
赤城フーズ株式会社
〒379-2153　前橋市上大島町84
TEL▪027-261-2341　FAX▪027-261-0330
http://www.akagi-foods.co.jp

当社は明治26年に群馬県内の漬物屋の先駆けとして創
業しました。120年以上続くの歴史の中で、昭和46年
にカリカリ梅の開発に成功。元祖カリカリ梅の開発メー
カーとして知られています。全国第2位の生産量を誇る
群馬県産梅を中心に、良質な梅原料を使用し、長年の歴

代表者名
代表取締役　松永 恒夫

資本金
2,000万円

アカギフーズカブシキガイシャ

東前橋工場
主な拠点

創業年月
昭和20年9月

（創業明治26年）

業種
食料品製造業
カリカリ梅を中心とした
食品製造業

従業員数
30名

主要取引先
菓子・珍味・食品問屋
業務用品問屋

品質管理
JAS認定工場

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-261-2341

Company Profile

史の中で培った技術をもとに、多種多様な製品を製造し
ております。現在では梅製品にとらわれず、「笑顔をお届
けできる商品」をコンセプトに、製品開発に取り組んでお
ります。

企業 PR

製品情報・得意分野

カリカリ梅の開発メーカーとして多様な
梅製品を製造しております。人気はあま
ずっぱいカリカリ梅「甘梅」。夏場の塩分
補給用「熱中カリカリ梅」は、各メディアで
も紹介されました。国産梅を中心に、お
菓子やおつまみ用の個包装のカリカリ梅
や、惣菜など料理向けの「刻みカリカリ梅」
などの梅製品や、漬物を各種製造してお
ります。近年は梅ゼリーも発売し、新製
品の開発にも日々取り組んでおります。

得意分野

創業明治26年、元祖カリカリ梅の開発メーカーです!Point
PR

得意とする
技術分野等 カリカリ梅の製造

生産品目情報 農産加工品



株式会社エーアンドブイ企画
〒371-0247　前橋市三夜沢町534　
TEL▪027-283-2983　FAX▪027-283-2980
http://www.fukubuta.co.jp/#

当社は、およそ60年前に養豚からはじまりました。当時
から人工授精を試み品種交配を行ってまいりました。そ
うした中で見つかった、「赤身が濃く」「霜降り」「厚い純白
の脂」「硬く締まった」肉を「福豚」と名付けブランド化し
ました。福豚の美味しさを多くの人に知ってもらいたいこ

代表者名
代表取締役　林　智浩

資本金
2,000万円

カブシキガイシャエーアンドブイキカク

本社（とんとん広場）
主な拠点

創業年月
昭和60年2月

業種
食料品製造業
畜産加工販売、精肉卸販
売、飲食店経営

従業員数
25名

主要取引先
高島屋、イトーヨーカ堂、
三井食品、国分

品質管理
群馬県ふるさと認証食品

問い合わせ部署
林牧場　福豚の里　
とんとん広場
TEL.027-283-2983

Company Profile

とから、食肉製品の生産だけでなく、レストランをはじめ
様々な事業を手掛けております。当社では、美味しいだ
けでなく、安心安全な地元食材を活かした体にやさしい
ものづくりを行っております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
真 空 定 量 充
填機 1 VF608型　 ハントマン

カッター 1 MSM764SL MADO

チョッパー 1 MEW619 MADO

ミートスライ
サー 1 NABA0230 なんつね

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ダブルチャン
バー 1 MAT650 ウェボーマチック

スモークハウ
ス 1 1600RET-C ケレス

深絞り包装機 1 R105 MULUTIVAC

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

「素材の福豚の良さを最大限活かし」「可
能な限り添加物を抑え」「ハムに化学調味
料を使用せず」「手作りに必要のない機械
は使わず」「時間と手間を惜しまず」「味に
妥協せず」「手づくりの体にやさしいもの
づくりをする」ことを心がけております。
こだわりの製法にて30を超えるアイテム
を生産しており、国際的なコンテストであ
るIFFAやモンドセレクションで金賞を多
数獲得しています。

