
※尚、商品により取扱い期間が異なりますので、ご注意下さい。
※年末年始のご配送は遅くなる場合がございます。

商品
お届け期間 2021.11/8（月）～2022.2/6（日）まで

お申込
受付期間 2021.11/1（月）～2022.1/30（日）まで

いいね！
ぐんまのおいしさ発見
Facebook

ネットでも
注文できます！！
https://www.gift-souzoukan.jp/送料込

価格

群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」

許諾第2021-070257号 草津温泉観光協会
草津湯畑冬の夜景

ぐんまの
おいしさ
発見

2021冬ギフト

ぐんまのおいしさ発見実行委員会

わくわく！！

ぐんまのおいしさ発見 専用お申込書

お届け希望日

❹

マルエドラッグ



元料亭を生かした日本庭園のある老舗甘味処。

地産地消を目指
し無添加食材を
多く取り入れてい
ます

ことほぎ

AG-03-391 こんにゃく大福12個入り

JAN/4963492000308

群馬県のこんにゃくを使用した
新食感大福。食物繊維が豊富な
こんにゃくの特徴を生かして作
られたダイエット中の人も安心
して食べられる低カロリー大福。

●内 容 量
賞味期限／

こんにゃく大福50ｇ×12個
製造日より180日

小麦乳卵 冷凍

お問い合わせ先／TEL 027-289-9857

（参考税込3,121円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,890円本体

価格

前橋市 大豆

箱サイズ：H245mm×W175mm×D45mm

日本ギフト大賞「群馬賞」受賞した濃厚なめらかプリン。

群馬県の厳選した
素材を使用して贅
沢に作りました。
県外の方への贈り
物にも最適です◎

セレンディップ

AG-22-360 群馬ファーマーズプリン『アソートセット』６個入り

JAN/02618555

JR東日本お土産グランプリ2020  北
関東エリア『金賞』を受賞。テレビや雑
誌など様々なメディアで紹介された
贅沢プリン。バニラ・ゴマ・ほうじ茶な
ど様々な味をお楽しみいただけます。

●内 容 量

賞味期限／

リッチ・バニラ×2個
ほうじ茶×2個
黒ゴマ×2個
製造日より6日

乳卵

お問い合わせ先／TEL 027-386-5526

（参考税込5,076円）
軽減税率対象となります（税率8％）4,700円本体

価格

高崎市

箱サイズ：H160mm×W232mm×D90mm

地元玉村町のお豆腐屋。一つ一つ丁寧に手造りしています。

全てはお客様の
笑顔のために。

たまむらとうふ　

AG-14-264 ふわふわ豆乳生ばうむと国産大豆お菓子詰め合わせ

JAN/4901445808809

豆乳入りのふわふわバーム
クーヘンとおからクッキー、丹
波黒大豆・山形県産青大豆を使
用したお菓子の詰め合わせ。お
いしさ発見限定のセットです。

●内 容 量

賞味期限／

ふわふわ豆乳生ばうむ×1個
おからクッキー(プレーン)×1袋
秘伝大豆煎り豆150ｇ×1袋
黒豆ショコラ48ｇ×1袋
クッキー　　　　20日
バームクーヘン　50日
黒豆ショコラ　　80日
煎り豆　　　　 110日

冷蔵

大豆

お問い合わせ先／TEL 0270-65-5077

（参考税込4,298円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,980円本体

価格

玉村町

群馬県産素材にこだわった「群馬が誇るソウルフード」

素材と製法にこ
だわったワンラン
ク上の焼まんじゅ
うをぜひご賞味く
ださい。

ほたかや

AG-18-358 上州沼田名物　焼まんじゅう

JAN/02618593

県民熱愛の焼まんじゅうを
存分に楽しめるセットです。

●内 容 量
賞味期限／

焼まんじゅう12個入×3袋
製造日より15日

沼田市
お問い合わせ先／TEL 0278-24-0337

（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,000円本体

価格

小麦 常温

常温

箱サイズ：H120mm×W260mm×D200mm箱サイズ：H235mm×W220mm×D139mm

冷凍

チーズ好きの方には絶対オススメ！

お菓子は、作るこ
とはもとより、食
べることも大好き
です。

菓舗たむら（田村製菓）

AG-24-396 まるるんちーず14個セット

JAN/4969728005017

半解凍で冷たいままでも。ワイ
ンに合わせてもOK。群馬県産
小麦粉を使った生地で、ナチュ
ラルクリームチーズをまるごと
包んで焼いたチーズまんじゅ
う。サクッとした食感を楽しん
でいただくために、あえて冷凍
での販売をしています。

