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認定数
Ⅰ

（３３７品）

食料品（菓子・饅頭・ケーキ等）

１２７品（７７業者）

Ⅱ 食料品（漬物・うどん・こんにゃく等） １６９品（８７業者）
Ⅲ

民工芸品（木竹製品・繊維製品等）

※実業者数は１７８業者

４１品（２３業者）

１ 食料品（菓子・饅頭・ケーキ等）
認定
番号

商

1

赤城山食パン

2

風（ぷー）さんまんじゅう

3

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

1

農事組合法人 風ラインふじみ
（ふれあい工房）

前橋市富士見町石井1560-40

027-288-5422

花ぱん

2

（株）ミドリ舎

前橋市鳥羽町820-12

027-253-0553

4

赤城春秋ベーグル（クルミ＆レーズン）

3

（有）アジア製パン所

前橋市岩神町2-4-26

027-231-4020

5

下馬将軍
4

（有）新妻屋

前橋市表町2-19-9

027-221-5222

6

上州わらべ

7

鶴サブレー
5

Ｂaron

前橋市若宮町1-14-22

027-233-6793

8

広瀬川

9

バナナ屋さんのバナナアイス

6

梅田のバナナ

前橋市元総社町19

027-251-2713

10

ぐんまちゃんマカロン
7

（有）くわの実

前橋市大友町3-14-14

027-253-6314

11

ぐんまちゃんケーキ

12

米粉クッキー

13

笹まんじゅう

8

ジャパンパスカル（株）

前橋市総社町総社2804

027-310-0338

14

花いんげんの舞 甘納豆

15

上毛三山（榛名の香、妙義の郷、赤城の風）

16

大甘堂どら焼き

9

大甘堂菓子舗

前橋市岩神町3-19-13

027-231-5892

17

茶っぷりん

18

旅がらす

19

ゴールド旅がらす

10

(株)旅がらす本舗 清月堂

前橋市新堀町399-6

027-265-5111

20

シルクボール

11

(株)丸大オヲツヤ商店

前橋市東片貝町472-1

027-261-1369

21

ぐんまちゃんこんにゃく（黒蜜、田楽）

22

こんにゃく大福
（抹茶、小豆、マロン、プリン、ずんだ、コーヒー、桃、紅芋、ブルーベリー、チョコ、ごま、かぼ
ちゃ）

23

スイートコッペ

24

繭玉入り シルク×桑茶ダックワーズ

12

(株)レストランスワン

前橋市大渡町1-20-11

027-251-8503

25

焼きまんじゅう

13

田中屋製菓

前橋市若宮町2-3-8

027-231-6742

26

美香蔵

14

(株)H．I．D． ル・パティスリー・ヒデ

前橋市川原町2-3-6

027-289-4101

27

肉汁爆弾ドック

15

うみんちゅ

前橋市新前橋町25-7 赤尾ビル１階

027-252-6662

28

こはく、栗こはく(詰合せ)
16

（株）一文字屋

高崎市連雀町145

027-322-3024

29

甘納豆詰合

30

うめ糖

31

お好み甘納豆詰合せ

17

（株）横山製菓芳房堂

高崎市貝沢町1069

027-361-4170

32

栗甘納糖初霜風情

33

六郎のおうま最中
18

（株）六郎

高崎市貝沢町465-3

027-363-1480

34

六郎の上州もち

(1)

