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No

住所

店舗名

電話番号

HP

ジャンル

1 相川庵

桐生市川内町３丁目１２５

0277-65-8287

うどん・そば・丼

2 灯り

桐生市本町１－６－１５

0277-46-3402

居酒屋

3 炙屋

桐生市境野町1-852-5

0277-44-5214

居酒屋

4 アラターブル

桐生市仲町2-11-19

0277-32-5776

フレンチ・イタリアン

桐生市東5-6-41

0277-22-9541

6 居酒屋どん本町店

桐生市本町5丁目64-4

0277-22-8855

7 居酒屋梵

桐生市新里町新川301-2

0277-74-2531

桐生市境野町1-1125-4

0277-44-5418

桐生市広沢町3-3819

0277-53-0561

10 イタリアンジェラートミラノ

桐生市相生町４－７４－１

0277-54-8248

カフェ・スイーツ

11 いっちょう広沢店

桐生市広沢町１丁目２８１３

0277-54-7878

居酒屋

12 いってらっしゃい

桐生市相生町３丁目５９１－２ スカイハイツ１０６
0277-65-9718

13 田舎うどんいっこく屋

桐生市新里町新川753-2

0277-74-1598

14 INOJIN

桐生市境野町５－３３７－２

0277-46-1251

15 いろは本舗

桐生市巴町２丁目１８９３－１０

0277-44-7525

居酒屋

0277-46-9727

洋食

5 イートカフェ

8 磯切りそば

ルポ

まつもとや

9 イタリア料理ROKA

16 インドカレーレストラン

TANDORI 桐生市境野町7-1779-19

17 魚新

洋食
https://www.sunfood-don.com

居酒屋
居酒屋
うどん・そば・丼

https://www.roka-1978.info/

フレンチ・イタリアン

その他
うどん・そば・丼
http://inojin.info/

うどん・そば・丼

桐生市菱町3-2107-5

0277-45-3121

桐生市末広町５－１９ 金子ビル１階

0277-44-0588

桐生市浜松町2-8-19

0277-43-0502

うどん・そば・丼

20 うなぎ赤松

桐生市錦町１丁目３番３号

0277-44-8398

その他

21 うなぎ割烹魚政

桐生市浜松町１－２－１８

0277-44-5054

和食・寿司

22 うなぎの丸源錦田店

桐生市錦町１丁目２番１６号

0277-43-5888

和食・寿司

23 うなよし

桐生市川内町3-585-6

0277-65-6584

和食・寿司

24 梅田飯店

桐生市梅田町4-7-8

0277-32-1085

ラーメン・餃子

25 栄楽

桐生市広沢町4丁目1974-20

0277-53-2037

26 江戸っ子寿司

桐生市宮前町2-16-3

0277-22-8465

27 欧風料理

桐生市堤町2-9-9

0277-46-0669

28 欧風料理シェフハヤカワ

桐生市稲荷町3-5 田尻ビル１F

0277-22-3363

29 近江屋喜兵衛

桐生市本町2丁目8-27

0277-44-0038

居酒屋

30 大寿司

桐生市錦町2-4-35

0277-44-7596

和食・寿司