●内 容 量
賞味期限／

まるるんちーず×14個
製造日より270日

卵乳 卵乳小麦 小麦

お問い合わせ先／TEL 027-385-6120

（参考税込3,600円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,333円本体

価格

安中市

花豆の大丸×OCHAVA 茂木園のコラボ商品です。

常温有限会社 大丸

AG-05-375 花豆塩あま納豆と菓恋緑茶セット

JAN/4573323990328

あがつまみやげの鉄板品。
花豆塩甘納豆と甘納豆専用に
ブレンドしたティーパックの
お茶セット。

●内 容 量

賞味期限／

塩あま納豆　200ｇ
菓恋緑茶17.5ｇ（2.5ｇ×7個）
製造日より60日

お問い合わせ先／TEL 0279-68-2653

（参考税込2,160円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,000円本体

価格

東吾妻町

「また食べたい」
そんな味を目指
しています。

箱サイズ：H260mm×W140mm×D45mm箱サイズ：H175mm×W235mm×D110mm

乳

お問い合わせ先／TEL ０２７８－６４－２２１０

（参考税込3,520円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,260円本体

価格

11月～秋の風物詩・わらアート展示中です！ ぜひお越しください！

里山テーマパー
ク・たくみの里の
人気商品です。

株式会社 たくみの里

AG-17-381 たくみの里のむヨーグルト＆塩ヨーグルトセット

JAN/4522317221238

みなかみ産生乳を使用した、た
くみの味を冬の贈り物に。
のむヨーグルトは、酸味が少な
くお子様に大人気！
塩ヨーグルトは、クリームチー
ズのようなぬって食べる新触感
のヨーグルトです。

●内 容 量

賞味期限／

のむヨーグルト　150ml×9本
塩ヨーグルト　　150g×2個
のむヨーグルト：製造より14日間
塩ヨーグルト：製造より40日間

みなかみ町

野菜の収穫体験、お待ちしています。

１日頑張ったご褒
美にドリンクセッ
トを！水なすのコ
ンフィチュールは
まるで果物の様。
パンやヨーグルト
等でお楽しみ下
さい。

常温ワタナベファーム

AG-06-383「美味しいまえばし」おもてなしセット

JAN/4573237600429

赤城山麓の自然の恵みをお
届け致します。商品の原材
料は全て自社圃場で作った
安心安全な物を使用してお
ります。

●内 容 量

賞味期限／

しそドリンク×180ml 、紫のおもてなしドリンク×180ml
梅ドリンク×180ml
水なすのコンフィチュール(白)×150g
水なすのコンフィチュール(赤)×70g      
しそドリンク：23.07.06
紫のおもてなしドリンク：23.06.25
梅ドリンク:23.06.25
水なすのコンフィチュール(白)：製造日～6ケ月
水なすのコンフィチュール(赤)：製造日～6ケ月 

お問い合わせ先／TEL 027-285-3198

（参考税込2,970円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,750円本体

価格

前橋市
お問い合わせ先／TEL 027-252-6147

（参考税込3,500円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,240円本体

価格

株式会社 ユアサ

前橋の本格派ベーグル専門店です。

AG-01-049【mi:】 Bagel Cafe & Natural Market 冷凍ベーグル10個セット

JAN/02618579

プレーン、全粒粉、ブルーベ
リー、クランベリー、シナモン
レーズン、チーズ、チョコレート
の7種類のフレーバーを詰め合
わせにしたベーグル好きにはた
まらない10個セットです。