認定
番号

商

35

どら焼き

36

ブルーノ・タウト

37

カステラ

38

観音一粒栗最中

39

観音最中

40

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

19

（有）九重ねぼけ堂

高崎市南町7-6

027-322-4364

20

（有）観音屋

高崎市中紺屋町22-1

027-325-2000

ガトーラスク グーテ・デ・ロワ

21

（株）原田 ・ ガトーフェスタ ハラダ

高崎市新町1207

0274-40-3622

41

だんべえ

22

（有）風間堂

高崎市新田町1-8

027-326-7811

42

酒まんじゅう

23

角田製菓

高崎市大沢町231-8

027-353-6006

43

金のかすてら

44

ぐんまちゃん 金のかすてら

24

パティスリー ララスウィーツ

高崎市飯塚町382

027-362-9966

45

生姜美人（生姜のパウンドケーキ）

46

ぐんまちゃんアーモンドサブレ
25

菓子工房 ファヴール

高崎市片岡町3-1-18

027-326-5286

47

ぐんまちゃん幸せのたまご

48

かぼちゃのプリン

49

ぐんまちゃんクッキー

26

菓子工房 ラ・ポムベール

高崎市福島町740-3

027-372-3530

50

焼きかぼちゃ

51

飲むヨーグルト

27

（有）タンポポ

高崎市鼻高町1380

027-310-3011

52

焼きまんじゅう シルク入り

28

（株）ミトモ

高崎市萩原町424-6

027-353-5001

53

梨のドライチップ

29

アルベロ．山木農園

高崎市下里見町1701-1

027-340-1235

54

卯の花まんじゅう

30

（有）松邑

高崎市南大類町570

027-352-0051

55

新浜揚げおかき（塩、醤油、こんぶ茶）

31

（株）新浜せんべい

桐生市浜松町1-7-20

0277-45-3426

56

帯羊羹（栗、小倉、挽茶）

32

（有）舟定

桐生市本町6-398

0277-44-5475

57

手焼き煎餅

33

いさみやせんべい店

桐生市西久方町2-1-21

0277-22-7588

58

桐生最中

34

桐生最中本舗 大坂屋

桐生市本町2-5-4

0277-22-2439

59

お茶の友

35

（有）赤城せんべい

伊勢崎市緑町17-27

0270-25-1487

60

まゆっこ（カスタード、チョコ、抹茶、ミルク）

36

グンイチパン（株）

伊勢崎市除ヶ町10

0270-32-1351

61

登録銘菓 利根の渡し

37

つねやモンドール

伊勢崎市境平塚1717

0270-74-9451

62

栗羊かん

38

（株）荒木屋本店

沼田市上之町840

0278-24-4545

63

栗最中

64

多助俵最中

39

（株）大丸屋製菓

沼田市下之町871-2

0278-22-2489

65

太助饅頭

66

ロックハート城に行ってきました！
40

（株）サンポウ

沼田市薄根町4470-1

0278-24-4114

67

ハートサブレ

68

栗羊かん

69

真田太鼓

41

（有）かねもと

沼田市坊新田町1233

0278-24-5678

70

御殿の華

(2)

認定
番号

商

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

71

焼まんじゅう

42

ほたかや

沼田市下久屋町718

0278-24-0337

72

はらだのくーへん

43

（株）原田農園

沼田市横塚町1294

0278-22-3991

73

麦落雁

44

（株）三桝屋總本店

館林市堀工町1900-5

0276-72-3331

74

麦落雁

45

三桝家總本舗

館林市仲町3-35

0276-75-5525

75

焼饅頭（折詰）

46

（有）小竹商店

渋川市渋川1906-21

0279-22-1071

76

湯乃花饅頭

47

（有）勝月堂

渋川市伊香保町伊香保591-7

0279-72-2121

77

こがねいも

48

（有）錦光堂

渋川市渋川2437

0279-22-0101

78

あげうどん（カレー、ごま、ソース、のり塩、マヨネーズ、七味）

49

（有）牧商事

渋川市伊香保町水沢48-4

0279-72-3038

79

赤城田舎饅頭

50

荒井商店

渋川市赤城町敷島451-5

0279-56-2801

80

伊香保グリーン牧場カップアイスクリーム（チョコ、バニラ、抹茶）

51

日本土地山林（株）伊香保グリーン牧場

渋川市金井2844-1

0279-24-5335

81

紫いも入りこんにゃくゼリー

52

メイプル工房

渋川市吹屋1053

0279-23-6071

82

かいこの王国 お蚕様チョコレート

83

かいこの王国 まゆこの夢チョコレート

53

（有）丸エイ食品

藤岡市篠塚579-3

0274-23-9887

84

かいこの王国 かいこの一生チョコレート

85

シルクミルク製糸場のある街

86

まゆくわ最中（桑の実、桑の葉）

54

（有）田島屋

富岡市内匠243-1

0274-62-1134

87

まゆこもり

88

桑っ子まんじゅう

89

桑の粉

55

富岡おやき いと

富岡市富岡1070

0274-63-9510

90

桑っ子カステラ

91

こんにゃく入りくずもち風デザート（群馬県産桑の葉＆シルクパウダー配合 きな
粉付き）

56

（株）アイエー・フーズ

富岡市南蛇井152

0274-70-5005

92

いそべせんべい

57

（有）大手製菓

安中市磯部1-6-9

027-385-6224

93

磯部せんべい

58

（有）名月堂

安中市磯部1-13-3

027-385-6127

94

磯部せんべい

59

松風堂

安中市磯部1-13-5

027-385-7023

95

小松屋の花ぱん
60

（有）こまつ屋

みどり市大間々町桐原245-5

0277-72-2171

96

トロッコサブレ

97

おおまま最中

98

トロッコ旅日記

61

大間々 青柳

みどり市大間々町大間々1501-1

0277-72-1475

99

まゆの詩

62

（有）天宝堂

みどり市東町草木75

0277-95-6130

63

（有）新井

榛東村新井3441

0279-54-2449

64

（有）庵古堂

吉岡町上野田3362-4

0279-54-8505

100 くるみ焼まんじゅう
101 舞茸せんべい
102 チーズケーキ（ブラックペッパー、プレーン、一味、トリプル）
103 チーズプリン プレミアム
104 クッキー（バニラ、コーヒー、ブラックペッパー、一味）
105 湯の花まんじゅう

