
主催 :しぶかわ商工会 /共催 :子持産業振興株式会社 /後援：渋川市、（一社）渋川伊香保温泉観光協会
お問合せ : しぶかわ商工会　 TEL.0279-23-8845　平成 30年度伴走型小規模事業者支援推進事業

平成 30 年11月10日（土）～11日（日）
平成 30 年12月1日（土）～2日（日）
道の駅こもち イベント広場特設会場

住所：渋川市白井 2318-1 電話：0279-60-6600（代表）

9:00～
　16:00
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工会地域
の特産品等を取り揃

えました。ぜひお買物へお越しください。

イベント期間中、
　ブースでのお買い上げ及びｱﾝｹｰﾄ調査にご協力いただいた方、
　　各日先着 100 名様にご当地の特産品等をプレゼント！
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♪許諾番号30-100638号
群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」
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しぶかわブランド強化プロジェクト！



１１月１０日（土）、１１日（日）出展事業者　　　　　  １２月１日（土）、２日（日）出展事業者

（赤城・伊香保・小野上・子持・北橘）

 　　   〒379-1103 渋川市赤城町津久田 642　 　　　
　　  TEL.070-7462-3179   FAX.0279-25-8460        HP    http://lokkayama.com/

〒377-0203

群馬県渋川市吹屋 384 

TEL.0279-23-8845　

FAX.0279-23-8841

http://shibu-s.org/

商工会スローガン　「商工会は行きます　聞きます　提案します」

 問 　六箇山工房（ロッカヤマコウボウ）

しぶかわ商工会

地域の恵みを活用した各事業者の商品を是非
ご賞味＆お買い求めください！

　　  〒379-1104 渋川市赤城町敷島 701
　　  TEL. 0279-26-9360　HP 　http://www.morinoka.com/  

　　   〒379-1104 渋川市赤城町敷島 451-5
　　　TEL. & FAX.0279-56-2801

　　 〒377-0102 渋川市伊香保町伊香保乙７８
　　 TEL.070-5026-8438

　　  〒377-0204 渋川市白井 990-1
　　  TEL.0279-23-3659   FAX.0279-24-8078

 問 　子持食品 株式会社 

　HP 　http://www.komochishokuhin.com/

　　 〒379-1103 渋川市赤城町津久田 172-2
　　 TEL. &  FAX.0279-56-8130

 問   焼肉 金山亭

　　〒377-0204 渋川市白井 2318-1
　　TEL.0279-60-6600
　HP   http://komochi.com/

 問  子持産業振興 株式会社 道の駅こもち

 　　  〒377-0203 渋川市吹屋乙 82
　　   TEL. &  FAX.0279-23-6782
    fb 　 https://www.facebook.com/kuwanoya/

 問 　創業大正４年 桑野屋 問 

     生芋こんにゃく
　地元のこんにゃくを使い、ていねいに手間をか
けて作りこんだ究極のこんにゃく。煮物、さしみ、
どんなシーンでも最高のおいしさ。
 商 　 生芋こんにゃく、さしみこんにゃく
 　　  味付けこんにゃく、冷やしこんにゃく麺

おいしい手づくり生芋こんにゃく地元産

     赤城田舎饅頭
　大正時代から続く郷土菓子『赤城田舎饅頭』
は、ふっくら、しっとり、少しもちもち。
なつかしい炭酸の香り。食べやすい、つぶしあん。
そんな渋川の逸品です。

 商 　 赤城田舎饅頭、ホワイト饅頭

     石段街のわっふる屋さん
　毎日毎日真心こめて丁寧に焼いた「わっふる」
です。陽気なオッチャンが営むワッフル屋で、抜
群に美味しい「わっふる」はすべて手作りで仕上
げました。
 商 　ひとくちわっふる 、わっふるキャン　　　
　　  ディー、わっふるアソート（5個入り）

