
店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

赤ちょうちん 平八　前橋店 前橋市 元総社町１－３－５ 027-251-5010 居酒屋 18:00～6:00 火曜日

黒でん市場 前橋市 元総社町１－３－５ 027-251-5010 居酒屋 18:00-25:00 火曜日 3500円

しなの弥 前橋市 元総社町１－４－４ 027-252-9839 居酒屋 17:30～0:00 日曜日

居食や　縁 前橋市 広瀬町3-14-1 027-266-6220 居酒屋
11:30 ～ 24:00（L.O. 23：30）
【ランチ】11:30～15:00(L.O.14:30) 
【ディナー】17:00～24:00(L.O.23:30)

年中無休 3500円

アンドレカンドレ 前橋市 住吉町２－８－１４ 住吉ビル１Ｆ 027-215-7080 居酒屋 17:30～3:00（L.O.2:00） 不定休

焼鳥さくま 前橋市 住吉町2-8-19 027-231-0712 焼鳥 17:30～22:30 日曜日 3000円

ドラゴンカフェ前橋店 前橋市 小相木町３４９－１ 027-254-2903 居酒屋 17:00～5:00(L.O.4:00) 月曜日

てんとう夢酒 前橋市 小相木町357 027-253-0400 居酒屋

チャイニーズダイニング　天壇 前橋市 昭和町３－３４－２６ 027-237-3437 中国料理 11:30～15:00　17:00～22:00 月曜日

アカリトモル 前橋市 上細井町２３１６－４ ＳＫビル１Ｆ 027-212-7484 居酒屋 17:00～0:00 月曜日



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

身土不二 前橋市 城東町２－３－８ 市営城東パーキング１Ｆ 027-235-1631 韓国料理 17:00～翌05:00 月曜日

串もん 前橋市 新前橋町18-41 グレイスビル 027-289-6833 居酒屋 16:30～25:00 日曜日 3500円

PLEASANT CAFE 龍 前橋市 千代田町４－１－１３ 千代田ビル1F 027-233-0666 居酒屋 17:00～5:00 月曜日

バー宇野 前橋市 千代田町5-13-4 南大門ビル2F 027-230-9009 バー 18:00～28:00 日曜日・祝日 4000円

ＡＧＯＲＡ　ｂｙ　ｏｉｏｉ 前橋市 千代田町５－１９－４ 027-235-1143 居酒屋 18:00～深夜まで… 不定休

ちひろ 前橋市 千代田町5-20-7 027-289-4622 居酒屋 18:00～28:00 日曜日 4000円

地中海酒場SoleSole 前橋市 天川大島町3-36-5 027-257-3547 洋風居酒屋
11:30～14:30
17:30～24:00

火曜日 3500円

隠れ酒房ござる 前橋市 大胡町３６０－１ 027-212-9533 居酒屋 17:00～25:00（L.O.24:30） 月曜日 2500円

東洋酒家 前橋市 大友町１－２０－１ 027-210-7251 居酒屋 17:30～01:00 月曜日



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

焼肉太閤 前橋市 大友町3-20-8 027-252-6688 焼肉

【ランチ】　11:30～14:00（LO）
【ディナー】16:00～22:00（LO　
21:00）
ランチ営業、日曜営業

火曜日 4000円

○△□（マルサンカクシカク） 前橋市 大友町3丁目1-2 027-289-8801 居酒屋
17:00～0:00(L.O.11:30) / 金・土・祝
前日17:00～2:00(L.O.1:30)

月曜日 3500円

季節料理・天ぷら　逢とり縁 前橋市 箱田町３５５－４ 027-289-6464 和食・天ぷら
11:30～14:30(L.O.14:00) 
18:00～21:30(L.O.)

月曜日

海鮮料理　東海 前橋市 箱田町３７０ 027-252-0400 居酒屋 11:30～14:00 17:00～23:00 不定休

山海酒房　こころダイニング 前橋市 表町２－３０－８ 027-226-0066 居酒屋
11:00～15:00　17:00～0:00
（L.O.23:00）

無休 3000円

ＢＩＳＴＲＯらくだ屋 前橋市 茂木町237-7 027-283-7367 居酒屋 17:00～24:00 月曜日 3500円

山海酒屋　蕎麦 山人 前橋市 問屋町２－１０－１８ 027-289-4122 そば居酒屋
11:30～15:00　18:00～22:00
（L.O.21:00）

月曜日

七輪焼肉牛兵衛 高崎市 上中居町189-1 027-310-2933 焼肉
月～土 17:00～翌2:00 
日・祝日 17:00～24:00

年中無休（年末年
始休）

3000円

茘枝（らいち） 高崎市 通町４ プラザビル２階 027-310-3377 中国料理
11:30～15:00　17:00～
24:00(L.O.23:00)