(3)

認定
番号

商

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

106 富岡赤れんが
65

（株）古月堂

下仁田町本宿3760

0274-84-2417

66

（有）総本家紙屋

下仁田町大字下仁田361

0274-82-3228

111 マンゴープリン

67

（株）ヤマキ

下仁田町大字川井111

0274-82-3115

112 中之条シュッキー

68

（株）モアザン

中之条町大字伊勢町148-1

0279-75-0611

113 鳥追太鼓（ごまあん、つぶあん）

69

（有）一松屋菓子店

中之条町大字伊勢町864

0279-75-2044

114 ライ麦カンパーニュ

70

大自然生活館(株)

長野原町北軽井沢字地蔵堂1990-4053

0279-84-6295

71

花とハーブとグルメの宿シューレビュー

嬬恋村鎌原1053-12534

0279-86-4406

72

（株）菓匠 清月堂

草津町大字草津25-1

0279-88-2166

73

（有）丸源清月堂

東吾妻町大字原町203-9

0279-68-2933

124 花豆塩あま納豆

74

（有）大丸

東吾妻町大字原町1371-8

0279-68-2653

125 仙ノ倉万太郎

75

（有）丸須製菓

みなかみ町湯原1680-4

0278-72-3591

126 バームクーヘン「ギフトボックス ２段」

76

（株）TOPグループ

みなかみ町大穴815-3

0278-25-3887

127 水上銘菓生大福

77

（株）竹内商事

みなかみ町湯桧曽77

0278-72-3530

107 本宿どうなつ（あずき餡、白餡）
108 ぐんま銘菓 群馬の花
109 ゆず最中 万葉の峰
110 伝統菓子 上州絹

115 キャベツのシフォンケーキ
116 ルバーブジャム
117 キャベツパン
118 花いんげん甘納豆
119 花いんげん最中
120 花いんげん羊かん
121 ふきの砂糖漬け
122 花まめ甘露煮
123 高原花まめ甘納豆

(4)

２ 食料品（漬物、うどん、こんにゃく等）
認定
番号

商

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

128 干し小梅
78

（株）コマックス

前橋市五代町790-1

027-260-3051

2

（株）ミドリ舎

前橋市鳥羽町820-12

027-253-0553

79

（株）みまつ食品

前橋市上大島町2-1

027-261-2534

136 麦豚ソースカツ弁当とんとんちゃん

12

（株）レストランスワン

前橋市大渡町1-20-11

027-255-2460

137 上州御用 鳥めし

80

（株）登利平

前橋市公田町667-2

027-265-1137

81

（有）八重垣

前橋市問屋町2-13-14産業ビル1階

027-252-4186

82

牛や清

前橋市岩神町4-9-15

027-233-1519

83

富士見農産物加工組合

前橋市富士見町小暮104

027-288-7919

84

合資会社SUNAGA

前橋市石倉町2-4-1

027-251-8311

85

相模屋食料(株)

前橋市鳥取町123

027-269-2345

86

(株)サンテクノ

前橋市新前橋町25-13

0274-82-2521

87

（株）キノコ・輪大

高崎市倉賀野町4230

027-346-6159

88

（株）樽沢

高崎市宮沢町1783-1

027-374-3363

89

（株）哲學

高崎市筑縄町4-10

027-364-3600

90

（有）HAPPY ISLAND

高崎市緑町1-28-2

027-362-8887

91

（有）魚仲

高崎市九蔵町17

027-322-2428

129 田舎梅、田舎梅（しそ味）
130 白加賀梅
131 群馬県産乾椎茸贈答セット
132 群馬県産乾椎茸乾舞茸贈答セット
133 ジャンボ餃子（チルド・冷凍）
134 上州むぎぶた餃子
135 上州麦豚生餃子

