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会場のご案内

道の駅川場田園プラザ
群馬県利根郡川場村萩室385
TEL.0278-52-3711

開催にあたっては、ご来場の皆さま、出展事業者、運営スタッフの感染予防のため、一般社団法人日本展示会協
会による「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」をもとに感染防止対策を行って開催い
たします。ご来場の皆さまにはご不便をお掛け致しますが、なにとぞご理解たまわりますようお願い致します。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などにより、予定が変更、または中止となることもあります。

出展事業者
 10月３・４日　㈱リッキー／森の香／佐藤商店／伊香保温泉・竹内製菓／群馬グルメと名産品の庵古堂／焼きたて
メロンパンプレール／磯部せんべい 名月堂／こうじや德茂醸造舗／きゃべつの丘工房／つまごいビーガーデン／
㈲大丸／㈲藤井屋／カラオケジュピター／おき山煎餅本舗 鍵屋／天空の里うわの／㈱尾瀬食品／雪ほたかの飲
む糀／川場村農産加工㈱／土田酒造㈱／小麦工房なっちゃん／諏訪農園／スターサンジ STAR SANJI／イタリ
アンジェラートショップ ミラノ／焼きがし果々菓／近藤酒造㈱／エバーグリーンファーム㈱
 11月14・15日　Premium Baum／中川漬物／赤城山オートキャンプ場／蜂空-hachisora-／みらいサポート／
焼肉 金山亭／子持食品㈱／うどん茶屋水沢万葉亭／お２ばばのお菓子／モギ・コーヒー／パイの店 
BRAE-BURN／大甘堂菓子舗／小さなパスタ屋 マカロニ／榛名の森のハチミツ屋さん／まるはちカフェ／麦
みそ一筋！みかぼ味噌／健康長寿プロジェクトin ぬまた／魚匠巴／星野農園／岩鞍パン工房／尾瀬万里姫どうふ
／宮田果樹園／㈱田口農園／野菜のスイーツべじ太／ミルクロード／くろほのこんにゃく／㈱あかぎチキン／金
星食品㈲／漬け物処 大松／㈱叶食品

ぐんまのお店がぐんまの元気をぐんまのグルメで大応援‼ぐんまのお店がぐんまの元気をぐんまのグルメで大応援‼

3・4/ 土 日

14・1511
10
/ 土 日2回目

1回目
2020

2020
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今年は2回開催！！両方来てね！

美味し
い群馬

主催：群馬県商工会連合会／県内43商工会

令和元年度補正 共同・協業販路開拓支援事業【催事販売型】

TEL.027-231-9779
群馬県商工会連合会　経営支援課（猪熊）  

お問い合わせ先

ぐんま商工会2020
 in 道の駅川場 田園プラザ

ぐんま商工会2020
 in 道の駅川場 田園プラザ

●10月と11月の出展事業者は異なります。ご来場の際はご注意ください。



美味しい群馬 再発見！
ぐ ん ま 商 工 会 2 0 2 0   i n   道 の 駅  川 場 田 園 プ ラ ザ
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 出 展 事 業 者

(株)リッキー（玉村町）
焼きそば、チョコバナナ、冷凍みかん

森の香（しぶかわ）
森の香るハーブティ、ムゲンソルト

さとうこんにゃく（しぶかわ）
手づくりさしみこんにゃく
冷たい味しみおでんセット

伊香保温泉・竹内製菓（しぶかわ）
田舎まんじゅう

群馬グルメと名産品の庵古堂（吉岡町）
焼きまんじゅう、ポップコーン
うどん、シイタケ各種、湯の花饅頭

磯部せんべい 名月堂（安中市）
磯部せんべい（袋入り・箱入り）

こうじや徳茂醸造舗（中之条町）
特選米味噌（雪ほたか）、特選麦味噌、雪
ほたか塩こうじ、なめ味噌

きゃべつの丘工房（嬬恋村）
ピクルス、ドレッシング、ジャム

つまごいビーガーデン（嬬恋村）
嬬恋村愛妻はちみつ、嬬恋村愛妻はちみつプリン、嬬恋村愛妻た
まご、嬬恋村愛妻はちみつバナナジュース、愛妻はちみつナッツ

㈲大丸（東吾妻町）
花豆塩あま納豆、花豆あま納豆（特Ａサ
イズ）、高原花豆（生豆）

㈲藤井屋（東吾妻町）
政右衛門、あんこ玉等、プレミアムプリ
ン、もちもちシュー、レアチーズ大福

カラオケジュピター（東吾妻町）
デビルズタンバーガー Jupiter ver.