●内 容 量

賞味期限／

プレーンベーグル×３個、
全粒粉ベーグル×２個
チーズ、チョコレート、ブルーベリー、
クランベリー、シナモンレーズン×各１個
製造日より21日

㈱ユアサは地域
社会への貢献を
経営理念とし、地
域に根差した商
品開発製造に取
り組み続けており
ます。

前橋市

昭和３３年　群馬県  第２回特産品協会審査にて農林水産大臣賞受賞

熟練の製麹技術
を駆使し、手間を
おしまぬ『製菊
法』。酵素が強く
中までしっかりと
菌の入った良質
な麹を作るため
のこだわりです。

常温株式会社 針塚農産

AG-15-379 上州名物甘酒セット

JAN/02617978

こだわりの製法で作り上げた
米こうじと国産の良質米のみ
を使用。ノンアルコール・無加
糖。優しい甘さの中にお米の持
つフルーティーな風味が生き
ている酵素たっぷりの飲み物
です。

●内 容 量
賞味期限／

こうじ甘酒250ｇ×5袋
製造日より90日

渋川市
お問い合わせ先／TEL 0279-22-0381

（参考税込2,916円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,700円本体

価格

箱サイズ：H185mm×W240mm×D50mm箱サイズ：H45mm×W180mm×D180mm箱サイズ：H85mm×W240mm×D320mm 箱サイズ：H110mm×W320mm×D200mm

お問い合わせ先／TEL 0279-26-9360

（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,000円本体

価格

赤城山の自然の中でハーブを育てる農家です。

冬を温かくぽか
ぽか過ごして欲し
い人へお届けし
ます！

前橋市 森の香

AG-30-400 赤城のハーブ ぽかぽかギフトセット

JAN/4580610811044

「赤城のぽかぽかをおすそわけ」
冬の食卓へポカポカをお届け
できるセットです。

●内 容 量

賞味期限／

ムゲンソルト袋60g×1
ハーブティぽかぽかブレンド×１
季節のハーブティプチ2包入×２
製造日より12ヶ月

渋川市 常温

前橋で創業108年の日本茶専門店。

日本茶インストラ
クターが時代に
合わせたティータ
イムを提供させ
て頂きます。

常温山都園

AG-25-392 お茶詰め合わせ

JAN/02617909

バラエティー豊かなティーバッ
グ中心のギフトです。
手軽に飲めるティーバッグを中
心に選んだギフトです。前橋産
ひとめぼれ玄米珈琲パウダー
は新商品となります。

●内 容 量

賞味期限／

和紅茶3g×８TB
ほうじ茶2g×16TB
糸おうす3g×12TB
玄米珈琲パウダー50g
製造日より約１年

お問い合わせ先／TEL 027-231-5206

（参考税込3,218円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,980円本体

価格

前橋市

箱サイズ：H65mm×W280mm×D185mm箱サイズ：H160mm×W235mm×D60mm

乳小麦 冷凍

冷蔵



小さなお子様連れのお客様にいかに、くつろいでいただけるかをコンセプトに親子カフェを経営しています。

食材の産地や安
全性にはこだわり
国産原材料とイタ
リア食材を中心に
使用しています。

小さなパスタ屋 マカロニ

AG-29-386 お家で簡単お店の味♪ 手作りパスタソース３種＆パスタセット　

JAN/02618654

自宅で手軽にお店の味をコン
セプトに自慢のパスタソースを
冷凍にしてお届け。人気のソー
ス３種とお勧めのディ・チェコ社
製パスタ（乾麺）のセットです。

●内 容 量

賞味期限／

トマト＆モッツアレラ
 （イタリア産モッツアレラ使用）
群馬県産えばらハーブ豚のトマトクリーム
金曜日のトマトソース（キングオブパスタ2020）
イタリア産パスタ（ディ・チェコ社製）
製造日より180日

お問い合わせ先／TEL 027-372-5117

（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,000円本体

価格

高崎市 冷凍乳

箱サイズ：H314mm×W221mm×D141mm

お問い合わせ先／TEL 027-231-6613

（参考税込3,218円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,980円本体

価格

大正五年創業。野菜にこだわった漬物店。

野菜ソムリエがこ
だわり野菜で漬
けたお漬物をぜ
ひどうぞ！

有限会社 中川漬物

AG-04-317 漬物屋がこだわった 冬のぽかぽかセット

JAN/02618630

・群馬県産の新しょうがのもろ
み醤油漬け。
・お鍋に合うきざみ生姜のお漬物。
・こたつで嬉しい新しょうがたま
り醤油漬けを塗って焼いたお
せんべい。
・ウメシロップをお湯で割って
ゆったり贅沢時間をお楽しみ
ください。