138 「うなぎ」と「和豚もちぶた」のコラボ弁当
139 元祖和豚もちぶた弁当
140 特上和豚もちぶた弁当
141 牛や清のぐんまちゃん弁当
142 上州黒毛和牛のすきやき丼弁当
143 上州黒毛和牛の牛丼弁当
144 おなめ
145 赤鳥居味噌
146 とんとんお重
147 とんとんかつ重
148 鶏レモンお重
149 赤城揚げ
150 谷川もめん
151 谷川きぬ
152 蒟蒻入りうどん
153 美・健くわ汁
154 天日乾燥粉100％手造り蒟蒻
155 びっくり舞茸炊き込みごはんの素
156 ひもかわうどん
157 ぐんまちゃん上州おっきりこみ
158 上州おっきりこみ
159 ぐんまちゃんブレンド珈琲
160 チーズインハンバーグ
161 ビーフシチュー
162 上州粕漬「好漬」

(5)

認定
番号

商

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

163 だるま弁当
92

高崎弁当（株）

高崎市倉賀野町41

027-346-2571

93

牧野酒造（株）

高崎市倉渕町権田2625-1

027-378-2011

94

みどり園茶舗

高崎市箕郷町西明屋114-5

027-371-5667

172 新しょうが漬

95

やまだや

高崎市乗附町2321

027-327-6261

173 パリの朝市・生ドレッシング

96

フランス料理 パリの朝市

高崎市岩鼻町241-10

027-347-4765

174 手作り七味唐辛子

97

(株)ファーストプランニング

高崎市新田町5-14

027-333-4406

175 いきいき桑茶

98

(株)ぐんま桑研

高崎市上大類町1188

027-381-5983

176 オリジナルブレンドの七味とうがらし厳選香味「極み」

99

境野とうがらし本舗

高崎市新町2723-2

090-4600-3780

100

合同会社 くらぶち本舗 道の駅
くらぶち小栗の里

高崎市倉渕町権田950

027-384-8282

164 鶏めし弁当
165 上州舞茸弁当
166 日本酒（榛名山、手造り大盃、大盃にごり原酒）
167 大盃梅酒
168 本格米焼酎 竹の子
169 おとみの姫茶
170 のむべ安兵衛のくき茶（特上くき茶、最上くき茶）
171 七重の天翠

177 みそだれ
178 みょうがのつくだに
179 くらぶちみそ
180 高崎うどん（乾麺・半生麺）

101 高崎市農業協同組合

高崎市新保町1482

027-352-5288

181 すいとん

28

高崎市萩原町424-6

027-353-5001

102 深澤重雄

桐生市黒保根町宿廻579

0277-96-3166

103 (有)若宮

桐生市東5-4-27

0277-47-6727

104 (株)ことぶき 桐生きのこ園

桐生市浜松町2-6-23

0277-46-3089

105 （株）ミトミ

伊勢崎市富塚町2376

0270-32-2092

106 佐波伊勢崎農業協同組合

伊勢崎市連取町3096-1

0270-20-1229

伊勢崎市八木町5361-1

0270-30-1568

太田市寺井町896-1

0276-37-4755

（株）ミトモ

182 純粋巣はちみつ
183 赤城山麓純粋はちみつ
184 天然日本蜜蜂（百花蜜）
185 桐生川源流水桐生
186 乾しいたけ（菌床）
187 乾きくらげ（菌床）
188 絹すがた
189 桑うどん
190 絣の郷うどん
191 赤城おろし 風神 生貯蔵酒
192 トマトケチャップ
193 ハーブ豚ロース味噌漬
（波の舞：銀だら、真鯛、キングサーモン、きんき、真いか、帆立貝柱、たらこ、いくら
107 中里海産(株) こころ屋
194 甘糀粕漬
醤油漬、車海老）

195 彩饗漬
196 おきりこみ生麺（カレー、正油、だし正油、合わせ味噌、赤味噌）
197 ひもかわ生麺

108 （株）新田乃庄

198 絹雪生麺（うどん、そうめん、ほうとう）

(6)

認定
番号

商

品

名

199 三日とろろ

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

109 三和食品(株)

太田市清原町1-7

0276-37-8055

110 （合）トモエ

沼田市戸鹿野町267

0278-22-2432

203 蜂蜜（アカシア、そば、キハダ、くり、百花、れんげ、りんご、とち）

111 （株）坂井養蜂場

沼田市高橋場町1885-10

0278-24-4134

204 はちみつ

112 （株）中村養蜂園

沼田市白沢町生枝366

0278-53-2238

205 蜂蜜

113 （有）小林養蜂園

沼田市利根町大原1141

0278-56-3382

114 井上食堂

沼田市利根町平川1411-1

0278-56-2663

115 大利根酒造（有）

沼田市白沢町高平1306-2

0278-53-2334

116 奥利根自然菜園（株）

沼田市下川田町5488-1

0278-24-8785

117 小野養蜂場（有）

沼田市高橋場町2134-2

0278-22-3453

118 沼田きのこ園

沼田市上発知町1804-1

0278-23-9663

119 はちみつ くわばら

沼田市利根町高戸谷116

0278-56-2255

(株)原田農園

沼田市横塚町1294

0278-22-3991

120 （株）川島長平商店

館林市仲町13-25

0276-72-2711

121 （株）館林うどん

館林市本町3-8-1

0276-74-0145

122 （株）花山うどん

館林市本町2-3-48

0276-74-0178

123 清水屋酒造(有)