得意分野

国際コンクールIFFAやモンドセレクション金賞の「福豚」をご賞味ください！Point
PR

得意とする
技術分野等 食肉加工

生産品目情報 ハム、ベーコン、ウィンナー



有限会社グルメフレッシュ・フーズ
〒379-2152　前橋市下大島町995
TEL▪027-266-0685　FAX▪027-280-8311
http//:www.gf-foods.jnfo

「安心とおいしさをまごころこめて」をミッション&バ
リューに掲げ、お客様の食の安全を守ることに徹し、安心
と感動の美味しさを追及して、豊かな食生活に貢献でき
る商品づくりを目指しています。
当社は、関東、甲信越、東北まで広い販売エリアを誇り、

代表者名
代表取締役　松本　健

資本金
5,000万円

ユウゲンガイシャグルメフレッシュ・フーズ

本社工場
主な拠点

創業年月
平成10年12月

業種
食料品製造業
食肉加工

従業員数
73名

主要取引先
㈱フリーデン、JA 高崎ハ
ム㈱、群馬ミート㈱

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-266-0685

Company Profile

近年では、豊かな食生活に貢献できる新たな製品開発に
積極的に取り組むほか、食の安全に配慮した新工場を稼
動しています。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
真空包装シス
テム 2 FVV-10 ㈱古川製作所

ロータリー包
装機 1 ー ㈱古川製作所

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ミニマルチス
ライサー 2 MK-C1 アサヒ産業

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

「とんとんの街前橋」で前橋産豚・群馬県
産豚・銘柄豚を主とする国産豚を原料と
して、業界でもトップクラスの生産設備と
職人ともいわれる長年の経験と技を持つ
従業員が素材の美味しさを追求した「もつ
煮込み」・「ホルモン焼き」を多種多様な
素材と味によりご提供しております。

得意分野

安心とおいしさをまごころこめて…Point
PR

得意とする
技術分野等 美味しさを追求した技

生産品目情報 もつ煮込み　　ホルモン焼き



群馬食品工業株式会社
〒371-0224　前橋市河原浜町660-1
TEL▪027-283-3023　FAX▪027-283-7055

当社は、昭和28年に創業し、長期にわたり地域に密着し
た食品製造業を営んでおります。主要製品は県内や近県
の国産野菜乾燥品（ねぎ、ごぼう、ほうれんそう）及び輸
入乾燥野菜です。国産生野菜から熱風乾燥野菜を生産
いたします。お客様の要望に合わせ、フレーク状の乾燥

代表者名
代表取締役　田島　潤一

資本金
4,000万円

グンマショクヒンコウギョウカブシキガイシャ

本社工場
主な拠点

創業年月
昭和28年8月14日

業種
食料品製造業
国産各種乾燥野菜の
製造・加工

従業員数
10名

主要取引先
理研化学商事㈱、㈲さた
き、長岡香料㈱、ヤスマ
㈱、㈱ジャパンスパイス

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-283-3023

Company Profile

野菜から、チップ、粒状、パウダーなど様々な加工を行い
ます。食品の乾燥受け賜わります。ご相談ください。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

平型熱風乾燥機 5 3型　乾燥箱4.8㎡ ワコー

フードスライサー 1 ECD-201型、輪切り、ささがきカット エムラ

野菜洗浄機 1 200kg/h エムラ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

根菜洗浄機 1 15-B、1回50kg 高橋水機

パワーミル 1 P-7、4・8・16・20メッシュパス ダルトン

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

主に群馬県、埼玉県産のねぎ、ごぼう、ほ
うれんそうをスライサーでカットした物を
平型熱風乾燥機により乾燥野菜に加工
いたします。マグネット、金属探知機、目
視選別により異物を除去した後にフレー
ク状態での出荷の他、製粉機によるパウ
ダー化、パワーミルによるチップ状の製品
も製造可能です。

