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◀詳細はまちなか周辺マップへ

沼田市下久屋町1084住
11時～14時 ・ 17時～22時 （土 ・ 日 ・ 祝日は通し営業）営 無休休 154席席

0278-23-6200☎
P有

並タン塩、じゅじゅカルビ、豚ロース、豚ホルモン
の4種類のお肉が楽しめるお得なランチです。
ライス大盛り無料です。

沼田市下久屋町767-7住
11時～20時半 （一部の日に限り15時～17時は休憩時間）営 水曜日休 100席席

0278-23-3664☎
P有

群馬県産の厳選した豚肉を使用したロースかつ
は、衣は薄くサクッとした食感で肉は柔らかく、
脂身は甘くジューシーでおすすめの絶品料理で
す。

沼田市久屋原町25-1住
11時30分～14時30分 ・ 17時～20時営 水曜日 ・ 第一火曜日休 55席席

0278-24-3751☎
P有

自家製手打ち麺と地産地消の食材にこだわり地
元産のトマト・キャベツ等を活かしたこだわりの
一品です。

沼田市久屋原町245-7住
11時～14時 ・ 17時～19時30分営 月曜日 （祝日の場合は翌火曜日）休 44席席

0278-22-9611☎
P有

自家製粉した国産そば粉使用の二八そばとエビ
や野菜の他、片品産舞茸てんぷら付きの天ざる
そばは自慢の一品です。

沼田市久屋原町333-4住
11時～21時30分営 木曜日 ・ 第三水曜日休 40席席

0278-23-5095☎
P有

群馬県産の豚をジューシーに焼き、自慢の手作り
トマトソースにチーズをのせた美味さの玉手箱
です。

沼田市白沢町上古語父263住
11時～15時営 木曜日休 30席席

0278-53-2053☎
P有

当店自慢のカツ丼とラーメンをセットでお得に。
焼肉丼、チキンカツ丼、カレーとラーメンのセッ
トも人気メニューです。

沼田市白沢町高平50-10住
11時30分～14時30分営 月曜日休 24席席

0278-25-8340☎
P有

群馬県が認定したそば打ち「ぐんまの達人」の店
です。武尊山麓で栽培した玄そばを、石臼挽き、
自家製粉、手打ち仕上げにしています。

沼田市白沢町高平48住
11時～15時 ・ 17時～20時 （土 ・ 日 ・ 祝日は通し営業）営 火曜日 ・ 水曜不定休休 80席席

0278-53-4810☎
P有

もちもちした食感の柔らかな奥利根もち豚ロー
スを特製みそだれで食べる絶品ロースカツ定食
です。地産地消推奨店

平日 11時～15時 昼のみ営業 （限定40食）営
土 ・ 日 ・ 祝日 11時～14時 （限定40食） ・ 17時～19時30分 （限定30食） 金曜日休 30席席

沼田市白沢町高平26-8住 0278-20-9116☎

P有

地元ブランド豚をおおよそ5週間熟成させた濃
厚な味わいの一品。

沼田市白沢町高平959住
11時30分～14時 ・ 18時～20時営 月曜日休 40席席

0278-53-3713☎
P有

店主自慢の自家製デミグラスソースをたっぷり
かけたふわとろオムライス。ミニサラダ、スープ付
きです。

沼田市白沢町高平405住
11時30分～17時営 木曜日休 30席席

0278-53-4055☎
P有

石臼引きのそば又は、地粉うどんに自家製けん
ちん汁と小鉢4品がついたおふくろの味定食で
す。

沼田市上発知町31-1住
11時30分～14時 ・ 15時～18時営 不定休 （冬季12月～4月は土曜定休）休 40席席

0278-23-9596☎
P有

20種類以上の野菜と3種類のお肉、10種類近い
魚介類にりんごや特産果実を、食材だけの水分
で水を一切使わず煮込んだカレーです。濃厚な旨
味と癖になる辛さが自慢です。

沼田市秋塚113住
11時30分～15時 （祝日は通常営業）営 火 ・ 水 ・ 木 定休 （1月～2月は休業）休 64席席

0278-24-5920☎
P有

一人前190gの中太で腰のある風味豊かな群馬
産そばと茸、野菜中心の天婦羅付きです。薬味は
ネギ、辛み大根、ミョウガ、しょうがに厚焼きたま
ごを加えた山水セット。

沼田市横塚町2046-96住
11時～15時 ・ 17時～22時 （土 ・ 日 ・ 祝日は11時30分～）営 月曜日休 40席席

0278-24-9088☎
P有

肉の部位はハラミで旨味をとじ込めて焼き上げ、
スープ、サラダ、ライスが付いてコストパフォーマ
ンスMAXの人気ランチです。

沼田市上原町1683住
11時30分～14時 ・ 17時～23時 （ラストオーダー22時30分）営 木曜日休 20席席

0278-23-5847☎
P有

柔らかロース肉を辛子醤油で味付けした一品で
す。卵と絡めて食すと一層美味しく食べられます。
すべて手作りの餃子もおすすめです。

18 焼肉 じゅじゅ 【じゅじゅランチ】

19 とんかつトミタ 【ロースカツ定食】

20 馬鹿旨 【トマトラーメン】

21 そばグルメ花咲 【花咲天ざるそば】

22 レストラン ポマト 【ポークのチーズ焼き】

23 一本松さかい 【小盛りカツ丼とラーメンのセット】

24 ゆたきそば 【くるみそば】

25 和食とんかつ まるきち 【奥利根もち豚特製みそだれロースカツ定食】

26 とんかつ金重 【超熟尾瀬ドリームポークロースかつ定食】

27 ホームレストラン キッチンぱぱ 【オムライス】

28 食事処 山小屋 【そば定食】

14 カレーうどん工房 みのや 【大人の辛口カレーうどん】

15 そば処 山水 【山水そば】

16 レストラン くれそん 【カットステーキランチ】

17 春 【ロース焼定食】囍
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