館林市台宿町3-10

0276-74-0269

124 大洋食品工業(株)

館林市苗木町2618-6

0276-72-2551

125 （有）本舗丹次亭

渋川市伊香保町水沢192

0279-72-3739

200 一夜干し（あぶり鮎、やまめ、鮎、子持ち鮎）
201 甘露煮（鮎、花豆、子持ちあゆ、小鮎、虹ます）
202 昆布巻

206 群馬名物 まいたけ弁当
207 群馬名物 鳥まいたけ弁当
208 上州めし
209 奥利根紀行
210 純米吟醸 花一匁
211 純米酒 左大臣
212 茶まめ 清七味噌
213 さくら味噌
214 給食味噌
215

はちみつ（アカシヤ、朝一番搾りアカシヤ、さくら、りんご、れんげ、
トチ、尾瀬 百花）

216 ブルーベリー・アロニアジャム
217 ハナビラタケ粉末
218 まぜごはんの素
219 はちみつ
220 里だより林檎じゅうす

43

221 うなぎのそぼろ
222 うなぎの兜煮
223 うなぎの甘露煮
224 館林うどん玉練詰合
225 上州小町
226 味の本陣 詰合
227 花山うどん
228 ＳＡＫＡＥＭＡＳＵ純米酒（2010～2014）
229 ＳＡＫＡＥＭＡＳＵ純米吟醸（2010～2014）
230 ＳＡＫＡＥＭＡＳＵ純米大吟醸
231 しそ梅酢玉ねぎ
232 上州白加賀梅干
233 黒酢玉ねぎ
234 水沢うどん

(7)

認定
番号

商

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

235 水沢うどん
渋川市伊香保町水沢48-4

0279-72-3038

126 子持産業振興（株）

渋川市白井2318-1

0279-60-6600

127 子持食品(株)

渋川市白井968-1

0279-23-3659

128 根岸物産（株）

藤岡市藤岡879

0274-22-0134

243 熟成黒にんにく

129 ドーゼン(株)

藤岡市西平井212

0274-23-5471

244 七味唐がらし

130 （有）吉田七味店

富岡市富岡1071-5

0274-62-4088

56

富岡市南蛇井152

0274-70-5005

131 白石農園

富岡市相野田446

0274-62-3478

132 妙旬

富岡市妙義町上高田856

0274-73-3568

133 (有)シーフッドケイ

富岡市富岡1370-8

0274-62-2350

134 関東養蜂園

安中市郷原2345

027-385-7650

135 下仁田ミート（株）

安中市鷺宮3624

027-382-2521

260 ３P納豆withぐんまちゃん

136 （有）加豆フーズ

みどり市笠懸町阿左美1940

0277-76-3172

261 上州田舎のすいとん

137 （有）小林米穀店

みどり市大間々町大間々879

0277-72-1498

262 もつ煮込み

138 上州もつしげ

みどり市笠懸町鹿4122-2

0277-76-6116

263 上州地粉

139 星野物産（株）

みどり市大間々町大間々2458-2

0277-73-3333

140 群馬葡萄酒（株）

榛東村山子田1972-4

0279-54-1066

267 梅肉エキス

141 樋口食品

榛東村山子田2158

0279-54-7311

268 上州極そば

142 (有)伊藤製麺

吉岡町大字大久保2097-6

0279-54-2706

64

吉岡町大字上野田3362-4

0279-54-8505

49

（有）牧商事

236 水沢とうふ あわ雪
237 じゃがいも焼酎 こもちんち（20度・25度）
238 ちんげん菜 こうじ漬け
239 生いもこんにゃく
240 今助 古式継家 生うどん
241 麦挽屋 今助 生そば
242 麦挽屋 今助 半生うどん（ふじ娘、地粉魂）