得意分野

国産生野菜から熱風乾燥野菜を生産いたしますPoint
PR

得意とする
技術分野等 熱風乾燥野菜製造

生産品目情報 国産野菜乾燥品及び輸入乾燥野菜



群馬ミート株式会社
〒371-0012　前橋市東片貝町415-2
TEL▪027-261-1129　FAX▪027-261-1010
http://www.gunma-meat.com

当社は、とんとんの街前橋にて今年で53年目を迎える食
肉加工販売会社です。群馬県産の豚肉製品を主力商品
とし様々なお肉を取り扱っております。そのほかトンカツ
等冷凍食品を外食産業向けに製造しております。近年は
ハーブ豚を使ったレトルトカレー等もギフト製品として販

代表者名
代表取締役　征矢野　茂

資本金
9,900万円

グンマミートカブシキガイシャ

本社工場
SSミートセンター
営業部

主な拠点

創業年月
昭和40年7月10日

業種
食料品製造業
食肉製品加工販売

従業員数
156名

主要取引先
国 内 大 手ハ ムソーメー
カー、ファミリーレストラ
ン、関東圏スーパー

品質管理
群馬県自主衛生管理認証

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-261-4129

Company Profile

売しております。昨年より海外の技能実習生の受け入れ
を開始し、技能の国際協力にも貢献していきたいと思っ
ております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
インテリジェントポー
ショニングマシン 1 IPM3-X300 Marel 社（アイスラン

ド）

スキンナー 3 EVM437、ESB4434、
ESB4434/TJ MAJA社

パーフェクトオー
トブレッダー 1 PB-3600FSA マイコック産業

チョップカッター 3 WFC-V360A ワタナベフーマック

金属検出機 SD3 10 SD3 アンリツインフィビス

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
真空包装機ムル
チバックC-500 4 C-500 東京食品機械

AEW 高速バンドソー 5 AEW-400 AEW 社

自動計量包装値付機
WM-AIAS2 1 WM-AIAS2 イシダ

Ⅹ線検査機
KXS7534AWCLE 3 KXS7534AWCLE アンリツインフィビス

スーパーイン
ジェクター 1 SP500-2H ヒガシモトキカイ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

群馬県産の銘柄豚を中心に、牛肉、鶏肉、
内臓肉等の精肉やトンカツ、ポーション
ミートなど冷凍食品、ぐんま麦豚ロース漬
け、ハーブ豚カレーなどのギフト用製品を
販売しております。特に銘柄豚は多品種
をとり揃えており、首都圏のイタリアンレ
ストランでも採用して頂いております。

得意分野

銘柄豚を多品種とり揃えております。ホテル・レストラン・病院・
学校・社員食堂など、安心で信頼のある食品をお届けします。Point

PR

得意とする
技術分野等 精肉加工、調味肉加工

生産品目情報 豚規格肉、衣付け商品



株式会社群麺センター
〒379-2133　前橋市中内町225番地
TEL▪027-266-7611　FAX▪027-266-7515

当社は麺業界大手である、シマダヤ株式会社の完全子会
社です。
創業50年を迎え、関東の生産拠点として全国の皆様へ

“おいしい笑顔 ”をお届けしています。シマダヤの商品は
安全・安心に定評があり、更に健康・簡便・個食の機能

代表者名
代表取締役社長　
高橋　仁志

資本金
9,000万円

カブシキガイシャグンメンセンター

本社
主な拠点

創業年月
昭和63年10月

業種
食料品製造業
麺類製造

従業員数
130名

主要取引先
国内マーケット全般

品質管理
FSSC22000 ISO14001 
認証取得

問い合わせ部署
総務部
TEL.027-266-7611

Company Profile 　

も付け加え、体に優しく、簡単に調理出来、1人でも食べ
られる商品を充実させています。
私たちは自然の恵みを麺に込め、全てのお客様に笑顔を
お届け出来る、そんな会社を目指しております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
茹で4ライン、
冷却装置 4

