヂ

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

0279-88-4050

ファミリーレストラン・食堂

39 TENGUYAMA CAFE

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

0279-88-4050

カフェ・スイーツ

40 殺生レストハウス

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

0279-88-4050

ファミリーレストラン・食堂

41 天狗山展望喫茶

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

0279-88-4050

カフェ・スイーツ

42 天狗山ロッヂ

吾妻郡草津町草津字白根国有林158

0279-88-4050

ファミリーレストラン・食堂

43 草津町健康増進センター大滝乃湯

吾妻郡草津町草津596-13

0279-88-2600

ファミリーレストラン・食堂

44 草津温泉バスターミナル喫茶バーンホーフ

吾妻郡草津町草津28

0279-88-3582

カフェ・スイーツ

45 お食事処 暖

吾妻郡草津町草津113

0279-88-6716

和食・寿司

46 居酒屋 爐

吾妻郡草津町草津51

0279-88-3373

居酒屋

47 そばきち 湯畑店

吾妻郡草津町草津108

0279-88-9980

うどん・そば・丼

48 居酒屋ちゃいるど

吾妻郡草津町草津23-53

0279-88-6867

居酒屋

49 珈琲専科 綾

吾妻郡草津町草津114-2

0279-88-4865

カフェ・スイーツ

50 いざかや水穂

吾妻郡草津町大字草津108

0279-88-3122

居酒屋

51 奈良屋（カフェ）

吾妻郡草津町草津396

0279-88-2311

カフェ・スイーツ

52 源泉一乃湯

吾妻郡草津町草津135

0279-89-8122

バー・ダイニングバー
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53 湯川テラス

吾妻郡草津町草津375

0279-82-5911

和食・寿司

54 湯畑草菴

吾妻郡草津町草津118-1

0279-88-0811

カフェ・スイーツ

55 蕎麦かない

吾妻郡草津町草津497-1

0279-88-3301

うどん・そば・丼

56 眺庭庵益成屋

吾妻郡草津町草津33

0279-88-2203

うどん・そば・丼

57 草津ナウリゾートホテル

吾妻郡草津町草津747草津ナウリゾートホテル

0279-88-5111

その他

58 ナウリゾートホテル内 レストランくるーざー

吾妻郡草津町草津747草津ナウリゾートホテル

0279-88-5111

和食・寿司

59 中国料理上海

吾妻郡草津町草津747-1草津ナウリゾートホテル

0279-88-5111

中華料理

60 ナウリゾートホテル ウィンザー

吾妻郡草津町草津747-1草津ナウリゾートホテル

0279-88-5111

洋食

61 キッチン笑りぃ

吾妻郡草津町草津380-6

0279-82-1323

居酒屋

62 焼肉 馬力屋

吾妻郡草津町640-101

0279-88-8929

焼肉・ホルモン・韓国料理

63 柏香亭

吾妻郡草津町草津376

0279-88-2208

うどん・そば・丼

64 居酒屋源氏

吾妻郡草津町草津333-2

0279-88-7505

居酒屋

65 湯元館内 薬膳茶房 滝見亭

吾妻郡草津町草津366薬師の湯 湯元館内

0279-88-3394

カフェ・スイーツ

66 ちょい呑み処 ＫＢＡＲ

吾妻郡草津町草津20-2

0279-88-2126

バー・ダイニングバー

67 そば処 わへい

吾妻郡草津町草津486-2

0279-89-1233

うどん・そば・丼

68 OBAHANGOHAN 花

吾妻郡草津町草津386 土屋商店2F土屋商店

0279-88-2257

ファミリーレストラン・食堂

69 松美

吾妻郡草津町草津384-1

0279-88-3832

うどん・そば・丼

70 湯畑横丁 ギンノリン

吾妻郡草津町草津126大東館西館1Ｆ

0279-82-5963

うどん・そば・丼

71 オモニー

吾妻郡草津町草津117-2

0279-88-7678

焼肉・ホルモン・韓国料理

72 シルバーバック

吾妻郡草津町草津372シゲハラビル2階

0279-82-5029

洋食

73 上州地粉うどん まつもと

吾妻郡草津町草津486-5

0279-88-2678

うどん・そば・丼

74 居酒屋 三四郎

吾妻郡草津町草津114-3

0279-88-2032

居酒屋

75 おかめや

吾妻郡草津町草津380

0279-88-2253

居酒屋

76 リストランテ アル ロドデンドロ

吾妻郡草津町草津557-11

0279-88-6150

フレンチ・イタリアン

77 ZEN 繕

吾妻郡草津町草津108センターアーケードビル1F

0279-82-1129

すき焼き・しゃぶしゃぶ

78 だんべえ茶寮

吾妻郡草津町草津486-2

0279-88-7515

居酒屋
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79 ＹＡＭＡＩＲＯ

吾妻郡草津町草津390-4 2Ｆ

0279-88-9320

ファミリーレストラン・食堂

80 おかめ支店

吾妻郡草津町草津28番地バスターミナル1Ｆ

0279-88-3666

うどん・そば・丼

81 とんかつの店とん香

吾妻郡草津町大字草津23-90

0279-88-6139

和食・寿司

82 中華料理龍燕

吾妻郡草津町大字草津116-2

0279-88-3777

中華料理

83 相撲茶屋大茶庵

吾妻郡草津町大字草津564-3

0279-88-8080

居酒屋

84 味屋ろくもんせん

吾妻郡草津町前口33-13

0279-88-0380

うどん・そば・丼

85 遊月

吾妻郡草津町草津249-22

0279-88-5359

居酒屋

86 めでた屋ボンビー

吾妻郡草津町草津395

0279-82-1450

居酒屋

87 めでたや食堂 西の河原店

吾妻郡草津町草津486

0279-82-5023

居酒屋

88 めでたや食堂 バーデンファミリエ店

吾妻郡草津町草津464-1158バーデンファミリエ草津2階

0279-82-1993

ファミリーレストラン・食堂

89 ホルモンM

吾妻郡草津町草津486

0279-82-5423

焼肉・ホルモン・韓国料理

90 魚民草津温泉湯畑店

吾妻郡草津町草津126草津温泉大東館西館2階

0279-88-0188

居酒屋
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