245 絹糸こんにゃく（群馬県産刻み梅入り鰹風味たれ付き）
246

（株）アイエー・フーズ

冷やし串さしみこんにゃく（群馬県産桑の葉パウダー配合 木の芽みそ山椒風味
付き）

247 かあちゃんの手づくりこんにゃく
248 手づくり愛の多味噌
249 特別栽培手づくりこんにゃく
250 下仁田ねぎの生ドレッシング、下仁田ねぎの生ドレッシング（辛口）
251

妙義のうめ熟 ノンオイル、妙義のうめ熟 手作り（梅干）、妙義のうめ熟 南高梅
（梅干）

252 和風ドレッシング生姜のほほえみ
253 上州麦豚ロース麦味噌漬
254 上州麦豚味楽シューマイ
255 王様のハンバーグ ２種
256 アカシヤ蜜
257 峠の蜂蜜
258 しもにた肉焼売
259 下仁田ポーク ロース肉もろみ味噌漬け

264 しんとうワイン・レッド
265 榛東ワイン秋味 特別限定
266 梅ワイン

269 水沢坊うどん
(有)庵古堂

270 おっきり込みうどん

(8)

認定
番号

商

品

名

271 味噌

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

143 みかぼ味噌店

神流町麻生85

0274-57-3428

144 （株）神戸万吉商店

下仁田町大字川井67-1

0274-82-2301

145 （株）まるへい

下仁田町大字下仁田334

0274-82-5888

67

下仁田町大字川井111

0274-82-3115

272 桑の葉茶（生茶、焙煎、抹茶、生茶：ティーバッグ、焙煎：ティーバッグ）
273 有機桑の葉茶（生茶、焙煎、抹茶）
274 てのしこんにゃく（白、のり）
275 こんにゃく煮っころがし
（株）ヤマキ

276 小結びしらたき
277 天然醸造麦みそ（こし・つぶ）

146 田村方雄商店

南牧村大字小沢1320

0274-87-2430

278 岩魚一夜干し

147 （有）豊島屋

中之条町四万3887

0279-64-2134

70

長野原町北軽井沢字地蔵堂1990-4053

0279-84-6295

148 きゃべつの丘工房

嬬恋村大字大笹2191-53

0279-82-1620

283 上州霜降りそば

149 そば屋 たか柳

高山村大字中山3461

0279-63-3653

284 みゆき寿しの尾瀬びる漬

150 みゆき寿し

片品村大字鎌田3996

0278-58-3751

151 川場村農産加工（株）

川場村大字谷地2537

0278-50-1172

152 永井酒造(株)

川場村門前713

0278-52-2311

153 （株）竹内商事

みなかみ町湯桧曽77

0278-72-3530

154 石坂農園

みなかみ町小川2000

0278-72-5691

155 （株）あぶらや

板倉町内蔵新田126-4

0276-82-0699

279 花粉の季節に飲むティー
大自然生活館(株)

280 サラダソルト
281 食べる嬬恋ドレッシング
282 嬬恋ピクルス（キャベツ、大根、ごぼう、にんじん、パプリカ他季節の野菜）

285 ジャム（いちご、トマト、ブルーベリー、りんご、ルバーブ、梅）
286

ジュース（りんご、りんごすりおろし、りんご人参、ブルーベリー、人参、トマト、梅、
しそ、飲むりんご酢、飲むブルーベリー酢、飲むトマト酢）

287 押し寿司
288 MIZUBASHO PURE
289 尾瀬の酒 水芭蕉
290 源水仕込 谷川岳
291 谷川のもつ煮
292 下仁田ポークのもつ煮
293 乾燥芋
294 昔ながらのおなめ
295 分福茶釜めし
296 雷電いなり

(9)

３ 民工芸品（木竹製品、繊維製品等）
認定
番号

商

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

297 角箸
156 （株）箸久

前橋市大友町3-2-2

027-289-6411

157 （有）中村染工場

高崎市常盤町40

027-322-5202

158 工房あい

高崎市八千代町1-10-21

027-323-6775

159 織元 毒武織物

桐生市広沢町5-1793

0277-54-5137

160 丸中（株）

桐生市元宿町3-20

0277-46-3415

161 (株)イイヤマ

桐生市仲町1-9-20

0277-44-5601

162 意匠 荻野

桐生市境野町4-856-1

0277-44-7836

163 メモリーハート

桐生市相生町1-264-1

0277-54-8876

1646 (株)アート

桐生市相生町2-620

0277-54-5178

165 平達織物

伊勢崎市除ヶ町182

080-5389-9099

166 (有)シャルマン

伊勢崎市境下武士2255-4

0270-70-1558

167 ひょうたんアートクラブ

伊勢崎市波志江町229-2

090-7803-6752

168 （株）うきもく

沼田市東倉内町572

0278-23-6452

169 沼田こけし工芸（沼桑細工）

沼田市清水町4280

0278-22-5030

326 沼田桐下駄

170 丸山下駄製造所

沼田市鍛冶町978

0278-23-1728

327 すずしょうぎ

171 小林良雄

沼田市利根町根利928

0278-54-8827

328 天使の羽衣 天使のスカーフ

172 親和(有)