連続殺菌、冷
却装置 4

ボイラー 4

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

サイロ 13 240t

排水処理施設 1300t/日

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

「安全・安心」を第一に心掛けている当社
は、HACCPをベースに外部認証である食
品マネージメントプログラムFSSC22000
を取得し、製品の品質管理はもちろん、作
業環境、周辺環境にも配慮をしています。
伝統の製法と最新技術を融合し、業界トッ
プレベルの生産設備体制を整えています。

得意分野

おいしい笑顔をお届けします！！Point
PR

生産品目情報 製麺、茹で麺



相模屋食料株式会社
〒371-0131　前橋市鳥取町123
TEL▪027-269-2345　FAX▪027-269-1385
http://www.sagamiya-kk.co.jp

当社は豆腐製造業界のリーディングカンパニーとして、日
本の伝統食品「おとうふ」のおいしさにこだわり続けてき
ました。基本の木綿とうふと絹とうふのおいしさを追求
し続ける一方、既存の概念や業界の常識にとらわれない
商品づくりで、従来にない“もっちり食感 ”の「焼いておい

代表者名
代表取締役社長
鳥越　淳司

資本金
8,000万円

サガミヤショクリョウカブシキガイシャ

第一工場
第二工場
第三工場
芳賀工場
赤城工場（前橋市）

主な拠点

創業年月
昭和26年10月26日

業種
食料品製造業
大豆加工食品（豆腐、油揚
げ、厚揚げ等）製造および
販売

従業員数
630名

主要取引先
国内流通業

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
代表番号
TEL.027-269-2345

Company Profile

しい絹厚揚げ」、人気アニメとのコラボレーションを実現
した「ザクとうふ」、濃厚でクリーミィな味わいの「ナチュ
ラルとうふ」シリーズなど、様々なヒット商品を生み出し
ております。今後も新しい価値観を創造し、おとうふの
世界を広げるよう挑戦を続けます。

企業 PR

製品情報・得意分野

職人の技術を生かした機械設備による完
全自動化の製造システムで、日配品である
豆腐の安定供給を実現しています。おい
しく、安心安全なおとうふを、毎日確実に
お客様にお届けしており、高い評価を得て
おります。また、迅速で柔軟な商品開発
と提案力で、おとうふの新しい価値観を
創造し、他にない魅力ある商品を次々と送
り出しています。

得意分野

豆腐業界のリーディングカンパニーPoint
PR

得意とする
技術分野等 食品製造

生産品目情報 豆腐・大豆加工品（油揚げ・厚揚げ・
豆乳等）



サトウ産業株式会社
〒946-0035　新潟県魚沼市十日町482-3
TEL▪025-792-5811　FAX▪025-792-6666
http://www.satosangyo.jp/

お客様の豊かな食生活と健康を願い、よりよい商品を
衛生的に、更に安全に作ること、「判断の基準はお客様」
を全社員の行動基準にし、製造・販売に携わって参り
ました。新たに前橋市に新拠点を設けることで、お客
様の要望に対してより確実・迅速にお応えできる生産

代表者名
代表取締役社長
佐藤総一郎

資本金
2,200万円

サトウサンギョウカブシキガイシャ

魚沼本社工場
前橋工場（平成29
年着工）

主な拠点

創業年月
昭和39年（1964年）10月

業種
食料品製造業
惣菜製造卸

従業員数
300名

主要取引先
原信、ウオロク、イオンリ
テール、フレッセイ

品質管理
JmHACCP

問い合わせ部署
営業直通
TEL.025-792-5812

Company Profile

体制を構築してまいります。お惣菜、カット野菜のPB
商品開発はお任せください。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ラベル機 11 寺岡精工

スチームコンベクション 3 コンビオーブンSelf Cooking Center フジマック
金属検出器 12 アンリツ
スライサー 2 エムラ
スライサー 1 吉泉産業

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
回転式蒸気釜 4 三浦工業
真空冷却器 3 サムソン、三浦工業
野菜洗浄機 6 細田工業、三浦工業、
他