●内 容 量

賞味期限／

新しょうが　もろみしょうゆ漬け　100ｇ
きざみ生姜　100ｇ
漬物せんべい　しょうが味　70ｇ
ウメシロップ　360ｍｍ
　　　　　 　ノンアルコール※５倍希釈
製造日より60日

小麦大豆前橋市

箱サイズ：H80mm×W300mm×D210ｍm
箱サイズ：H205mm×W245mm×D80mm 箱サイズ：H160mm×W220mm×D95mm

地元群馬の食材にこだわり、手作りにこだわる「紅伊屋の味噌漬」

地元群馬の「美味
しい食材」で「笑
顔」と「元気」をお
届け致します。

紅伊屋

AG-23-389 群馬麦豚ロース・赤城鶏もも味噌漬詰合せ

JAN/02618159

群馬のブランド肉と地元の手
作り味噌で「群馬」を味わってく
ださい！

●内 容 量

賞味期限／

群馬麦豚ロース味噌漬85ｇ×３枚入
赤城鶏もも味噌漬120ｇ（60ｇ×２切）×３枚入
製造日より１８０日

お問い合わせ先／TEL 0120-232-555

（参考税込4,968円）
軽減税率対象となります（税率8％）4,600円本体

価格

前橋市 冷凍

箱サイズ：H53mm×W320mm×D150mm

小麦大豆

林牧場産「福豚」を使った、農場レストラン・ざわざわ森でのBBQ・ウィンナー作り体験など、五感で楽しめる施設です。

とんとんのまち
前橋のとんとん
広場へぜひお越
しください。

HUTTE HAYASHI

AG-11-382 福豚とんてきギフト

JAN/02618517

とんとん広場レストランの味を
ご家庭で。福豚ロースをガー
リック風味の特製ソースで味付
けした「とんてき」。冷凍のお届
けで、使いやすい個包装です。
解凍後、焼いてお召し上がりく
ださい。

200個
限り

限定数

●内 容 量
賞味期限／

福豚ロースとんてき（100ｇ）×6枚（個包装）
冷凍6０日

冷蔵前橋市
お問い合わせ先／TEL 027-283-2983

（参考税込4,752円）
軽減税率対象となります（税率8％）4,400円本体

価格

創業昭和20年から麺の製造をしています。

地元の麦の製粉
から麺の製造ま
ですべて私たち
が作っています。

常温有限会社 富田製麺

AG-21-378 とみたのｍenmeｎ大人気セット

JAN/4939073000180

各メディア様から取り上げてい
ただいた、大人気のｍenmen
です。

●内 容 量

賞味期限／

キャラメルｍenmeｎ60ｇ×1
のり塩ｍenmeｎ50ｇ×1
カレーｍenmeｎ60ｇ×1
製造日より4ヶ月

小麦

お問い合わせ先／TEL 0274-74-2670

（参考税込2,160円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,000円本体

価格

甘楽町

箱サイズ：H300mm×W225mm×D50mm

お問い合わせ先／TEL 0274-59-2236

（参考税込4,320円）
軽減税率対象となります（税率8％）4,000円本体

価格

群馬県上野村の「美味しい」を全国にお届けします。

上野村の大自然
で育った猪豚は、
思わず笑顔になれ
る美味しさです。

上野村 農業協同組合

AG-09-393 群馬県上野村特産「猪豚肉セット」

JAN/4995317330307

上野村が誇る特産品「猪豚肉」
をセットにしました。猪豚は猪と
豚のハーフで、年間250頭しか
生産できないとても貴重なお
肉です。もちろん味も絶品。
さっぱり
と 甘 い
脂、風味
豊かな赤
肉 が 特
徴です。