31 おおとら食堂

桐生市東５丁目６の５８

0277-44-6528

ファミリーレストラン・食堂

32 大野屋

桐生市仲町2-1-26

0277-44-8262

33 沖縄そば南風（パイカジ）

桐生市広沢町3-4083-4

0277-55-5524

34 OKIYAゲストハウス&タパスバー

桐生市末広町1-14

0277-43-0048

18 魚民

桐生北口駅前店

19 うどん

八州

小川亭

35 お好み焼きKANSAI桐生店

桐生市相生町1-298-2

0277-46-9223

36 お好み焼き笑天

桐生市境野町1-849-1

0277-47-0565

桐生市相生町5-456 viva de cafe

0277-66-9417

37 お座敷ダイニング

viva de cafe

和食・寿司
https://www.monteroza.co.jp/shop.
html?shop=802630

居酒屋

ラーメン・餃子
http://edokko8465.com/

和食・寿司
洋食

http://chef-hayakawa.com

洋食

カフェ・スイーツ
https://www.instagram.com/okina
wapaikaji/?hl=ja

ラーメン・餃子

バー・ダイニングバー
http://www.collabokansai.com/index.html

その他
その他
洋食

http://www.0277.co.jp/orihimeya

38 おりひめ屋

桐生市錦町３－１１－６

0277-43-9033

39 Garment District by Bedford Cafe

桐生市浜松町1-3-7

0277-46-9899

40 カーリーテーブル

桐生市仲町2-9-17

0277-43-1777

41 海鮮工房まさ坊

桐生市錦町2-5-7

0277-43-2877

42 海鮮ダイニング美喜仁館

桐生市元宿町19-1

0277-46-3420

43 海鮮どんさん亭新宿郷屋敷店

桐生市新宿2丁目5-7

0277-46-5222

https://www.sunfood-don.com

和食・寿司

44 ガスト 桐生店

桐生市相生町１丁目１２４－１

0277-55-5188

https://www.skylark.co.jp/

ファミリーレストラン・食堂

45 かつ一群馬桐生店

桐生市相生町3丁目84

0277-32-3008

https://sunfood-don.com

その他

46 がってん寿司

桐生市広沢町1-2480-1

0277-53-8888

桐生市広沢町４－２０６０－１

0277-70-6351

47 かっぱ寿司

桐生店
桐生店

桐生店

48 割烹中川

桐生市相生町1-357-6

0277-51-4370

49 割烹

味感

/index.html
https://bedfordcafe.com/

和食・寿司
洋食
アジア・エスニック・各国料理
和食・寿司

http://www.bikini.co.jp/shops/m
otojuku-2/

https://www.gatten.co.jp/brand/
?name=gatten
https://www.kappasushi.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ00
0327971/