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

衛生に対して徹底した各種業務マニュア
ル策定から、野菜の検品、質量検査、金
属探知、商品検品だけでなく、専用の検
査室を設置し、専任の担当者を配置して
製品の細菌検査を行うなど、お客様によ
り安全で安心な商品をお届けするために
取り組んでおります。日本惣菜協会より
JmHACCPの認定を受けた、安心・安全
な惣菜製造工場として、様々な食品加工
を展開しています。

得意分野

お惣菜、カット野菜はお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等

洗浄済みカット野菜生産、ライン生産
による惣菜

生産品目情報 サラダ、冷惣菜、惣菜キット



株式会社したら
〒371-0012　前橋市東片貝町411-3　
TEL▪027-261-0655　FAX▪027-261-1446
http://www.tsukemono-shitara.co.jp

創業より「作る心・食べる心」を信条に、より美味しい浅
漬漬物を追求し、食文化の向上に努めて参りました。素
材の持つ本来の味を大切にしたい。そうした想いから、
当社では浅漬けのみを製造しております。国産原料を使
用し、ひとつひとつ丁寧に漬け込むことで、安全で身体に

代表者名
代表取締役　設楽　國男

資本金
1,000万円

カブシキガイシャシタラ

前橋工場（本社）
富士見第一工場
富士見第二工場

主な拠点

創業年月
昭和51年8月2日

業種
食料品製造業
浅漬漬物製造業

従業員数
87名

主要取引先
JA 全農ぐんま

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-261-0655

Company Profile

やさしい食品の開発、販売に力を注いで参りたいと思い
ます。また、環境問題にも積極的に取り組んでおり、健
康や環境に配慮した自然なおいしさが当社の誇りです。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
自動袋詰シー
ル機 7 FF-220N-C 古川製作所

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
竪 型 袋 詰 真
空包装機 2 FVV-8-180NY-R 古川製作所

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

国産野菜原料を使用し、合成保存料を使
用しない浅漬漬物の製造、販売を行って
います。野菜の持つ素材本来の旨みと、
漬け込むことによって生まれる深い味わい
の絶妙なバランスは、浅漬けならではの
ものです。青首大根を使用した糖絞り大
根、県内契約農家で生産された水茄子や
山東菜の漬物など特徴のある製品を製造
しており、野沢菜漬、青首大根製品の生
産量は県内一です。

得意分野

安心・安全なお漬物をお届けしますPoint
PR

得意とする
技術分野等 糖絞り大根

生産品目情報 各種浅漬漬物



株式会社昭和食品
〒371-2153　前橋市上大島町182-42
TEL▪027-261-0264　FAX▪027-261-0311  
http://www.yaki-tori.co.jp/

当社は、昭和47年の会社設立以来、業務用の焼鳥や冷
凍食品、惣菜の製造販売を行ってまいりました。新しい
時代にふさわしい食生活を考え、たくさんの美味しさを
創造しております。素材と製法にこだわりを求めた、心温
まる味をいつも人々の身近に、いつも笑顔の漂う食卓に

代表者名
代表取締役社長
赤石　貴正

資本金
8,000万円

カブシキガイシャショウワショクヒン

本社
東京支店
第一工場
第二工場
東北工場
大阪工場他2工場

主な拠点

創業年月
昭和47年2月

業種
食料品製造業
食肉加工品製造業やきと
り・アメリカンドックなど

従業員数
500名

主要取引先
大手量販店、生協、
外食産業、
コンビニエンスストア

問い合わせ部署
管理部　福島　榮
TEL.027-261-0264

Company Profile

お届けできますように。安心と安全の食文化の伝統を守
りつつ、人々の幸せのため、美味しさと豊かさを求めた新
しい食の創造に挑戦し続けていきます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
フレーカー
ミキサー
コンピュータースケール
サイレントカッター
スチーマー
専用フライヤー
スパイラルフリーザー
深絞り真空包装機