みどり市大間々町塩原1585

0277-72-2407

329 ぐんまちゃんこけし

173 (株)卯三郎こけし

榛東村長岡1591

0279-54-6766

298 削り箸
299 八角箸
300 注染手ぬぐい
301 絵てがみ屏風
302 和紙のはがき掛け（一枚掛、三枚掛）
303 草木の恵み 手染桐生織シルクストール
304 ふんわりバッグ
305 ボトルクーラー
306 シルクワンピース
307 二重織塩縮ストール
308 ネクタイ
309 紋紙タペストリー
310 糸巻行灯
311 シルクアームカバー
312 命名録
313 絹でつくったクリーム
314 絹でつくった石けん
315 額装
316 のれん
317 掛け軸
318 まゆ美水保湿ローション
319 宝舟ひょうたん
320 ＪＡＰＡＮダルマひょうたん
321 一輪差し花器
322 花台
323 六角プランター
324 桑の木茶筒（大）
325 桑の木湯呑み（木地仕上げ）

（10）

認定
番号

商

品

名

業者
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

330 長柄箒
174 群馬県座敷箒組合

川場村大字生品2028-1

0278-52-2771

175 田口 市太郎

川場村大字天神730-3

0278-52-2763

335 里子こけし

176 さとこの工房

みなかみ町須川841-4

0278-20-6030

336 カスタネット

177 カスタネット工房

みなかみ町布施1600

0278-64-0338

337 絹髪美 富岡シルクシャンプー

178 Ｄ．Ｃｒｅｗ．Ｏｎｌｙ １創作委員会

富岡市七日市262-8
（アップビート美容室富岡店内）

0274-62-8880

331 半柄箒
332 竹細工 ざる
333 竹細工 うどん揚げ
334 竹細工 一輪ざし

（11）

群馬県優良県産品推奨要綱
（目 的）
第１条 本要綱は、優良な県産品を推奨することにより、県産品の普及と品質の向上を
促進し、県民生活の向上と産業の振興に寄与することを目的として行う、群馬県
優良県産品推奨制度について定める。
（推奨対象品）
第２条 優良県産品としての推奨の対象となる製品は、一般消費者に販売される加工食
品、民・工芸品及びその他雑貨製品であって、次の各号に該当するものでなけれ
ばならない。
（１）県内で生産又は主たる加工がなされたものであること。
（２）継続して生産することができる製品であること。
（３）優良県産品として推奨を受けるために特別に調整したものでないこと。
２ 推奨対象品は、上記に該当する加工食品、民・工芸品及びその他雑貨製品である
が、次の各号に該当するものを除く。
（１）未加工の農・水・畜産物。
（２）木材及び樹木、草木、種苗。
（３）住宅・建築資材の一部。
（４）薬品及び医療用具。
（５）工業用機械及び部品に類するもの。
（６）その他、県産品としてふさわしくないもの。
３ この要綱において「推奨証紙」とは、優良県産品であることを証するために、推
奨品に貼付する証票（別記様式）をいう。
（申請資格）
第３条 優良県産品の推奨を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各
号に該当するものでなければならない。
（１）県内に事業の本拠を有する製造業者及び商品の企画等を指示し製造を委託して
いる県内の販売業者
（２）製造又は販売について、法令の定めるところにより許可等を必要とする場合は、
当該許可等を受けた者であること。
（申請）
第４条 申請者は、群馬県優良県産品推奨申請書（別記様式第１号。以下「申請書」と
いう。）及びこれに掲げる関係書類を添付のうえ、所在市町村を経由して知事に
提出しなければならない。
２ 市町村長は、前項の申請書の経由があったときは次の各号に留意するものとする。
（１）申請に必要な関係書類が添付されていること。
（２）申請のため、特別に調整された商品でないこと。
（３）他の特許登録と同一又はその模造品と認められる商品でないこと。
（推奨基準）
第５条 優良県産品の推奨基準は、次のとおりとする。
（１）優良県産品としてふさわしいものであること。
（２）食品表示法、計量法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の関係法
令に違反しないものであること。
（３）品質、価格、意匠、包装及び生産量等が適正であること。
(12)