200セット
限り

限定数

100セット
限り

限定数

●内 容 量

賞味期限／

猪豚肉ロース200ｇ×1個
猪豚肉ミックス200ｇ×1個
猪豚フランク60ｇ×3本×1個
製造日より1年

冷凍上野村

箱サイズ：H65mm×W270mm×D200mm

（参考税込3,456円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,200円本体

価格

お問い合わせ先／TEL 027-363-1728

創業53年、もつ煮専門店だるま食堂。群馬県産の上州豚を中心にひとつひとつ手づくりにこだわって作っております。

やわらかく煮込ん
でありますのでお
子様やご年配の
方でも安心して
お召し上がりいた
だけます。

だるま食堂 

AG-28-370 だるま食堂のもつ煮セット

JAN/02617756

秘伝の赤味噌で時間をかけて
じっくりコトコト煮込んだもつ
煮はついつい箸がでてしまう
あとひく逸品。しっかりサッパリ
とした味わいと、口のなかでと
ろけるほどの柔らかさ。お店で
しか味わえ
なかったお
いしさをご
家庭へとお
届けします。

●内 容 量

賞味期限／

だるま食堂のもつ煮（普通味）
330g×2パック
だるま食堂のもつ煮（中辛味）
330g×1パック
製造日より90日

小麦高崎市 冷蔵

箱サイズ：H230mm×W280mm×D70mm

300セット
限り

限定数

おかげさまで今年で創業48年！「この味なら食べれる！」とお子様にも大人気！

味付きなので今！
キャンプ飯として
更に売れてます
（真顔）

有限会社 マルフクストアー

AG-12-371 丸福ホルモン大人気セット

JAN/02618418

キャベツと炒めるだけで、ボ
リュームが出ておかずやおつ
まみになります。

●内 容 量

賞味期限／

丸福ホルモン（しょうゆ）200g×3袋
丸福ホルモン（うま塩ペッパー）200g×3袋
製造日より180日

渋川市
お問い合わせ先／TEL 0279-56-2451

（参考税込4,320円）
軽減税率対象となります（税率8％）4,000円本体

価格

大豆 小麦 冷凍

箱サイズ：H220mm×W170mm×D70mm

JAN/4960013405215

（参考税込2,916円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,700円本体

価格

創業明治１８年・・一流の職人が心を込めた麺。

創業明治１８年（１８８
５年）一流の職人が
心を込めて作り上
げたひもかわうどん
のセットです。「つけ
麵」でもとても美味
く召し上がれます。
１年を通してとても
喜ばれています。

常温株式会社 叶屋食品

AG-07-384 おいしい群馬のひもかわうどんセット 6人前

独特の幅広のうどんは「つけ
麺」「かけ」「煮込み」など、どん
な用途でも美味しく召し上が
れます。

●内 容 量

賞味期限／

6人前（半生）美味しい群馬の
ひもかわうどん300ｇ×2
特製うましる（濃縮めんつゆ）×6
製造日より3ヶ月

小麦

お問い合わせ先／TEL 0279-23-0137
渋川市

箱サイズ：H290mm×W205mm×D35mm

世界中の人々から愛される麺を作り続けています。

ふじ娘の肌のよう
な白く美しい色合
いに、滑らかな歯
ざわりと、もっちり
としたコシのある、
麦と共に歩んだ90
年の歴史が生み出
した、世界が認め
たうどんです。

常温

常温

根岸物産 株式会社

AG-08-245 今助 地粉うどん詰合せ ふじ娘 12人前

JAN/4975831950137

モンドセレクションにおいて世界
中の食品部門にて優勝、そして
６年連続最高金賞受賞の群馬県
産小麦粉100％のうどんです。

●内 容 量
●箱サイズ
賞味期限／

１人前１１０ｇ×３人前／３３０ｇ（袋）×４袋入り
H405mm×W285mm×D55mm
製造日より４５日

小麦

お問い合わせ先／TEL 0274-22-0134

（参考税込3,132円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,900円本体

価格

藤岡市

箱サイズ：H405mm×W285mm×D55mm

皆様のご愛顧により、創業から26年を迎えることができました。

ハム・ソーセージの本場、
ドイツのレシピを日本人
好みの味にアレンジしま
した。道の駅「川場田園
プラザ」のミート工房か
ら本格ハム・ソーセージ
をお届けいたします。    