和食・寿司

和食・寿司
和食・寿司
和食・寿司

桐生市仲町2-6-12

0277-46-4164

和食・寿司

50 ＣＡＦＥ風の詩ショコラ

桐生市宮本町１－３－１

0277-47-6353

カフェ・スイーツ

51 cafe CLAIR

桐生市天神町２－７－１７

0277-22-9248

カフェ・スイーツ

52 カフェそしお

桐生市梅田町4-357

080-1194-8312

53 cafe&dining emu

桐生市織姫町3-33

0277-47-3244

http://emu.favy.jp

カフェ・スイーツ

桐生市広沢町１丁目２７７４－１

0277-70-6120

https://www.joyfull.co.jp/

ファミリーレストラン・食堂

55 亀六

桐生市川内町2－110

0277-65-8024

http://www.kameroku.com

うどん・そば・丼

56 キッチンさわい

桐生市錦町3-1-35

0277-45-1391

57 キッチンラメール

桐生市織姫町2-5 シルクホール1F

0277-44-6566

ファミリーレストラン・食堂

58 気まぐれ酒場茜家

桐生市相生町5丁目132-6

0277-46-7119

居酒屋

59 伽羅

桐生市永楽町6-11

0277-22-9425

カフェ・スイーツ

0277-22-8788

居酒屋

54 株式会社ジョフル

桐生店

60 九州博多屋台処居酒屋むかしや桐生本店
桐生市東4-6-39
61 京甘味
62 きらく

祇園

カフェ・スイーツ

https://www.hotpepper.jp/strJ00
0328054/

洋食

桐生市新宿３－１３－１５

0277-43-2266

カフェ・スイーツ

桐生市本町６－２１

0277-44-5388

和食・寿司
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63 桐生カントリークラブレストラン

桐生市新里町赤城山１１１３

0277-74-8111

中華料理

64 桐生プリオパレス

桐生市堤町３丁目５－２３

0277-47-4122

http://www.priorpalace.com

フレンチ・イタリアン

65 桐生吉野家

桐生市末広町9-2

0277-22-0531

http://kiryu-yoshinoya.jp/

和食・寿司

66 金釜広沢

桐生市広沢町4丁目1870-9

0277-53-3601

和食・寿司

67 quarto

桐生市新里町新川3878-1

090-3104-9946

フレンチ・イタリアン

68 串揚Sanki

桐生市仲町2-9-6

0277-44-7109

その他
https://search.yahoo.co.jp/amp/
s/www.hotpepper.jp/strJ001110

桐生市仲町2-8-29

69 串焼きダイニング紅屋

0277-45-2774

805/amp/%3Fusqp%3Dmq331A

居酒屋

QQKAGYAeShzp7PiYWKA7ABIA
%253D%253D
http://torisuke.jp

70 串焼鳥介

桐生市巴町1-1822

0277-43-1622

71 ケンタッキーフライドチキン桐生店

桐生市末広町8-21

0277-40-1215

ファストフード

桐生市広沢町4-2050-1

0277-40-2280

ファストフード

72

ケンタッキーフライドチキン桐生広沢
店

73 珈琲館

桐生市相生町１－１６７－１

0277-40-2030

74 Kokopelli Box

桐生市東5丁目6-30 戸口ビル

0277-46-7973

カフェ・スイーツ

75 小太刀屋

桐生市広沢町2-3424-2

0277-52-4458

うどん・そば・丼

76 五味八珍

桐生市本町６丁目381

0277-22-5381

居酒屋

桐生市宮本町1丁目１－３１

0277-32-3023

カフェ・スイーツ

桐生市新里町赤城山542-1

0277-46-9748

うどん・そば・丼

桐生市相生町２丁目６３７－４

0277-47-7271

フレンチ・イタリアン

桐生市相生町1丁目634-18

0277-32-6227

ラーメン・餃子

81 左門

桐生市境野町3-1453-1

0277-46-1300

居酒屋

82 更科

桐生市相生町２丁目909-21

0277-54-7801

うどん・そば・丼

桐生市仲町2-9-17

0277-44-3321

桐生店

77 古民家Cafe
78 小麦工房

らいむ

ひとつぼし

79 SAZOU700settecento
80 佐野らーめん

麺番長

83 サラマンジェ

桐生店

ア・ポアン

http://www.kohikan.jp/

居酒屋

カフェ・スイーツ

フレンチ・イタリアン
https://travel.rakuten.co.jp/HOT

84 サンローゼ

桐生市末広町2-9 パールホテル2Ｆ

0277-43-9595

EL/31153/CUSTOM/3115350310 バー・ダイニングバー

85 自家製麺しせん 相老駅店

桐生市相生町２－７１５－３

0277-46-7022

https://www.shisen.net

ラーメン・餃子

86 しせん亭 運動公園店

桐生市相生町３－４３１－７

0277-55-2000

https://www.shisen.net

ラーメン・餃子

87 志多美屋本店

桐生市浜松町１－１－１

0277-44-4693

http://sitamiya.com/

ファミリーレストラン・食堂

88 しみずや

桐生市新宿1-10-9

0277-44-5780

89 Jazz & Blues Bar Village

桐生市末広町6-25

0277-43-2770

http://villagejazz.jp

バー・ダイニングバー

90 しゃぶ葉 桐生相生店

桐生市相生町５丁目４７２－１

0277-40-2677

https://www.skylark.co.jp/

ファミリーレストラン・食堂

91 旬菜 せん

桐生市仲町2丁目243－16

0277-43-3007

184815.html?

