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※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。

ぐんまのおいしさ発見実行委員会
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申込
番号

本体
価格

※帽子変更可能

0012
皆様のご愛顧により、
創業から27年を迎えることができました。

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︒

更可能

川場村

株式会社 ミート工房かわば

お問い合わせ先／TEL 0278-52-3701

390-04 嬬恋高原ビール群馬麦酒６本セット

5,400 円

冷蔵

（参考税込5,940円）

軽減税率対象となります（税率10％）

●JAN/4582338363348
●箱サイズ：H205mm W225mm D135mm
●内容量：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
梅ちゃんビエール 1
（計６本入り）
●賞味期限：製造より360日
●小麦
申込
番号

本体
価格

390-05 嬬恋高原ビール群馬麦酒缶セット

4,620円）
0016
4,200 円（参考税込

冷蔵

軽減税率対象となります（税率10％）

●JAN/4582338363355
●箱サイズ：H210mm W270mm D70mm
●内容量：つまブルペールエール350ml缶 ２
つまブルピルスナー350ml缶 ２
つまブルIPA350ml缶 ２
（計６本入り）
●賞味期限：製造より360日
●小麦

冷蔵

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4533435108011
●箱サイズ：H200mm W245mm D80mm
●内容量：フランクフルト150g/P 1、
チーズクナッカー
150g/P 1、粗挽きソーセイジ150g/P 1、
ベーコンス
ライス120g/P 1、
スモークハムスライス80g/P 2
●賞味期限：製造日より18日 ●乳
申込
番号

本体
価格

142-02 ミート工房かわば ライブの山賊焼®パーティーセットスペシャル 冷凍

4,000 円（参考税込4,320円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4533435008922
●箱サイズ：H200mm W245mm D115mm
●内容量：ライブの山賊焼®セット赤ラベル220g/P 2、
ライブの
ライブの山賊焼®セット黒ラベル220g/P 2、
山賊焼®セット緑ラベル170g/P 2
●賞味期限：製造日より360日
申込
番号

本体
価格

142-03 ミート工房かわば

BBQセット

冷蔵

4,600 円（参考税込4,968円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4533435108202
●箱サイズ：H200mm W300mm D115mm
●内容量：粗挽きソーセイジ150g/P 1、フランクフルト150g/P 1、ラオフブルスト
150g/P 1、グリルdeジューシー200g/P 1、厚切ロース160g/P 1、プレーンボロニ
アハムブロック300g/P 1、ベーコンブロック200g/P 1、粉末マスタード25g/P 1
●賞味期限：製造日より20日

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︒

本体
価格

3,150 円

金賞銀賞セット

（参考税込3,402円）

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︒

申込
番号

142-01 ミート工房かわば

1997年創業嬬恋村で、
ビール工場併設のレストランです。
嬬恋村

有限会社 浅間高原麦酒

お問い合わせ先／TEL 0279-96-1403

高崎市

だるま食堂

お問い合わせ先／TEL 027-363-1728

伝統の赤味噌で６時間じっくり煮込んだ
上州モツはとろけるほどのやわらかさ︒

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。

申込
番号

本体
価格

370-06 だるま食堂のもつ煮たっぷり４パックセット

冷蔵

5,139 円 （参考税込5,550円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4580194790032
●箱サイズ：H230mm W280mm D70mm
●内容量：もつ煮（普通味）500g 2、もつ煮（中辛味）
500g 2
●賞味期限：製造日より90日 ●小麦
申込
番号

本体
価格

370-07 だるま食堂の食べくらべ４パックセット

冷蔵

5,139 円 （参考税込5,550円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4580194790056
●箱サイズ：H230mm W280mm D70mm
●内容量：もつ煮（普通味）500g １、もつ煮（中辛味）
500g １、78ホルモン
（甘だれ）400g １、78ホルモン
（塩だれ）400g １
●賞味期限：製造日より90日 ●小麦
申込
番号