おき山煎餅本舗 鍵屋（沼田市東部）
おき山煎餅、天然酵母パン（葡萄・柿・
林檎）

天空の里うわの（沼田市東部）
完熟アカシアはちみつ 雫
さくらの里のはちみつ 桜桃

㈱尾瀬食品（片品村）
片品村産えごまドレッシング、群馬県産わさびと
胡麻のドレッシング、国産黒酢生姜えごま入り

雪ほたかの飲む糀（川場村）
雪ほたかの飲む糀、雪ほたかの飲む糀
玄米

川場村農産加工㈱（川場村）
無添加りんごジュース、果実酢
ぎんひかりの押し寿司、りんごジャム

土田酒造㈱（川場村）
田園メロウ、誉国光奥利根リッチ＆ド
ライ、尾瀬淡麗

小麦工房なっちゃん（昭和村）
もっちり食パン、舞茸のピザ
パン オ ミエル（はちみつパン）

諏訪農園（昭和村）
贅沢トマトスプレット
贅沢ブルーベリースプレット

スターサンジ STAR SANJI （みどり市）
カレーナン
カレーナン＋タンドリーチキン

イタリアンジェラートショップ ミラノ（みどり市）
アイスクリーム（ジェラート）
コーヒー他

焼きがし果々菓（みどり市）
マドレーヌ、シフォンケーキカップ
パウンドケーキミニ

近藤酒造㈱（みどり市）
赤城山純米大吟醸、ひやおろし純米吟醸
特別大吟醸、純米スパークリングシャララ

エバーグリーンファーム㈱ （明和町）
新発売 !! いちじくグラッセパン、いちじくコ
ンポート、ドライいちじく、いちじくジャム

焼きたてメロンパンプレール（安中市）
オリジナルメロンパン、チョコチップ
メロンパン、メープルパン、カレーパン

小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金採択事業者、６次産業
化法認定事業者、地域資源活用プログラム認定事業者、農商工連携認
定事業者、経営革新計画承認事業者、群馬県産の農林水産物を使用し
た食品製造業者等が出展しております。順不同、(   )は所属商工会名

Premium Baum（前橋東部）
川場村産りんごバームクーヘン、川場村産焼立てチー
ズタルト（ブルーベリー）、前橋生ブッセ、生バーム各種

中川漬物（前橋東部）
新しょうが甘酢漬け、漬物セット

赤城山オートキャンプ場（前橋東部）
豚まんじゅう

蜂空 -hachisora-（群馬伊勢崎）
ハニーナッツ、ハニーフルーツ
蜂空はちみつ（百花・アカシア）

みらいサポート（玉村町）
焼きそば、チョコバナナ、冷凍みかん

焼肉 金山亭（しぶかわ）
ホルモン焼、キムチ

うどん茶屋水沢万葉亭（しぶかわ）
水沢うどん、上州名物あげうどん

お２ばばのお菓子（榛東村）
チーズプリン、チーズケーキ(ホール)、
ホワイトカフェ、クッキー

モギ・コーヒー（榛東村）
コーヒー、チョコレートラテ、カフェラ
テ、フレーバーホットミルク

パイの店 BRAE-BURN（吉岡町）
アップルパイ ( バタークランブル・アップルパイ・キャラメルシナモン・
アップルパイ・クレーム・ダマンド・ラムレーズン )、レアチーズパイ

大甘堂菓子舗 （吉岡町）
大どら焼き、花豆羊羹、花豆大福
白葡萄大福

小さなパスタ屋 マカロニ（高崎市群馬）
こだわりの手作りパスタソース

榛名の森のハチミツ屋さん（高崎市群馬）
ハチミツ（アカシア）

まるはちカフェ（神流町）
あわばた大豆のきなこ
あわばたきなこのロッククッキー

健康長寿プロジェクト in ぬまた（沼田市東部）
うまみ椎茸パウダー
うまみ椎茸岩塩 2 本セット

魚匠巴（沼田市東部）
子持ち鮎の甘露煮
あぶり鮎

星野農園（片品村）
黒ニンニク、菊芋チップ

岩鞍パン工房 （片品村）
塩バターあんこパン、各種調理パン

尾瀬万里姫どうふ（片品村）
ざるどうふ、揚げどうふ、豆乳

宮田果樹園（川場村）
アップルパイ、各種ジャム
りんごジュース

㈱田口農園（川場村）
板こんにゃく、玉こんにゃく、串こんにゃく
さしみこんにゃく、糸こんにゃく、有機こんにゃく

野菜のスイーツべじ太（川場村）
ノンフライりんごちゃん、雪ほたか米粉のシフォン
ケーキ、りんごのパウンドケーキ、ドライりんご

金星食品㈲（太田市新田）
餃子の金星　特選生餃子

漬け物処 大松（太田市新田）
かかあ天下、亭主かんぱく
きくいもたまり漬、シャクシ三昧

㈱叶食品（太田市新田）
生さしみ湯葉

ミルクロード（昭和村）
プレーンヨーグルト
のむヨーグルト（パック・ボトル）

くろほのこんにゃく（昭和村）
かみかみこんにゃく、琥珀餅
ピリ辛こんにゃく、さしみこんにゃく

㈱あかぎチキン （昭和村）
赤城どり焼きとり（たれ味・塩味）
赤城どりカラアゲ

子持食品㈱（しぶかわ）
生芋こんにゃく、冷やしこんにゃく麺、牛す
じこんにゃく煮込み、味噌おでんセット

麦みそ一筋！みかぼ味噌（神流町）
粒味噌、こし味噌、たまり醤油