うどん・そば・丼

居酒屋
http://search.daisyo.co.jp/shop.p

桐生市末広町5-16 丸政ビル1階

0277-46-1351

93 ショコラノア

桐生市巴町１－１１１７－１

0277-44-5553

94 しろきや

桐生市錦町1丁目8-4

0277-45-2275

ファミリーレストラン・食堂

95 シンフォニー

桐生市巴町2-5-19 織姫ビル2F

0277-22-001

フレンチ・イタリアン

96 すき家桐生相生店

桐生市相生町２－４８９－１

ファストフード

97 すき家桐生新宿店

桐生市新宿３－２－１４

ファストフード

98 すき家５０号桐生広沢店

桐生市広沢町三丁目字反町4023-2

99 鮨いとい

桐生市相生町1-607-1

0277-54-2660

92 庄や

桐生駅前店

hp?shop_cd=1726
http://www006.upp.sonet.ne.jp/chocolatnoix/

居酒屋
フレンチ・イタリアン

ファストフード
http://sushi-itoi.com/

和食・寿司

100 鮨処

浜乃家

桐生市川内町3-379-8

0277-65-7893

和食・寿司

101 鮨処

わかな

桐生市境野町3丁目2116

0277-22-0100

和食・寿司

桐生市相生町２丁目413-9

0277-52-8880

和食・寿司

桐生市本町４－７９

0277-44-1462

桐生市相生町３丁目84

0277-76-8187

https://www.sunfood-don.com

洋食

桐生市新宿２丁目5-7

0277-22-4129

https://www.sunfood-don.com

洋食

桐生市広沢町5-1617-17

0277-53-8666

107 スパゲッ亭加良

桐生市西久方町1-2-44

0277-22-6533

108 赤城閣

桐生市黒保根町水沼１２５－１

0277-96-2705

102 寿司・和食

喜楽

103 ステーキ・ハンバーグ専科つかさ
104
105

ステーキ・ハンバーグどんさん亭桐生
店
ステーキ・ハンバーグどんさん亭新宿
郷屋敷店

106 ステーキ宮

109 千年の宴

桐生広沢店

桐生北口駅前店

その他

https://www.miya.com/shop/det
ail.php?shop_no=58

洋食
フレンチ・イタリアン
洋食

https://www.monteroza.co.jp/shop.

桐生市宮前町２－９－３８

0277-47-0488

110 創業二百三十年食堂

桐生市堤町3-8-18

0277-66-9335

111 そば高はし

桐生市相生町2丁目869-1

0277-55-0007

112 そば忠 ５０号店

桐生市広沢町５－１６３２－７

0277-32-3655

113 そばよし

桐生市相生町3丁目161-1

0277-54-1381

うどん・そば・丼

114 第二美喜仁

桐生市元宿町11-33

0277-44-6531

和食・寿司

115 第二宮嶋庵境野支店

桐生市境野町6-601-8

0277-43-7322

うどん・そば・丼

116 大丸食堂

桐生市川内町２丁目２４１－７

0277-65-8271

ファミリーレストラン・食堂

桐生市巴町2-1821

070-4026-3888

アジア・エスニック・各国料理

118 台湾料理 彩華

桐生市仲町2丁目3-21

0277-47-5077

中華料理

119 Chai.com

桐生市境野町7-191-2

0277-22-7228

アジア・エスニック・各国料理

120 中華ダイニング居酒屋修

桐生市相生町2-282-12

0277-46-9494

居酒屋

117 タイレストラン

Thai Thai

html?shop=832056

居酒屋

和食・寿司
うどん・そば・丼
http://www.shisen.net

うどん・そば・丼
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桐生市本町4-79-3

0277-44-3360

中華料理

122 中国料理萬来軒

桐生市宮本町１－１１－２３

0277-22-3855

中華料理

123 手打ちラーメン よしだや

桐生市東1-2-31

0277-44-3813

ラーメン・餃子

124 鉄板焼きステーキ海鮮

桐生市広沢町6丁目524－1

0277-53-5354

桐生市末広町1-16

0277-46-2012

桐生市浜松町2丁目2-33

0277-46-6278

桐生市宮前町2-10-2

0277-20-7003

128 トラットリア・バルボン

桐生市永楽町７－７

0277-46-0508

129 鳥正

桐生市堤町3丁目8の27

0277-22-0913

その他

130 鳥モネ本町店

桐生市本町5-370

0277-22-2744

居酒屋

131 とんかつかつ彦

桐生市新里町新川747-14

0277-74-6448

和食・寿司

132 とんかつ

桐生市広沢町１丁目2954-1

0277-54-4764

和食・寿司

133 豚サマ

桐生市仲町2-8-2

0277-22-9545

居酒屋

134 ナナイロカフェ

桐生市本町6-27-1

090-9000-9799

桐生市相生町4-55-7

0277-53-3738

136 Narrow

桐生市川内町２丁目４１－１

0277-65-8760

137 農事組合法人黒保根やまびこ会

桐生市黒保根町下田沢９１－４

0277-96-2575

138 BAR BLUE

桐生市末広町8-26

0277-22-9321

121 中国料理

125 デニーズ

上海亭

川島

桐生末広町店

126 天唐っと
127 豊丸水産

桐生北口店

ほしの

135 ナポリの食卓

相生店

139 HI/DINER

桐生市巴町1-1114

0277-46-7534

洋食
https://www.dennys.jp/

ファミリーレストラン・食堂
居酒屋
居酒屋

http://www.bourbon55.com

フレンチ・イタリアン

カフェ・スイーツ
http://bostongr.com/wordpress/aioi/
https://www.instagram.com/narr
ow_curry
http://www15.wind.ne.jp/~kuroh
one-y/