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
オーブン
ボイル釜
スライサー
蒸気式ニーダー
X 線検出器
ダブルヘッド式金属検出機
ウエイトチェッカー
縦型自動ピロ包装機

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

当社の強みは、最新の生産設備と職人技
の融合です。焼鳥の串を刺す作業は機械
ではできません。そこに職人技の冴えが
必要です。「もっと美味しく、もっと豊か
に、もっと楽しく。」をスローガンに、社員
一丸となり、日々取り組んでいます。焼き
鳥の生産量は、1日20万本、月間600万
本と、業界で圧倒的シェアを誇り、加熱加
工品をはじめとする生産量は全国的に突
出しています。

得意分野

焼き鳥と食肉加工製品は当社にお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 食肉の加熱加工品、未加熱加工品

生産品目情報 焼き鳥、各種食肉加工製品



株式会社新進
〒371-0857　前橋市高井町1-6
TEL▪027-253-6547　FAX▪027-253-6549
http://www.shin-shin.co.jp

当社は、1894年の創業で、小麦澱粉、お漬物、調味料な
どを長年にわたり販売し、全国のお客様から親しまれて
きました。近年は、品質向上や衛生管理のシステム構築
にも注力しつつ、さらにチルドポテトの製造販売や、お惣
菜、野菜ペーストなどの事業を拡大して、お客様にご満足

代表者名
代表取締役社長　籠島　正雄

資本金
1億円

カブシキガイシャシンシン

本社（秋葉原）
工場（利根川工場
総社工場
芳賀工場）

主な拠点

創業年月
創業1894年5月24日　
設立1940年12月24日

業種
食料品製造販売業

従業員数
437名（2017年3月末）

主要取引先
イオン㈱、㈱セブン&アイ・ホー
ルディングス、㈱ CGCジャパ
ン、㈱日本アクセス　他

品質管理
ISO14001、ISO9001
認証取得

問い合わせ部署
広報室
TEL.027-254-2287

Company Profile 　

いただける安心・安全な製品づくりに邁進しております。
また、ミャンマーでの野菜加工など、新規事業にも積極
的に取り組んでおり、新進グループ各社では、ホテル業や
飲食業など、幅広い分野に進出しております。

企業 PR

製品情報・得意分野

現在、当社の主力分野である漬物の中で
も福神漬の製造額は国内トップクラスで
す。また、北海道の特産野菜であるジャガ
イモを皮むき加工したチルドポテトや、
野菜を摩り下ろしたミクロペーストなど
は、高品質な食品素材として、外食産業
や食品メーカーなどで広く扱われていま
す。さらに近年では、チューブ入りの大
根おろしが、食卓の新アイテムとして、
大きな評判を呼んでおります。

得意分野

伝統と革新の精神をもとに、お漬物、調味料、お惣菜など、幅広い食品
分野で皆様にご愛用いただける製品づくりに取り組んでおります。Point

PR

得意とする
技術分野等 食品加工

生産品目情報 漬物、惣菜、調味料、野菜ペースト、
澱粉等



有限会社ゼンフーズ
〒371-0841　前橋市石倉町1丁目9-8
TEL▪027-210-7731　FAX▪027-210-7732

当社は全国でも数少ないアメリカンドックの製造からス
タートした会社で、現在は特注の餃子やシュウマイの製造
を多数行っており、ラーメン店、中華専門店の外食用や
学校給食など幅広く対応させていただいております。

代表者名
代表取締役　渡辺　重夫

資本金
300万円

ユウゲンガイシャゼンフーズ

前橋工場
主な拠点

創業年月
平成12年

業種
食料品製造業
アメリカンドック、餃子、
シュウマイの製造

従業員数
4名　パート15名

主要取引先
エバーグリーン㈱、協同食
品㈱、㈲グルメフレッシュ
フーズ

品質管理
防虫防鼠外部依頼
PL保険加入

問い合わせ部署
TEL.027-210-7731

Company Profile 　

現在は体に優しい無添加の餃子やシュウマイ、乳酸菌入り
のシュウマイなどを手掛けております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
全 自 動 餃 子
成型機 1 H/10000 トーセー工業

