
高崎髙島屋
～ふるさとの味と技の競演～

第41回

群 馬 展

お問い合わせ先

（公財）群馬県観光物産国際協会
前橋市大手町２－１－１
TEL：０２７-２２３-５８００
FAX：０２７-２２３-５０５１

群馬県のマスコット 「ぐんまちゃん」

■期間中、群馬展会場（６階・５階）
にてレシート合計税込3,000円以上
お買上げごとに１回、抽選会にご参
加 いただけます（当日限り有効）。

お 楽 し み 抽 選 会

■日時：令和2年1月22日(水)～1月28日(火)                                  
10:00～19:00
※25日(土)、26日(日)は19:30まで
※28日(火)は6階は17:00まで、
5階は18:00まで

■場所：高崎髙島屋
6階催場、5階特設会場（一部）

■内容：県内事業者による食品、
工芸品の展示・実演・販売

【主催】群馬県、（公財）群馬県観光物産国際協会
【後援】高崎市、（一社）高崎観光協会、高崎商工会議所

新規出展１３店舗が加わり、県内７３事業者の自慢の
品々が大集合。
ぐんまちゃんや県内のマスコットキャラクターも登場！

期間中、「心にググっと
ぐんまちゃんパスポー
ト」特別スタンプを１ポ
イントプレゼント！パス
ポートをぜひ御持参く
ださい。新規の発行も
承ります♪



種別 新規 出展者 　　　主な商品 市町村

1 阿部りんご園 アップルパイ みなかみ町

2 ★ アルベロ いちごとティラミスのパフェ（各日30点限り）・ジェラート・焼き菓子 高崎市

3 大手製菓 いそべせんべい 安中市

4 お２ばばのお菓子 チーズプリン・チーズケーキ 榛東村

5 菓子処　おゝみや かりんとうまんじゅう 高崎市

6 菓子処　古月堂 本宿どうなつ・富岡赤れんが 下仁田町

7 くれ～ぷ工房　clin.clin クレープ各種 高崎市

8 ジャック・ザ・タルトファンタジー 焼きたてチーズタルト みなかみ町

9 大甘堂菓子舗 苺桜餅・まるまる花豆羊羹 前橋市

10 丁子堂房右衛門 あんトースト・河岸最中 高崎市

11 ★ なか又 わぬき（どら焼き）・ぷるしずく（わらび餅） 前橋市

12 原田農園 はらだのクーヘン 沼田市

13 ★ パリ・ドートンヌ プレミアムエクレア 伊勢崎市

14 微笑庵 ちごもち（いちご大福）１／２７・１／２８　各日６０点限定　１名様２点まで 高崎市

15 ★ プティ・ポンム りんごのロールケーキ・シフォンケーキ 高崎市

16 ＢＲＡＥ－ＢＵＲＮ レアチーズパイ 吉岡町

17 ほたかや 焼きまんじゅう 沼田市

18 まゆ菓優　田島屋 くず湯まゆこもりシルク・まゆくわ最中 富岡市

19 焼き菓子の店　ＳＯ グラノーラ・スコーン・クッキー 高崎市

20 育風堂精肉店 はもんみなかみ（長期熟成生ハム）・谷川の雪サラミ（各日20点限り） みなかみ町

21 大坂屋 特上生椎茸・椎茸煮 下仁田町

22 ★ 粕漬・味噌漬処　紅伊屋 群馬麦豚ロース味噌漬・銀だら粕漬 前橋市

23 雷亭 んまいもつ煮 渋川市

24 魚匠　巴 あゆの一夜干し・干し芋 沼田市

25 合資会社　大丸 花豆塩あま納豆・特Ａ花豆あま納豆 東吾妻町

26 神津牧場 神津ジャージーソフトクリーム・発酵バター 下仁田町

27 ことほぎ 豆かん・焼き芋 前橋市

28 ★ 子持食品 生芋こんにゃく・冷やしこんにゃく麺 渋川市

29 坂井養蜂場 はちみつ・はちみつ製品 沼田市

30 ★ 三光ファーム フルーツトマト・トマトジュース 高崎市