創業 100 年の饅頭屋 伊香保の石段街で販売しています！

     ホルモン焼・上州雷キムチ
　ホルモン焼・自家製のたれで味付けした、と
てもやわらかいホルモンです。キムチ・県内産白
菜をつかい手作りで仕上げました。

 商 　ホルモン焼き
　　  上州雷キムチ

おいしくて、安全、安心な自慢の味

創業より百年続く伝統の味とおもてなし

100年後の毎日を、自然の香りで豊かにする

    六箇山工房の冬じたく
　赤城に工房を今年 4月にオープンしてから、
初めて迎える新年のために、「手づくりガラス
の鏡もち」を創りました。　お気に入りのお祝
いアイテムで冬の支度のお手伝いです。

 商 　ガラス　鏡餅
 　 　ガラス　クリスマスオーナメント

場と事と物を楽しむガラス工房・帽子工房

赤城牛をたっぷり使った、ご飯に良く合う逸品     群馬銘柄　赤城牛 100％使用
　　 のっけごはん
　群馬県産「赤城牛」と「こんにゃく」を使用し、
しょうゆベースで仕上げました。あつあつのご飯
にのせてお召し上がりください。道の駅こもちと
鳥山畜産がコラボした商品です。

 商 　のっけごはん

     森の香る
　       ハーブティー&ピクルス
　赤城の森の大自然を、ハーブの香りにぎゅ～っと濃縮しました。
　自社生産の自然栽培ハーブだけを使った、あと味スッキリのハーブ
ティで冬の団欒を豊かにしませんか。 

 商　 ブレンドハーブティー 、乾燥ハーブティー
　　  ピクルス、ハーブ粉末

 問 　荒井商店  問   伊香保石段街のわっふる屋さん

 問 　子持山ブルーベリー園
　　 〒377-0202 渋川市中郷 2865-10　　　　　　　　   
　　 TEL.0279-53-2052　FAX.0279-53-4107   HP 　 http://www.komochiyama-bbf.sakura.ne.jp/

     ブルーベリー園の
      手づくりジャム&ソース
　当園で栽培したブルーベリー・ルバーブを使っ
た甘さ控えめのジャムとソースです。「群馬県認
定特別栽培」「しぶせん」認定のブルーベリーを
使用しています。
 商    ブルーベリーソース
　　 ブルーベリージャム、ルバーブジャム

*** 子持山のめぐみ ***

 問 　竹内製菓
 　　 〒377-0102 渋川市伊香保町伊香保 372-10
　　  TEL.0279-72-2548 

    竹内製菓の田舎まんじゅう
　昔なつかしい薄皮つぶあんの田舎まんじゅう
です。すべて自家製！手作りにこだわり、皮も
あんも “ほっ” とやさしい味がします。皮のやぶ
れはご愛嬌。ぜひ一度ご賞味ください。

 商 　田舎まんじゅう

知る人ぞ知る！伊香保の田舎まんじゅう

 問 　有限会社 牧商事 
　　  〒377-0103 渋川市伊香保町水沢 48-4
　　  TEL.0279-72-3038　FAX.0279-72-4834
  HP       http://www.manyotei.com/

     万葉亭「水沢うどん」
　伝統の手法で打ち上げる「水沢うどん」は、
コシの強さとのど越しの良さを生かすため、冷た
いざるうどんにして食べるのがおすすめです。

 商  　水沢うどん 2 人前、4人前
 　 　 湯の花まんじゅう、上州名物揚げうどん

「モンドセレクション最高金賞」連続受賞

 問 　森の香　　    
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     百年続く そば屋のもつ煮
　三代目が試行錯誤し、作り上げた逸品！更に四代目が手を加え、通常
の甘口以外にもピリ辛味・塩味など計三種類。じっくり煮込んだモツ
は臭みなくあっさりと食せます。鍋やうどんお好みの野菜でアレンジ可。

 商 　もつ煮 3人前 （800g ）、七味唐辛子

しぶかわブランド強化プロジェクト！