本体
価格

370-08 だるま食堂の食べきり４パックセット

3,333 円（参考税込3,600円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4580194790117
●箱サイズ：H230mm W280mm D70mm
●内容量：もつ煮ミニ
（普通味）240g ２、
もつ煮ミニ
（中
辛味）240g ２
●賞味期限：製造日より90日 ●小麦

冷蔵

前橋市

甘味処ことほぎ

群馬県産のこんにゃくを使った新食感大福︒

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
ダイエット中の方にもおススメ低カロリー大福︒

日本庭園のある老舗甘味処

お問い合わせ先／TEL 027-289-9857

本体
価格

378-12 とみたのｍenmeｎ大人気セット

2,000円

391-09 こんにゃく大福12個入り

2 ,890 円

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4963492000308
●箱サイズ：H245mm W175mm D45mm
●内容量：こんにゃく大福50ｇ 12［こんにゃく大福
（チョコ、
ブルーベリー、桃、ずんだ、かぼちゃ、
マロン、
紅芋、珈琲、
ごま、抹茶、
プリン、小豆）］
●賞味期限：製造日より180日 ● 卵、乳、小麦、大豆
申込
番号

391-10 餡ガトーショコラセット
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4963492001497
●箱サイズ：H260mm W250mm D50mm
●内容量：餡ガトーショコラ
（小豆・抹茶・焼き芋・ほうじ
茶）
●賞味期限：製造日より30日
●乳・小麦
申込
番号

391-11 甘味セット

本体
価格

本体
価格

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4963492001480
●箱サイズ：H210mm W342mm D80mm
●内容量：甘味セット
（くずきり・抹茶くずきり・あんみつ・
生みつまめ）
●賞味期限：製造日より60日

常温

軽減税率対象となります（税率8％）

常温

3,000 円（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4939073010066
●箱サイズ：H300mm W225mm D50mm
●内容量：冷麦 5
つゆ 5
●賞味期限：製造日より300日
●小麦
甘楽町で唯一の製麺所が作った
唯一のひやむぎです。

常温

3,241円（参考税込3,500円）

（参考税込2,160円）

378-13 城下町小幡とみたのひやむぎ汁付き
（10人前）

冷蔵

3,241円（参考税込3,500円）

本体
価格

●JAN/4939073000180
●箱サイズ：H300mm W225mm D50mm
●内容量：キャラメルｍenmeｎ60ｇ 1
のり塩ｍenmeｎ50ｇ 1
カレーｍenmeｎ60ｇ 1
●賞味期限：製造日より4ヶ月
●小麦
甘楽町で唯一の製麺所が作った
唯一のmenmenです。
申込
番号

冷凍

（参考税込3,121円）

本体
価格

甘楽町で唯一の製麺所が作った
唯一のｍｅｎｍｅｎです︒

申込
番号

申込
番号

創業昭和20年から麺の製造をしています。
甘楽町

有限会社 富田製麺

お問い合わせ先／TEL 0274-74-2670

前橋市

泰処セマクテ

お問い合わせ先／TEL 027-232-0893

タイ人シェフの本場の味をご自宅で︒

あのタイの屋台で食べた味。
気軽で楽しいタイ人シェフの店。

申込
番号

本体
価格

652-14 タイの香り 満喫セット

冷凍

4,600 円（参考税込4,968円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618692
●箱サイズ：H200mm W360mm D80mm
●内容量：トムヤムクン １袋、
すいとん入りトムヤンクン
1袋、
すいとん入りトムチュー １袋、
グリーンカレー
１袋、
レッドカレー １袋
●賞味期限：製造日より90日 ●エビ・乳・小麦・大豆・落花生
申込
番号

本体
価格

652-15 タイと群馬のマリアージュセット

冷凍

3,400 円（参考税込3,672円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618708
●箱サイズ：H200mm W360mm D60mm
●内容量：トムヤムクン １袋、
すいとん入りトムヤンクン
1袋、
すいとん入りトムチュー １袋
●賞味期限：製造日より90日
●エビ・乳・小麦・大豆・落花生
申込
番号