株式会社 ミート工房かわば

AG-10-142 ミート工房かわば　金賞銀賞セット

JAN/4533435108011

国際コンテストで金賞、銀賞を
受賞した自信作を集めてセット
にしました。

●内 容 量

賞味期限／

フランクフルト/150g、チーズクナッカー/150g
粗挽きソーセイジ/150ｇ
ベーコンスライス/120g
スモークハムスライス/80g×2 
製造日より18日

冷蔵乳川場村
お問い合わせ先／TEL 0278-52-3701

（参考税込3,402円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,150円本体

価格

通常３９８０円のセットを
限定１００箱特別価格でご提供

味噌漬・たまり漬などの古漬を中心に麹や味噌・群馬の地酒なども取り揃えております。

国産の原材料を
中心に昔ながら
の手間を惜しま
ずじっくりと漬け
ております。

常温榎田醸造 有限会社

AG-13-394 ご飯によくあう味噌漬け詰合せ筒入りセット

JAN/4971016001106

2種類の粒味噌でじっくりとつ
けたすこし甘めな味噌漬です。

●内 容 量

賞味期限／

味噌漬け詰合せセット
・味噌漬け生姜２００ｇ
・味噌漬け詰合せ２２０ｇ
・味噌漬け山うど１６０ｇ
製造日より240日

小麦大豆前橋市
お問い合わせ先／TEL 027-231-2017

（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,000円本体

価格

箱サイズ：H255mm×W245mm×D55mm



●産地・天候状況・交通事情により、お届けが遅れる場合がございます。
●やむを得ず商品の変更、あるいは原材料の値上げのために価格変更などを行う場合
がございますので、あらかじめご了承ください。
●掲載の写真は一部商品を除き、調理・盛付け見本例ですので、器類などは商品に含
まれておりません。
●表示価格は、本体価格と（　）で参考税込を表示しております。
●生鮮食品で、お届け先不明・不在が続いた場合、品質上廃棄処分となる場合がござ
います。その際のご返金はできない場合があります。あらかじめご了承ください。

●包装は簡易包装のみとなります。
●宅配ご注文受付日から7～10日前後でのお届けとなります。（一部の商品を除く）
●宅配ご注文が殺到した場合、お届けまで10日以上かかる場合がございますので、
予めご了承ください。
●品質優先でお届け致します。天候等により多少遅れる場合もございますのでお
届け日の指定はお受け出来ませんので、予めご了承ください。

お願いと注意
お申込受付期間

2022年1月30日（日）まで（一部商品を除く）

特定原材料（7品目）
乳 小麦 そば エビ カニ卵 落花生

常温 このマークの商品は
通常配送でお届けします。 冷蔵 このマークの商品は

クール便（冷蔵）でお届けします。 冷凍 このマークの商品は
クール便（冷凍）でお届けします。

産地または最終加工地から直送でお届けします。
※包装は簡易包装のみとなります。
直送品のためお届けは約7～10日かかります。（一部商品を除く） ※沖縄・離島への配送のお届けは商品の特性上お受け出来ませんのでご了承ください。

お問い合わせ先／TEL 0279-96-1403

（参考税込5,940円）
軽減税率対象外となります（税率10％）5,400円本体

価格

1997年創業嬬恋村で、ビール工場併設のレストランです。

群馬県産原料に
こだわり、自社栽
培ホップ、大麦で
ビールを造る取り
組みをしています。

有限会社 浅間高原麦酒

AG-02-390 嬬恋高原ビール群馬麦酒６本セット

JAN/4582338363348

群馬県産大麦で造る、麦芽鮮度
にこだわった本当の地ビール。

●内 容 量

賞味期限／

高崎ポーター330ｍｌビン×１、前橋ウィート330ｍｌビン×1
つまブルペールエール３３０mlビン×１、
つまブルピルスナー３３０mlビン×1
つまブルIPA３３０mlビン×1、麦と苺のお酒×1
計６本入り
製造日より360日

冷蔵小麦嬬恋村

箱サイズ：H205mm×W225mm×D135ｍm

みんなが笑顔になれるイタリアンレストラン。

お店の味をご家
庭で。当店人気の
ドレッシングと辛
口オイルを詰め
合わせにしまし
た。

PIZZERIA PESCA！

AG-26-372 手作りドレッシング・辛口オイルセット

JAN/02618166

イタリアンレストランが作った
本格生ドレッシングと万能辛口
オイル。群馬の国産の野菜が
ギュっとつまった、まさに野菜
で野菜を食べるドレッシング。
辛口オイルは幅広いメニュー
に使えます。