（推奨品の審査）
第６条 優良県産品の審査は、別に定める規定により群馬県優良県産品推奨審査会（以
下「審査会」という。）が行う。
２ 審査会は、隔年ごとに開催する。ただし、特別の事情があるときは随時開催する
ことができる。
（推奨の決定）
第７条 知事は、第４条の規定により申請のあった県産品について、前条の審査の結果
に基づき、優良県産品として推奨することを決定する。
２ 知事は、前項の規定に基づき決定したときは、推奨状を交付する。
（推奨期間）
第８条 優良県産品の推奨期間は、第７条に基づき推奨された日から原則として２年間
とする。ただし、第13条の規定により推奨を取り消された場合には、取り消され
た日からその効力は消滅する。
（推奨証紙の表示等）
第９条 優良県産品の推奨状の交付を受けた者（以下「推奨者」という。）は、第７条
の推奨の決定を受けた優良県産品又はその容器、包装等に推奨有効期間中、推奨
証紙を貼付し表示することができる。
２ 推奨証紙は、県の承認を受けずに、作成及び印刷をしてはならない。
３ 本条に規定する推奨証紙にかかる手続については、公益財団法人群馬県観光物産
国際協会が行う。
（推奨証紙図案使用の取扱い）
第10条 前条第１項の規定に係わらず、次の各号に定める場合には、事前に群馬県優良
県産品推奨証紙図案使用申請書（別記様式第４号）により、知事の承認を受け、
推奨証紙の図案を直接当該優良県産品又はその容器、包装等に表示できる。
（１）性質上推奨品に推奨証紙を貼付することが困難な場合
（２）その他県が特別に認めた場合
２ 知事は、図案使用を承認するときは、群馬県優良県産品推奨証紙図案使用承認通
知書（別記様式５号）により申請者に通知するものとする。
３ 推奨証紙の図案の表示を変更しようとするときは、申請手続に準じて、再度、承
認を受けなければならない。
４ 包装部分（推奨証紙図案印刷可能部分のみでなく、包装紙全体）の面積により、
下記のとおり推奨証紙図案のサイズを変更できるものとする。
（１）包装部分の面積が１５０ｃ㎡以下の場合、推奨証紙図案のサイズを縦・横（同
サイズ：正方形）１ｃｍまで縮小できる。
５ 本条に規定する推奨証紙図案の使用にかかる手続については、公益財団法人群馬
県観光物産国際協会が行う。
（推奨の変更等の届出）
第11条 推奨者は、第４条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、
群馬県優良県産品推奨内容等変更届出書（別記様式２号様式）により知事に届け
出なければならない。
２ 優良県産品の製造、販売を中止・廃止する場合は、群馬県優良県産品推奨中止・
廃止届出書（別記３号様式）により、知事に届け出なければならない。
（調査）
第12条 知事は、推奨した優良県産品について、必要を認める場合は調査を行うことが
(13)

できる。
（推奨の取消）
第13条 知事は、推奨した優良県産品が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、
その推奨を取り消すことができる。
（１）優良県産品の仕様等を変更したことにより、同一性が認められなくなったとき。
（２）優良県産品の信用を著しく害する行為があったとき。
（３）推奨証紙を不正に使用したとき。
（４）虚偽又は不正な手段で推奨を受けた場合。
（５）要綱及び関係法令に違反した場合
２ 前項２号から５号の事由により取り消された場合には、その取消の日から２年間
を経過しなければ新たに推奨を受けることができない。
３ 第１項の規定により推奨を取り消された者は、第９条に規定する推奨証紙の表示
を直ちに中止するとともに、第７条第２項に規定する推奨状を知事に返還しなけれ
ばならない。
（その他）
第14条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関しての必要な事項は、別に定め
る実施細目による。
附 則
この要綱は、昭和３６年度に係るものから施行する。
附 則
この要綱は、平成３年１２月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成１３年７月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成１３年９月１日から施行する。
（第３条第３項、第４条第３項、第７条第４項関係）
附 則
この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。
（第２条第３項関係）
附 則
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。
（第２条第３項、第３条第１項、第３項、第４条第３項、第７条第３項、
第８条関係）
附 則
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
（第７条第１項、第８条第１項、第９条第１項、第２項）
附 則
この要綱は、平成２２年３月１日から施行する。
（第８条第４項関係）
附 則
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
（第２条、第３条、第４条、第５条、第６条、第７条、第８条、第９条、第１０条、
第１１条、第１２条、第１３条関係）
附 則
この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。
（第９条、第１０条）
附 則
この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。
（第５条、第９条、第１０条）
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