アメリカンドック
専用フライヤー 2 　 北沢産業

半自動シュウ
マイ成型機 1 H/1000 トーセー工業

成型機 1 　 竹内食品機械

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ミキサー 1 　 北沢産業

縦型ミキサー 1 　 カントー

金属探知機 1 　 アンリツ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

自社製品として無添加のかかぁの餃子を
販売、豚肉は抗生物質を与えず育てた、
えばらハーブ豚を使用、皮は群馬県産小
麦を使用、群馬県の有田屋の醤油と醤油
麹を使用して旨味をだしています。群馬
のかかあ天下と家庭的で優しいお母さん
の味とかけましてかかぁの餃子と名付けま
した。

得意分野

小ロットからのオリジナル餃子やシュウマイ、特殊アメリカンドックの製造などご依頼ください。Point
PR

得意とする
技術分野等

手作りの餃子やシュウマイが可能
焼印付きアメリカンドックなど

生産品目情報 アメリカンドック
餃子・焼売　他



高山麺業株式会社
〒379-2154　前橋市天川大島町1325-2
TEL▪027-261-6612　FAX▪027-263-1038
http://www.takayamamen.co.jp/pc/index.html

群馬県前橋市は関東平野の最北端に位置し、昔から全
国でも有数な小麦粉の産地です。当社はこの群馬県の
地の利を生かしお客様に喜ばれる「麺」作りを目指して
スタートし、おかげさまで今年50年をむかえました。
麺作りの伝統を生かして新しい商品を開発・製造し、こ

代表者名
代表取締役　高山 章

資本金
1,000万円

タカヤマメンギョウカブシキガイシャ

本社工場
第2工場

主な拠点

創業年月
昭和42年7月

業種
食料品製造業
めん類製造(生めん、茹で
めん、蒸しめん）

従業員数
80名

主要取引先
国内食品商社、主に関東
の食品スーパー

品質管理
群馬県食品自主衛生管理
認証取得(2012年11月)

問い合わせ部署
代表電話
TEL.027-261-6612

Company Profile

れからもおいしくて安全な商品をより安くお客様の食卓
にお届けできるように切磋琢磨してまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ミキサー 6 100kg 練り×5
150㎏練り×1 大和製作所ほか

茹で冷却機 4 反転バケットタイプ2
機、他 細田製作所

蒸し機 2 5000食 /時 旭工業

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

殺菌庫 4 蒸気式加熱殺菌庫 東成燃機ほか

縦ピローフィ
ルム包装機 15 自動印字機能 ダイケンほか

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

手打ち式の本格的な製麺工程による「包丁
切りうどん」をはじめ、副原料や添加物を
極力使用しない「安心」でおいしい麺類を
製造しております。
また、そばを同一工場で使わない工程で、
学校給食にも安全な商品を提供しており
ます。市販用商品の他に、お客様の要望
に沿った規格の商品を開発し、業務用蒸
しめん(焼そば）、生ラーメンも製造して
います。

得意分野

おいしい麺を毎日作ってお届けしています!Point
PR

得意とする
技術分野等 製麺

生産品目情報 うどん、焼そば、なま麺（うどん、そば、
ラーメン）



株式会社旅がらす本舗清月堂
〒379-2143　前橋市新堀町399-6
TEL▪027-265-5111　FAX▪027-265-5117
http://www.seigetsudo.co.jp

菓子。それは菓子の歴史が物語るように、人の「豊かな心」「感
性」を育んだ究極の食文化であると思います。季節、自然、
花や木。人の出逢い、優しさ、喜び。美しいものを美しいと
感じ、その時に広がる純粋な心をあたため、さらに美しいも
のへと育んでいく。そうして生まれた手のひらにも乗る小さ