フレンチ・イタリアン
カフェ・スイーツ
ファミリーレストラン・食堂
バー・ダイニングバー

https://www.instagram.com/hi_d
iner_kiryu/
https://www.hamazushi.com/ha

洋食

140 はま寿司桐生相生町店

桐生市相生町1-148-1

0277-55-5171

141 はやぶさ食堂

桐生市黒保根町水沼１５１

0277-96-2507

142 万来

桐生市堤町3-7-10

0277-22-4911

ラーメン・餃子

143 Ｂ級グルメ館

桐生市東４－５－２７

0277-44-2668

ファミリーレストラン・食堂

144 美喜仁寿司

桐生市本町4丁目78

0277-44-5921

145 ひさごや

桐生市相生町１丁目４９０－１６

0277-53-5922

146 BistroNoBu

桐生市浜松町一丁目５－３１

0277-32-6011

桐生市本町2-5-6

0277-43-3132

148 びすとろラメール

桐生市川内町3-339-1

0277-46-6555

149 FARCRY BREWING & CAFE

桐生市仲町2-11-4 Purveyors 1F

0277-32-3446

150 フィオレ

桐生市相生町５－４６５－１７

0277-54-2374

カフェ・スイーツ

151 フォレスト工房 チキチキ

桐生市宮本町4-8-35

0277-47-5500

フレンチ・イタリアン

152 福まさずし

桐生市川内町３丁目３７１－１０

0277-65-8741

和食・寿司

153 藤一

桐生市菱町３－２１０４－５

0277-44-7457

うどん・そば・丼

154 藤屋第一支店

桐生市新宿3丁目５－８

0277-44-8240

うどん・そば・丼

155 双葉寿司

桐生市本町5-368

0277-22-8188

156 フライングガーデン新桐生店

桐生市広沢町２－２９８２

0277-54-3210

http://www.fgarden.co.jp/

ファミリーレストラン・食堂

157 ブラスリー

桐生市境野町2丁目817-11

0277-20-8555

http://www.entrain.jp

洋食

147 ビストロ

ファンベック

MASAMI

アン・トラン

mazushi/

和食・寿司
中華料理

http://www.bikini.co.jp

和食・寿司
うどん・そば・丼
洋食

http://bistrofinbecmasami.jimdo.
com

フレンチ・イタリアン
フレンチ・イタリアン

http://purveyors2017.jp/

http://www.ktv.ne.jp/~htanuma/

https://www.heiwaya-

アジア・エスニック・各国料理

和食・寿司

158 平和屋

桐生市梅田町2-177-8

0277-32-1082

159 ベーカリーカフェレンガ

桐生市東久方町1-1-55

0277-32-5553

カフェ・スイーツ

160 ペーパームーン相生店

桐生市相生町3丁目428-1番地

0277-55-1398

フレンチ・イタリアン

161 ペーパームーン菱店

桐生市菱町５丁目６４４番地

0277-32-2422

フレンチ・イタリアン

162 ボーノボーノ

桐生市境野町7-35-1

0277-45-0766

163 ホルモン亭ヤプー

桐生市宮前町2-1-28

0277-44-3750

164 MATSUYA

桐生市天神町1-1-19

0277-46-5343

165 丸亀製麺桐生

桐生市広沢町5-1519-8

0277-54-3072

166 まるしん篤亭

桐生市境野町7-70-5

0277-44-8665

http://kiryu-anmitsu.com/

ファミリーレストラン・食堂

167 水沼駅温泉センター

桐生市黒保根町水沼120-1

0277-96-2500

http://www.mizunuma-sb.com/

うどん・そば・丼

168 みどり屋

桐生市黒保根町水沼１８０

0277-96-3469

うどん・そば・丼

169 みやじま庵

桐生市錦町3-1-39

0277-44-3515

うどん・そば・丼

170 モスバーガー桐生広沢店

桐生市広沢町4-2459-8

0277-54-6739

171 もつ亭志門

桐生市新宿1丁目6-14

070-4490-7879

172 腑(もつ)煮屋 ワインディングロード

桐生市新里町新川3211

090-3244-2443 https://motsuni-ya.com/

ファミリーレストラン・食堂

173 モリムラ珈琲店

桐生市本町６－１－２

0277-43-9562