日 2000円



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

からあげ焼きとり　えにし 高崎市 栄町14-17 027-310-8110 居酒屋

月～木 17:30～翌1:00（L.O.24:30）
金・土・祝前日 17:30～翌2:00
（L.O.1:30）祝日 17:30～24:00
（L.O.23:30）

日曜日

ビストロ　オーシャン 高崎市 上中居町851-1 027-321-3086 居酒屋
17:00～0:00 / 金・土祝前日17:00～
2:00

無休

和洋浜料理　やたい家 高崎市 通町６３ 027-321-3882 海鮮居酒屋 18:00～23:00 月曜日

ＥＬ　ＪＵＬＩＯ（エルフリオ） 高崎市 宮元町２０６ 027-321-4785 イタリアン 11:30-24:00 火曜日 ３０００円

日本料理　ましの 高崎市 東町３８－３ 027-321-5225 和食 17:30～24:00(L.O.) 日曜日 5000円

ＲＯＳＳＡ（ロッサ） 高崎市 連雀町7-2 エンザビル２階 027-321-6292 居酒屋
【昼】11:30～15:00(L.O.14:00)【夜】
18:00～3:00(L.O.2:30)／【カフェ】
14:00～18:00

月 3200円

居酒屋ひろき東口店 高崎市 栄町２－１８ 027-321-6506 居酒屋 17:30～1:00 日・祝日 3500円

とり鶴（とりつる） 高崎市 鶴見町5-1 027-322-1050 焼鳥・串焼き 17:00～24:00

かえん 高崎市 岩押町５－２４ 027-322-6922 居酒屋 4000円



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

サンフラワー 高崎市 栄町17 027-325-0821 洋風居酒屋 17:00～0:00(L.O.23:00) 日曜日・祝日

エムズカフェ 高崎市 栄町17 027-325-1378
カフェ＆レストラ
ンバー

14:00～2:00 / 日・祝14:00～0:00 無休

パブリックハウス　ＲＥＤ　ＬＩＯＮ 高崎市 通町33-2 Nビルディング1階 027-325-1405
ショットホテル
バー

17:00～2:00(L.O.1:30) / 金・土17:00
～4:00(L.O.3:30)

無休（正月休みあ
り）

酒亭　IZANAI 高崎市 八島町１９ 027-325-5282 和食居酒屋 日

レストランカフェＣＡＲＯ（カーロ） 高崎市 連雀町２５－１ 寿ビル１階 027-326-8688 イタリアン
ランチ11:30-14:30
ディナー17:30-25:00

火曜日 ２５００円

羅珈亜樹 高崎市 白銀町16 027-327-4401 居酒屋

ドラゴンカフェ高崎店 高崎市 旭町２４－５ 高崎パークビル１階 027-327-9970 居酒屋
【火～土】17:00～5:00(L.O.4:00)/
【日】17:00～3:00(L.O.2:00)

月 2800円

美な味　大喜 高崎市 下和田町２－１－６ 027-328-2340 割烹･和食
【昼】11:30～14:00　【夜】17:30～
22:00(L.O.)

第3日曜日・第３
月曜日

旬鮮酒場一粋（ＩＫＫＩ） 高崎市 連雀町4 027-328-8620 居酒屋 17:30～1:00 無休



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

にんにく家高崎店 高崎市 八島町110-6 TO-MOREビル2F 027-330-2298 居酒屋
17:00～2:00 
金・土・祝前日17:00～3:00 
日・祝17:00～0:00

無休 ３０００円

弥勒 高崎市 あら町２－５ １階 027-333-8218 焼鳥 18:00～0:00(L.O.23:00) 

日曜日 ※月曜日
が祝日の場合
は、日曜日営業
で月曜日休み

たんぽぽ家 高崎市 東貝沢町１－１７－２ 027-362-0327
創作和食居酒
屋

【昼】11:30～15:00（L.O.14:00）　
【夜】18:00～23:00（L.O.22:00）

日

一食入魂食堂ＩＳＵＵ 高崎市 飯塚町４３１－５ 027-362-5339 地産地消

昼の部 火～金 11:30～14:00 
夜の部 火～日 18:00～
24:00(L.O.23:30)

月曜日 ３０００円

ＡＳＩＡＮＡ茶廊 高崎市 浜尻町２２２－６ 027-364-2836 イタリアン
ランチ11:30-14:00
ディナー17:30-00:00

月曜日 ３０００円

東洋酒家はなれ 高崎市 飯塚町左近３４３－１ 027-370-5405 居酒屋 17:30～5:00 月

居酒屋ひろき西口店 高崎市 旭町２１－１ 平和パークビル１階 027-381-6848 居酒屋 17：30～25：00 月曜日 3500円

酒楽　和心－廣木－ 高崎市 通町１２３ 027-384-4500 居酒屋 17:30～0:00 / 金・土17:30〜1:00 日曜日 4000円

野ノ花 高崎市 井野町９９５－１5 027-386-8899 居酒屋
11:30～15:00(L.O.14:00)/18:00～
23:00(L.O.22:00)