本体
価格

652-16 お試しタイカレーセット

2 ,200 円（参考税込2,376円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618715
●箱サイズ：H200mm W200mm D40mm
●内容量：グリーンカレー １袋、
レッドカレー １袋
●賞味期限：製造日より90日
●エビ

冷凍

申込
番号

本体
価格

株式会社 叶屋食品

384-17 おいしい群馬のひもかわうどんセット 6人前

常温

2,700円（参考税込2,916円）
軽減税率対象となります（税率8％）

常温

（参考税込2,916円）
軽減税率対象となります（税率8％）

申込
番号

本体
価格

有限会社 中川漬物

竹かごセット

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

●JAN/4560243749280
●箱サイズ：H220mm W85mm D60mm
●内容量：干しだいこんにんにく醬油漬け150ｇ、
自家製
メンマ100ｇ、地元野菜の和風ピクルス70ｇ
●賞味期限：製造日より40日 ●小麦・乳

377-21 新♪かかぁのぎょうざ

3,200 円

食べくらべ餃子、焼売セット

冷凍

（参考税込3,456円）
軽減税率対象となります（税率8％）

世界中の人々から愛される麺を作り続けています。

お問い合わせ先／TEL 027-231-6613

317-19 地元野菜のお漬物

お問い合わせ先／TEL 027-210-7731

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︒

前橋市

申込
番号

有限会社 ゼンフーズ

そして７年連続最高金賞受賞の
群馬県産小麦粉１００％のうどんです︒

大正五年創業。野菜ソムリエこだわりの漬物店。

前橋市

おいしい前橋再発見コンテスト
準グランプリ受賞︒

限り

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4571397920180
●箱サイズ：Ｈ310mm Ｗ265mm Ｄ75mm
●内容量：かかぁのぎょうざ20ｇ 10個 2袋、野菜餃子
25ｇ 10個 2袋、
肉焼売18ｇ 10個 1袋
●賞味期限：製造日より6ヶ月
●小麦

からっ風で干した︑干しだいこんにんにく醬油漬け︑
旬の前橋産タケノコを漬けた自家製メンマ︑
地元野菜の和風ピクルスの入った
人気のセットです︒

100セット

3,333 円

冷凍

（参考税込3,600円）

創業20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。

本体
価格

●JAN/02617978
●箱サイズ：H185mm W240mm D50mm
●内容量：こうじ甘酒250ｇ 5袋
●賞味期限：製造日より90日

限定数

396-20 まるるんちーず15個セット

無投薬のえばらハーブ豚使用で
栄養満点＋やみつき野菜餃子！

379-18 上州名物甘酒セット

2 ,700 円

お問い合わせ先／TEL 027-385-6120

赤城山麗育ちの福豚入りの肉焼売も大人気！
御夕飯のおかず︑
ビールのおつまみにどうぞ！

本体
価格

お問い合わせ先／TEL 0279-22-0381

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︒

申込
番号

群馬県 第２回特産品協会審査にて農林水産大臣賞受賞

株式会社 針塚農産

田村製菓 有限会社

●JAN/4969728005017
●箱サイズ：H85mm W240mm D320mm
●内容量：まるるんちーず15個
●賞味期限：製造日より270日
●小麦・乳・卵

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︒

渋川市

申込
番号

本体
価格

●JAN/4960013405215
●箱サイズ：H290mm W205mm D35mm
●内容量：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
●賞味期限：製造日より3ヶ月
●小麦

昭和３３年

チーズ好きの方には絶対オススメ！
安中市

お問い合わせ先／TEL 0279-23-0137

半解凍で冷たいままでも︒
ワインに合わせてもＯＫ︒

渋川市

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︒

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︒

創業明治18年・・一流の職人が心を込めた麺。

藤岡市

冷蔵

申込
番号

本体
価格

根岸物産 株式会社

お問い合わせ先／TEL 0274-22-0134

245-22 今助 地粉うどん詰合せ ふじ娘 12人前

2,900円（参考税込3,132円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4975831950137
●箱サイズ：H405mm W285mm D55mm
●内容量：１人前110ｇ 3人前／330ｇ
（袋） 4袋入り
●賞味期限：製造日より45日
●小麦