●内 容 量

賞味期限／

ドレッシング280㎖×2本
辛口オイル200㎖×1本
ドレッシング：製造日より30日
辛口オイル：製造日より１年

大豆小麦

お問い合わせ先／TEL 027-289-8661

（参考税込2,808円）
軽減税率対象となります（税率8％）2,600円本体

価格

前橋市 冷蔵

創業21年　群馬の新鮮な野菜と豚肉を使い、体に優しい餃子や焼売を作っています。

「おいしく、楽し
く、健康に」をテー
マに餃子作りをし
ています。　　　
ぜひご賞味くだ
さい。

有限会社 ゼンフーズ

AG-20-377 新♪かかぁのぎょうざ 食べくらべ餃子、焼売セット

JAN/4571397920180

無投薬のえばらハーブ豚使用
で栄養満点♪プリプリ食感の
海老餃子と上州牛と麦豚入り
のすき焼きシュウマイの贅沢
セットです。

●内 容 量

賞味期限／

かかぁのぎょうざ／20ｇ×10個×2袋
海老餃子／25ｇ×10個×1袋
すき焼きシュウマイ／35ｇ×8個×1袋　　
製造日より6ヶ月

小麦エビ 冷凍

お問い合わせ先／TEL 027-210-7731

（参考税込3,456円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,200円本体

価格

前橋市

箱サイズ：Ｈ310mm×Ｗ265mm×Ｄ75mm

お問い合わせ先／TEL ０２７８-２２-２４３２

（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,000円本体

価格

創業９０年の伝統の味をご堪能下さい。

丹精込めて作っ
ています。贈答用
に喜ばれます。是
非お試し下さい。

魚匠 巴

AG-27-359 子持ち鮎甘露煮・子持ち鮎昆布巻きセット

JAN/02617930

子持ち鮎の甘露煮は卵たっぷ
りの鮎で昆布巻きは1等検昆
布を使用している為、柔らかく
8時間じっくり煮込んで要るた
め柔らかく、全て食べられます。

●内 容 量

賞味期限／

子持ち鮎の甘露煮×1袋（2尾入）
子持ち鮎の昆布巻き×1本
製造日より90日

小麦 常温沼田市

箱サイズ：H220mm×W280mm×D60mm

尾瀬の麓の自社農場にて原料栽培から製品加工まで行っております。

お客様に安心安
全の商品をお届
けするため日々
精進しております。

株式会社 尾瀬食品

AG-16-395 大人気ドレッシングセット

JAN/02618425

尾瀬食品の人気商品をそろえ
たセットです。クリーミーなド
レッシングと、わさび茎のピリ辛
が癖になるドレッシングです。

●内 容 量

賞味期限／

片品産えごまドレッシング×1
群馬県産わさびと胡麻のドレッシング×1
くるみドレッシング×１
製造日より１６０日間

お問い合わせ先／TEL 0278-58-3395

（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,000円本体

価格

片品村 常温小麦卵

箱サイズ：Ｈ170ｍｍ×Ｗ190ｍｍ×Ｄ65ｍｍ箱サイズ：H195mm×W158mm×D68mm

日本各地の400以上の醤油メーカーを訪問し厳選しました。

ずらっと醤油を並
べています。本当
においしい醤油
を食べたことあり
ますか？

常温職人醤油

AG-19-373 群馬を味わう醤油セット

JAN/4571457940394

80種類以上の醤油が100ml
サイズで並ぶ醤油の専門店。

●内 容 量

賞味期限／

安中市　有田屋　丸大豆仕込天然醸造醤油100ml
さいしこみしょうゆ100ml、バタめししょうゆ100ml
みどり市　岡直三郎商店　にほんいち醤油 一番しぼり100ml
にほんいち醤油 二段仕込100ml
製造日より1年

小麦

お問い合わせ先／TEL 027-225-0012

（参考税込3,456円）
軽減税率対象となります（税率8％）3,200円本体

価格

前橋市 大豆 大豆

箱サイズ：280mm×165mm×50mm


