食

その他高崎市物産振興協会会員一覧

品

赤城興商 株式会社
高崎市新町2150-20
TEL：0274-42-0329

FAX：0274-42-3101

冷凍生餃子、
ザーサイ

漬け物・梅干し

株式会社 アンクル
高崎市あら町2-5
TEL：027-333-8318

FAX：027-384-4469

鶏料理

株式会社 エムケイ製作所
高崎市小八木町417-1
TEL：027-362-6619

FAX：027-363-2771

立体彫り木札、
ウェアープリント

弁

有限会社 おおみや商店
高崎市下室田町1068
FAX：027-374-0075

和菓子

当

TEL：027-374-0075

有限会社 菓心たつや
高崎市筑縄町6-5
TEL：027-364-2278

FAX：027-364-2278

和菓子

銘菓・和洋菓子

有限会社 ウェブシステム
高崎市岩鼻町4-1
TEL：027-395-8839

FAX：027-341-7684

ウェブシステム構築

ガトーフェスタハラダ(株式会社 原田)
高崎市新町1207
TEL：0274-40-3622

FAX：0274-42-3341

洋菓子

酒

株式会社 カレーム

類

高崎市上並榎町1134-1
TEL：027-362-8672

FAX：027-329-5514

洋菓子

きまぐれ
高崎市倉渕町水沼419-1
TEL：027-378-2040

FAX：027-378-2040

米、
みそ、
農作物加工品

飲
料

倉渕んまい会
高崎市倉渕町水沼1244-1湧然内
TEL：027-378-3766

FAX：027-378-3766

米、
みそ、
惣菜、
パン、
野菜、きのこ

栗本牛乳販売 有限会社
FAX：027-352-0007

工芸品・生活用品

高崎市柳川町148-7
TEL：027-353-1711

牛乳、
乳製品

群栄化学工業 株式会社
高崎市宿大類町700
TEL：027-353-1913

FAX：027-353-1872

ブドウ糖、
オリゴ糖

株式会社 げんちゃん
TEL：027-388-8335

FAX：027-388-8338

その他会員一覧

高崎市緑町1-3-2ヤマリビル101

たまねぎ、餃子

株式会社 このえパン
高崎市本町117
TEL：027-322-4514

FAX：027-326-5976

パン、
クッキー

有限会社 割烹さわ
FAX：027-320-6648

カツサンド、
豚の西京漬

株式会社 照和軒 丹涼
高崎市本町110
TEL：027-322-5077

FAX：027-323-2983

上州豚の味噌漬
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MAP

高崎市八島町5イノウエビルBF1
TEL：027-327-1738

株式会社 寿々屋

ふぐ割烹すづき

TEL：027-327-0011

FAX：027-327-0988

中華惣菜

高崎市片岡町1-19-22
TEL：027-328-0242

FAX：027-328-0242

食

食

高崎市通町22

ふぐ雑炊

品

品
スパゲッティー専科はらっぱ
高崎市西横手町1441
TEL：027-325-2418

FAX：027-325-2418

福島農園
高崎パスタ

高崎市石原町3267-1
TEL：027-327-0124

FAX：027-327-0096

FAX：027-371-5295

古墳カレー、
おむすび

佐波郡玉村町上新田1637
TEL：0270-65-3765

FAX：0270-65-3765

前橋市山王町2-42-16
TEL：027-266-5756

FAX：027-322-4060

FAX：027-266-5756

Vegetable Garden

高崎市八島町32-2

高崎市下之城町936-14産業創造館内
TEL：027-347-5311

高崎商工会議所

高崎市萩原町424-6
FAX：027-362-3550

TEL：027-353-5001

焼まんじゅう、すいとん

夢添加パンまる

高崎市昭和町142
FAX：027-361-3458

捺染
（和装着物加工）

たまご市場 卵太郎

高崎市飯塚町382-4
TEL：027-362-4337

FAX：027-361-2873

パン

矢野農園

高崎市下里見町1358
FAX：027-343-3828

鶏卵、
洋菓子

FAX：027-378-3036

季節の野菜、
加工品

ベイクドドーナツ

田むら製菓

類

類

FAX：0270-75-6889

TEL：027-378-3036

酒

酒

佐波郡玉村町下新田743-2

高崎市倉渕町権田1156

株式会社 ヨコヤマコーポレーション

玉村ＮＡＴＡＳｎａｔａｓ
TEL：0270-75-6779

FAX：027-352-8903

銘菓・和洋菓子

銘菓・和洋菓子

高崎捺染協同組合

TEL：027-343-3884

野菜、かご盛、
オリーブオイル

株式会社 ミトモ

高崎市問屋町2-7-8

TEL：027-362-0149

FAX：027-347-5321

当

当

FAX：027-330-5334

生ピザ

弁

弁

一般社団法人 高崎観光協会

TEL：027-361-5171

和菓子

ピザ工房 オリーブ･K

高崎市新田町1-8

TEL：027-330-5333

梅干

福嶋屋

高崎菓子業組合
TEL：027-326-7811

TEL：027-371-5295

漬け物・梅干し

漬け物・梅干し

惣菜スタジオ ころむす

高崎市箕郷町金敷平476-2

高崎市江木町1637
TEL：027-327-2322

FAX：027-327-5949

土産用小物

株式会社 リッキー

高崎市高砂町23

和菓子

TEL：027-322-3908

佐波郡玉村町下茂木1000-6D101
TEL：090-2430-5757

FAX：0270-61-7081

クレープ、ドーナツ

飲

飲
赤毛のアン

高崎市保渡田町89-1
TEL：027-373-1007

FAX：027-373-1007

株式会社 ＭＯＣデザイン企画
手織りウェア、グッズ

ドレッシングハウスミント
TEL：027-344-3464

FAX：027-344-3464

ドレッシング

FAX：027-371-6648

梅干各種

はしもと染工房

TEL：080-2022-4477

串物全般
（焼き鳥、
フランクフルトなど）

高崎市上大類町1188
TEL：027-381-5983

FAX：027-381-5983

桑茶

本染手拭

高崎市あら町65

ホルモン、
焼肉、パン、
スイーツ類

TEL：027-386-8629

やきとり鳥市

高崎市請地町19-11
FAX：027-322-7665

黒糖ココア、飲む黒糖

パティスリー ララスウィーツ
FAX：027-362-9966

TEL：027-237-1781

FAX：027-237-1781

やきとり、クレープ、たこ焼き、
唐揚げ、焼まんじゅう等

丸三綿業 株式会社
洋菓子

高崎市剣崎町191-1
TEL：027-343-1433

FAX：027-344-0741

MAP

MAP

高崎市飯塚町382

前橋市三俣町2-9-4

ふとん一式

株式会社 馬場家具
高崎市上並榎町483
TEL：027-361-0711
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FAX：027-361-1991

その他会員一覧

その他会員一覧

FAX：027-322-3253

株式会社 貿易屋珈琲店

TEL：027-362-9966

高崎市上里見町116-3 ディアコートＢ202

合同会社 てっしん

高崎市江木町417

TEL：027-324-2448

洋菓子

株式会社 ぐんま桑研

高崎市箕郷町富岡1368

TEL：027-322-3253

FAX：027-325-1239

串や

有限会社 永井食品工業
TEL：027-371-2128

TEL：027-325-0741

工芸品・生活用品

工芸品・生活用品

高崎市浜川町395-1

高崎市和田多中町11-25

料

料

手織り工房

家具
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