常温

375-23 花豆ジェラート 12個セット

申込
番号

本体
価格

6,000 円

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︒

お問い合わせ先／TEL 0279-68-2653

最高級の花豆をぜいたくに使った

有限会社 大丸

イタリア職人直伝の高級ジェラートです︒

東吾妻町

花豆の濃厚な味が口いっぱいに広がります︒

初めて食べてもどこか懐かしい、
「また食べたい」
そんな味を目指しております。

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。
前橋市

冷凍

（参考税込6,480円）

申込
番号

本体
価格

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4975280000766
●箱サイズ：H120mm W240mm D180mm
●内容量：花豆ジェラート 12個
●乳

榎田醸造 有限会社

お問い合わせ先／TEL 027-231-2017

394-26 ご飯によくあう味噌漬け詰合せ筒入りセット

3,000 円（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4971016001106
●箱サイズ：H255mm W245mm D55mm
●内容量：味噌漬け生姜200ｇ、味噌漬け詰合せ220ｇ、
味噌漬け山うど160ｇ
●賞味期限：製造日より240日
●大豆・小麦

本体
価格

里山テーマパーク・たくみの里の人気商品です。
みなかみ町

お問い合わせ先／TEL 0279-26-9360

400-29 赤城のハーブ しあわせギフトセット

3,000 円

常温

（参考税込3,240円）

本体
価格

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4580610810955
●箱サイズ：H45mm W180mm D180mm
●内容量：ムゲンソルト
瓶50g 1、
ハーブティ
W-Lemonブレンド8包入 １、季節のハーブティプチ2
包入 ２
●賞味期限：製造日より12か月

片品村

常温

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/4939657005013
●箱サイズ：H205mm W245mm D80mm
●内容量：焼まんじゅう12個入 3袋
●賞味期限：製造日より15日 ●小麦

※6月27日〜7月27日の期間中、弊社新工場移転に伴い、全業務を停止させていただきます。
この期間中のご注文は、7月28日以降に順次発送とさせていただきますので予めご了承下さい。

申込
番号

本体
価格

株式会社 尾瀬食品

尾瀬食品の人気商品を
そろえたセットです︒

3,250 円（参考税込3,510円）

軽減税率対象となります（税率8％）

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︒

本体
価格

焼まんじゅう

3,200 円

冷蔵

（参考税込3,456円）

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。

お問い合わせ先／TEL 0278-24-0337

358-25 上州沼田名物

381-27 たくみの里のむヨーグルト＆塩ヨーグルトセット

群馬県産素材にこだわった
群馬が誇るソウルフード

ご家庭用にもご贈答用にも最適な︑県民熱愛の
焼まんじゅうを存分に楽しめるセットです︒

申込
番号

ほたかや

お問い合わせ先／TEL 0278-64-2210

●JAN/4522317221238
●箱サイズ：H175mm W235mm D110mm
●内容量：のむヨーグルト150ml 9本、塩ヨーグルト
150g 2個
●賞味期限：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 ●乳

上州沼田の地に、今夏新たに製造直売所をオープン致します。
沼田市

申込
番号

株式会社 たくみの里

みなかみ産生乳を使用した︑
たくみの味を夏の贈り物に︒

申込
番号

株式会社 森の香

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︒

﹁赤城の香りをおすそわけ﹂
食卓へ幸せをお届けできる
ギフトセットです︒

赤城山の自然の中でハーブを育てる農家です。
渋川市

常温

お問い合わせ先／TEL 0278-58-3395

395-28 大人気ドレッシングセット

3,000 円（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618425
●箱サイズ：Ｈ170ｍｍ Ｗ190ｍｍ Ｄ65ｍｍ
●内容量：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
●賞味期限：製造日より160日間
●卵・小麦