31 上州百姓　米達磨 群馬県産紅白もち米・有機赤青大豆 藤岡市

32 たまむらとうふ ざるどうふ・しいたけがんも 玉村町

33 とうふ料理　松邑 とうふとカキの味噌グラタン・とうふ製品 高崎市

34 ハービー バラ食料製品・健康食品 下仁田町

35 花みつばち館　小野養蜂場 はちみつ・はちみつ健康食品 沼田市

36 針塚農産 白菜こうじ漬・こうじ甘酒 渋川市

37 ★ ピコファーム 干しいも・さつまいも 沼田市

38 ＨÜＴＴ HAYASHI 生ハム・ジャーキー・ウィンナー・メンチカツ 前橋市

39 ミート工房かわば ライブの山賊焼きセット 川場村

40 宮石青果店 生姜漬　600点限り　1名様2点まで 高崎市

41 やまとしりんご園 ふじりんご・リンゴジュース みなかみ町

42 和風絹しゅうまい信州屋 和風絹しゅうまい・青とうがらし入り絹しゅうまい（各日10点限り） 富岡市

43 Poulet isuu　イスウ 素敵なから揚げのお弁当・上州麦風鶏唐揚げ 高崎市

44 ★ ザ・サンドウィッチクラブ フルーツサンド 高崎市

45 堀口精肉店 カルビロース弁当・ハムカツ・ビックリほるもん 下仁田町

46 八重垣 もちぶた弁当 前橋市

47 五代目　花山うどん 鬼ひもかわうどん 館林市

48 富田製麺 地粉生うどん・地粉生そば 甘楽町

49 もみの木 上州太田焼そば・元祖ぐんまちゃん焼きそば・すき焼きそば（各日20点限り） 太田市

50 食事処 地鶏らーめん　翔鶴 髙島屋スペシャル炭火焼豚らーめん・純鶏らーめん 高崎市

51 嗜好品 ロンネフェルト紅茶　陶豆屋 紅茶・ハーブ茶 高崎市

52 藍工芸たむら 藍染製品・藍染ニットチュニック（現品限り） 桐生市

53 新伊美術織物研究所 絵画織製品・正絹京袋帯樹花鳥獣図（現品限り） 桐生市

54 荒善工房 紬製品 館林市

55 イイヤマ シルク製品 桐生市

56 伊香保焼　陶句郎窯 陶器製品・伊香保焼き口縁辰砂流乳（現品限り） 渋川市

57 イヅハラ産業 婦人衣料製品・美容製品 桐生市

58 岡田工房 銘木アクセサリー 前橋市

59 ★ 関東工業開発（JOYPLAN） 蒟蒻シルク洗顔石鹸 前橋市

60 木まま工房 木工玩具・木工製品・木製アニマル椅子各種（5点限り） 上野村

61 ｃａｎｏａｎ シルク製品・シルク手織テキスタイルバッグ（現品限り） 高崎市

62 桐匠　根津 桐加工製品・桐衣装ケース（5点限り） みなかみ町

63 桐生シルク シルク製品・ラグラン袖ジャケット（現品限り） 桐生市

64 ★ 工房嶌吉 バッグ・アクセサリー・山ぶどう乱れ編み手提げバッグ（現品限り） 伊勢崎市

65 座敷箒屋　関直太 座敷箒・柄付5玉ほうきセット（10点限り） 川場村

66 山中上山竹工芸　青木工芸 竹細工製品 上野村

67 スター商会 ぐんまちゃんグッズ 高崎市

68 中村染工場 注染製品 高崎市

69 ★ PRIORITAS はちみつ化粧品・チタンアクセサリー みどり市

70 松井ニット技研 ウールニット製品 桐生市

71 丸山下駄店 下駄製品 沼田市

72 森秀織物 御召織物製品・桐生織御召着尺（現品限り） 桐生市

73 ★ 吉澤指物店 木工製品・創作キャビネット（現品限り） 沼田市

民工芸品

「第４１回　　群　馬　展」　　出展者一覧

（高崎高島屋１/２２（水）～１／２８（火））
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