カフェ・スイーツ

174 焼肉恵比寿

桐生市広沢町3-3777

0277-53-1007

焼肉・ホルモン・韓国料理

桐生市新宿2丁目5-7

0277-46-4129

176 有限会社泉新

桐生市本町３丁目３－２

0277-22-2234

和食・寿司

177 雄鮨

桐生市仲町３丁目１１－３３

0277-22-8787

和食・寿司

178 宵待庵まつしまや

桐生市黒保根町上田沢８８１

0277-96-2198

うどん・そば・丼

175

桐生境野店

焼肉しゃぶしゃぶどんさん亭新宿郷屋
敷店

shokudou.com/sp/

http://bostongr.com/wordpress/kiryusakaino/
https://horumonteiyapu.on.omisenomikata.jp/

ファミリーレストラン・食堂

フレンチ・イタリアン

焼肉・ホルモン・韓国料理
焼肉・ホルモン・韓国料理
うどん・そば・丼

ファストフード
http://motutei.umai.ch/

https://www.sunfood-don.com

焼肉・ホルモン・韓国料理

焼肉・ホルモン・韓国料理
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179 洋食ミスティ

桐生市仲町2-1-7

0277-44-3575

洋食

180 養老乃瀧新桐生店

桐生市広沢町2-3104

0277-70-6304

居酒屋

181 萬家境野店

桐生市境野町６－４８８－１

0277-45-7878

居酒屋

182 ラーメンいっき

桐生市広沢町4-2443-1

090-2205-0497

183 ラーメンもん吉桐生店

桐生市相生町3-591

0277-55-0808

184 ラ、ベルデ

桐生市相生町二丁目588-46

0277-53-3881

185 ラ・メール・マキ

桐生市広沢町1丁目2531-7

0277-46-8594

186 ラ・ラピニエル・ユキ

桐生市永楽町4-26

0277-47-5550

187 ランコントレ

桐生市川内町3-126-1

0277-46-9631

188 りすとらんて弁慶

桐生市新里町小林93-8

0277-74-8929

189 料亭

ラーメン・餃子
https://monkichi-ramen.com/

ラーメン・餃子
フレンチ・イタリアン

https://la-mere-maki2014.com/

フレンチ・イタリアン
洋食

https://rencontredeco.com/
https://m.amebaownd.com/#/sit
es/926704/pages

カフェ・スイーツ
焼肉・ホルモン・韓国料理

桐生市仲町二丁目2-29

0277-44-3537

190 旅館清風園

桐生市梅田町５－７６５２

0277-32-1181

和食・寿司

191 凛の華

桐生市相生町1-303-1 グントービル

0277-54-4920

居酒屋

192 レストラン 味・マッシー

桐生市琴平町6-39

0277-46-3456

ファミリーレストラン・食堂

193 レストラン仙季

桐生市宮本町2丁目12-16

0277-46-5200

洋食

194 レストランバリエ

桐生市広沢町７－５１１６－３

0277-53-0702

一婦美

http://www.ichifumi.com/

和食・寿司

フレンチ・イタリアン
https://www.kiryu-

195 レストラン秀吉本店

桐生市梅田町1-204-9

0277-32-2044

196 レストランペオニー

桐生市広沢町２－２９６０

0277-53-1437

197 レストラン

桐生市相生町1-277

0277-53-5575

198 六寿司

桐生市広沢町3丁目4007-6

0277-52-6081

199 ろぐてい

桐生市黒保根町下田沢2306-5

0277-96-2616

200 和彩 つる家

桐生市永楽町8-17

0277-46-8370

201 和膳

桐生市新宿3-13-10

0277-44-3525

http://tatsukichi.co.jp

和食・寿司

202 わびさびや

桐生市新宿3-4-49

0277-43-9088

https://wabisabiya.thebase.in/

カフェ・スイーツ

203 WABUだいにんぐ

桐生市相生町2-134

0277-53-2150

ラベイユ

たつ吉

hideyoshi.com/

和食・寿司
フレンチ・イタリアン

http://laveille.cocotte.jp/

洋食
和食・寿司

http://rogutei@eos.ocn.ne.jp

フレンチ・イタリアン
居酒屋

居酒屋