常温

お問い合わせ先／TEL 027-344-1077

393-40 農園発！3種類のおいしいアイスセット

3,500 円

冷凍

（参考税込3,780円）

本体
価格

軽減税率対象となります（税率8％）

限り

群馬県の地産地消を推進しています。
前橋市
申込
番号

本体
価格

株式会社 ユアサ

3,380 円

常温

（参考税込3,650円）
軽減税率対象となります（税率8％）

本体
価格

4,600 円（参考税込4,968円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618159
●箱サイズ：H53mm W320mm D150mm
●内容量：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
●賞味期限：製造日より１８０日

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。

申込
番号

職人醤油

お問い合わせ先／TEL 027-225-0012

373-33 群馬を味わう醤油セット

3,200 円

常温

（参考税込3,456円）
軽減税率対象となります（税率8％）

限定数

300セット
限り

おかげさまで今年で創業49年！
「この味なら食べれる！」
とお子様にも大人気！
渋川市

お問い合わせ先／TEL 0120-232-555

389-31 群馬麦豚ロース・赤城鶏もも味噌漬詰合せ

軽減税率対象となります（税率8％）

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︒

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！

申込
番号

2 ,750 円

常温

（参考税込2,970円）

●JAN/4571457940394
●箱サイズ：280mm 165mm 50mm
●内容量：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
●賞味期限：製造日より1年 ●大豆・小麦

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」

紅伊屋

お問い合わせ先／TEL 027-285-3198

80

本体
価格

●JAN/4984684231324
●箱サイズ：H150mm W330mm D70mm
● 内 容 量：ちりめん 赤 紫 蘇ジュース2 倍 希 釈タイプ
500ml ２
●製造日より12ヶ月

前橋市

ワタナベファーム

383-32 「美味しいまえばし」
おもてなしセット

前橋市

お問い合わせ先／TEL 027-252-6147

049-30 ちりめん赤紫蘇ジュース 2本セット

申込
番号

種類以上の醤油が
１００㎖サイズで並ぶ醤油の専門店︒

200個

前橋市

●JAN/4573237600429
●箱サイズ：H160mm×W235mm×D60mm
●内容量：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
●賞味期限：しそドリンク23.07.06、紫のおもてなしドリンク23.06.15、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

厳選素材から作られた
飲みやすさ抜群の紫蘇ジュース︒

限定数

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。

本体
価格

●JAN/02618753
●箱サイズ：H185mm W247mm D73mm
●内容量：いちごバニラ・いちごヨーグルトシャーベット・
ブルーベリーバニラの2個 3種類・1箱
●賞味期限：製造日より6か月
●乳（いちごヨーグルトシャーベット）

１日頑張ったご褒美に
ドリンクセットを！

申込
番号

金井いちご園

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︒

高崎市

４年連続金賞受賞の
最高級いちごを使ったアイスセット︒

美味しいいちご作りと美味しい加工品を日々研究しています。

冷凍

申込
番号

本体
価格

有限会社 マルフクストアー

お問い合わせ先／TEL 0279-56-2451

371-34 丸福ホルモン大人気セット

4,000 円（参考税込4,320円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618418
●箱サイズ：H220mm W170mm D70mm
●内容量：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
●賞味期限：製造日より180日
●大豆・小麦

冷凍

限り

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。
玉村町
申込
番号

本体
価格

たまむらとうふ

お問い合わせ先／TEL 0270-65-5077

264-35 「たまむらとうふ」
おいしさ発見限定ギフトセット

3,889 円

冷蔵

（参考税込4,200円）
軽減税率対象となります（税率8％）

HYUTTE HAYASHI

3,000 円

382-36 赤城山プロシュートセット

5,426 円

冷蔵

（参考税込5,860円）

軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618746
●箱サイズ：H205mm W245mm D80mm
●内容量：パスタソース３種類（上州牛と群馬県産ごぼう
のボロネーゼ、群馬の菜園風、
トマト＆モッツァレラ）、
群馬県産小麦の冷凍生パスタ ３玉
●賞味期限：製造日より６ヶ月 ●乳・卵・小麦