火 2500円



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

高崎ワインバール 高崎市 八島町２９ ＴＷＩＮＳビル１階 027-388-9730 洋風居酒屋

月～木・日
 17:00～翌1:00
 （L.O.23:00）
 金・土・祝前日
 17:00～翌3:00
 （L.O.1:00）

不定休日あり

旬魚・旬菜まるとび 高崎市 通町112 027-393-6403 和居酒屋
17：00～0：00
金土～翌03：00

日曜日

カフェ＆レストラン　Ｇｒｕ（グルー） 高崎市 連雀町７１ 大手前ビル１階 027-395-4342 イタリアン 17:00-1:00 不定休 3000円

Ｇｉｎａ（ジーナ） 高崎市 通町３６－１ ピーチビル１階 027-386-2690 イタリアン 11:30～0:00 火 2500円

平八高崎東口店 高崎市 栄町１２－８ 027-310-1415 居酒屋 17:00～2:00 日曜日 2500円

居酒屋　兆治（ちょうじ） 高崎市 鞘町62-2 田島ビル1階 027-323-2968 居酒屋
17:00～0:00(L.O.23:30) / 金・土
17:00～2:00(L.O.1:30)

月曜日 2000円

巣の鳥高崎西口店 高崎市 八島町２４ ウエストアロービル１階 027-384-4456 焼鳥 17:00-24:00 日 3000円

丸川商店 高崎市 八島町３２－７ 三笠第二ビル２階 027-345-8818 居酒屋 17:00～翌6:00 火曜日 2500円

バールＢocca 高崎市 通町90-7 ARCビル1F 027-386-5260 イタリアン 17:30～0:00 月曜日 ３０００円



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

ＰＯＴＯＲＯ（ポトロ） 高崎市 あら町５０－１ 027-329-6063 スペインバル 17:00-24:00 木曜日

炉端Ｂｉｓｔｒｏソーレマン 高崎市 八島町２８－１２ 027-388-8388 洋風居酒屋 17:00～0:00（L.O.23:30) 火曜日 ３０００円

ＡＲＧＯＭＥＮＴＯ（アルゴメント） 高崎市 新保町１４９－２ ワンズビル１０１ 027-387-0771 イタリアン
11:00～15:30(L.O14:30)
17:30～23:00(L.O22:00)

火曜日 ２５００円

リリーと松 高崎市 柳川町５２－１ 027-321-2275 居酒屋

焼き屋ｋａｍｉｋａｚｅ 高崎市 連雀町１１－２ 027-388-9129 焼鳥 18:00〜.0:00 

月曜日（※月曜祝
日の場合は営
業。翌火曜日が
休み )

5,000円～6,000円

月の遊膳　高崎店 高崎市 東町134-15 027-310-7511 居酒屋
11:30～14:30(L.O.14:00)　17:00～
0:00(L.O.23:00)

日曜日

ムータオ 高崎市
連雀町１３４

昌見ビル地下 027-321-9907 多国籍料理 17:30～5:00 / 日17:30～1:00 月曜日 3,000円

味のこづち 高崎市 あら町57-8 027-325-4561 小料理・割烹

揚子江 高崎市 砂賀町22 027-327-0445 中華料理



店名 市 町番地 ビル名 電話 業態 営業時間 定休日 夜の予算（目安）

ＡＩＡＩ 高崎市 栄町15-15 NOAビル1-B 027-328-0760 居酒屋

ｐｉｔｃｈ（ピッチ） 高崎市 旭町33 NODE‐33ビル2階 027-386-6185 居酒屋 17:30～2：00 月曜日

豚人（ぶたんちゅ） 高崎市 八島町32-4 TTSビル2階 027-386-9408 居酒屋 17:00～1:00(L.O.0:00）

日曜日※月曜日
が祝日の場合は
日曜日営業し月
曜日

3000円

チャイニーズ・ファン　ココグラン店 高崎市 東町３－５ ホテルココグラン１階 027-310-2266 中華
【ランチ】11:00～15:30(L.O. 15:00)
【ディナー】17:30～0:00(L.O. 23:00)

無休 5000円

ＷＡＢＩ　やまどり 高崎市 東町３－６ ホテルココグラン２階 027-345-7377 フレンチ・和食 未定 未定 7000円

寿司・海の笑味　喜の蔵 高崎市 東町６９－１１ 027-326-8800 和食 【昼】11:30～15:00(L.O.14:00) 【夜】17:30～22:30(L.O) / 土17:30～22:30(L.O.22:00) 日曜日・祝日 4000円