鮎の一夜干しは香りと
旨みが濃縮された逸品です︒

子持ち鮎の甘露煮は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︒

巴

お問い合わせ先／TEL 0278-22-2432

359-37 あゆの一夜干し・甘露煮セット

3,000円（参考税込3,240円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618173
●箱サイズ：H220mm W280mm D60mm
●内容量：鮎の一夜干し4枚入 1袋、子持ち鮎の甘露煮
1袋
●賞味期限：製造日より90日
●小麦

申込
番号

PIZZERIA PESCA！

お問い合わせ先／TEL 027-289-8661

372-39 手作りドレッシング・辛口オイルセット

2,600円

（参考税込2,808円）
軽減税率対象となります（税率8％）

●JAN/02618166
●箱サイズ：H195mm×W158mm×D68mm
● 内 容 量：ドレッシング 2 8 0 m l 2 本 、辛 口 オイル
200ml 1本
●賞味期限：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 ●小麦・大豆

創業９０年の伝統の味をご堪能下さい。

魚匠

みんなが笑顔になれるイタリアンレストラン。

本体
価格

軽減税率対象となります（税率8％）

冷凍

冷凍

（参考税込3,240円）

前橋市

お問い合わせ先／TEL 027-283-2983

●JAN/4580209402288
●箱サイズ：H160mm W30mm D10mm
●内容量：赤城山プロシュート50g 4
●賞味期限：製造日より60日

本体
価格

386-38 群馬を食べるパスタセット♪

わ く わ く

ぐんまの
おいしさ
発見
2022 夏&秋ギフト

本格生ドレッシングと万能辛口オイル︒

Hutte Hayashiはドイツ仕込みの職人の技、
自然豊かな赤城山の風土、
そして
選び抜かれた
「福豚」が三位一体となって生まれた国産プレミアム生ハムブランドです。

申込
番号

お問い合わせ先／TEL 027-372-5117

イタリアンレストランが作った

限り

沼田市

小さなパスタ屋マカロニ

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︒

200セット

本体
価格

申込
番号

群馬県産の福豚を使った
国産プレミアム生ハムです︒

限定数

申込
番号

高崎市

本体
価格

●JAN/4901445808809
●箱サイズ：H110mm W320mm D200mm
●内容量：たまざる(中)400ｇ 1、秘伝よせ300ｇ 1、大判油揚げ2枚入 1、
たま生豆乳200ｇ
1、全麴甘酒200ｇ 1、半生うどん240ｇ 1
●賞費期限：たまざる(中)製造より4日、秘伝よせ・大判油揚げ5日、
たま生豆乳6日
賞味期限：全麹甘酒製造より150日、半生うどん180日
●小麦・大豆

前橋市

小さなお子様連れでも安心出来るお店作り及び商品作りをしています。

自宅で本格イタリアンをコンセプトに
群馬県産小麦のオリジナル生パスタと
自慢の自家製パスタソースを
冷凍にしてお届け︒

50セット

地元玉村町産大豆を使用した定番︑

濃厚ざるとうふ・豆乳・砂糖不使用の
全麹甘酒を詰め合わせた夏限定のセット︒

限定数

冷蔵

ぐんまのおいしさ発見 専用お申込書

お届け希望日

かけ紙
上書き

※下記より
お選びください

御 祝
内 祝
快気祝
お中元
お歳暮
志

かけ紙
上書き

※下記より
お選びください

御 祝
内 祝
快気祝
お中元
お歳暮
志

かけ紙
上書き

※下記より
お選びください

御 祝
内 祝
快気祝
お中元
お歳暮
志

●ご注文は GIFT 創造館、JA ファーマーズ、エーコープ、
各店までお願い致します

特定原材料（7品目）

卵

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。

（一部商品を除く）
直送品のためお届けは約7〜10日かかります。

お申込
受付期間

乳

落花生

小麦

このマークの商品は

常温 通常配送でお届けします。

そば

このマークの商品は

冷蔵 クール便（冷蔵）
でお届けします。

エビ

カニ

このマークの商品は

冷凍 クール便（冷凍）
でお届けします。

※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。

2022年10月31日（月）まで（一部商品を除く）

●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

●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。