代表者名
代表取締役　糸井　義一

資本金
4,000万円

カブシキガイシャタビガラスホンポセイゲツドウ

旅がらす本舗清月堂
（本社）
新堀工場

主な拠点

創業年月
昭和2年2月

業種
食料品製造業
菓子製造・販売業

従業員数
70名

主要取引先
フレッセイ、ベイシア、ベ
ルク、ヤオコー、高崎ター
ミナルビル㈱

問い合わせ部署
TEL.027-265-5123

Company Profile

な「ひとひら」に、そのすべてを手作りで表現していくこと。
そして、自ら作る菓子で訪れた人を誠心誠意おもてなしし、
その情緒に満ちた一瞬を末永く思い出していただくこと。そ
れが「菓子」を作る姿勢の原点であると思うのです。菓子作
りにチャレンジし続け、挑戦し感動をお届けしてまいります。

企業 PR

製品情報・得意分野

製造1課、旅がらす・プレミアムゴール
ド旅がらす・シールド乳酸菌入り旅せ
ん。ハートサブレ焼き菓子を製造、製造
2課、和菓子1級、2級の技術者を中心と
したチームで、どら焼き・人気の生どら
焼き・レーズンサンド・シルクボールクッ
キー・団子・饅頭など、自社独自の製法
により、製品管理を行い、自社の配送便
にて、毎日迅速にお客様にお届けをして
おります。

笑顔が見たいから心を込めてPoint
PR



株式会社登利平
〒379-2146　前橋市公田町667-2
TEL▪027-265-5454　FAX▪027-265-4175
http://www.torihei.co.jp

当社は鳥料理専門店として、昭和28年創業以来群馬県を
主体に店舗展開を図っております。
鳥めし弁当の製造販売を軸に、レストラン経営、更には
宴会料理や法要料理、焼き鳥や唐揚げの調理販売を行っ
ております。弁当分野においては、群馬県優良県産品に

代表者名
代表取締役　萩原　将雄

資本金
5,500万円

カブシキガイシャトリヘイ

本部受注配送セン
ター

主な拠点

創業年月
昭和47年7月24日

（創業 昭和28年）

業種
食料品製造業
他食料品製造業

従業員数
650名（内正社員130名）

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
本社
TEL.027-265-5454

Company Profile 　

推奨されている「上州御用鳥めし弁当」の製造を主体とし
ており、1時間に約5000個の製造が可能となっています。
今後もお客様に「おいしかった」といわれる製品づくりを
心掛けてまいります。

企業 PR

製品情報・得意分野

昭和28年創業以来、鳥料理専門店として
大型・中型レストラン、持ち帰り専門店、
テナント店にて、群馬県・埼玉県・栃木県
にて計32店舗展開中です。
群馬県優良県産品に推奨されている「上
州御用鳥めし弁当」の製造販売を主とし、
業界の他に例を見ない独創性の高い外食
経営を行っている会社です。

得意分野

弁当といえば　上州名物「上州御用鳥めし弁当」Point
PR

生産品目情報 弁当類



株式会社ベジタル
〒379-2122　前橋市駒形町885-3　
TEL▪050-1004-0594　FAX▪027-289-5177
http://maternitysoup.jp

当社は、国内唯一のマタニティ食品メーカーとして、オ
リジナル商品「マタニティスープ®」を中心に産前産後
の食品の企画・販売をしております。商品は現役ママ
3000人以上に妊娠中の食生活についてアンケート調
査を行い、産婦人科　佐藤病院、管理栄養士、助産師の

代表者名
代表取締役　宮川　修一

資本金
300万円

カブシキガイシャベジタル

本社
主な拠点

創業年月
平成27年10月7日

業種
食料品製造業
妊産婦用食品小売・卸売

従業員数
1名

主要取引先
食品商社、輸出商社

品質管理
ISO9001認証取得工場で
製造

問い合わせ部署
TEL.050-1004-0594

Company Profile

ご協力を得て開発を行い、OEM生産をしております。
ドラッグストア、スーパーマーケット等の店舗用商品、
雑貨店、百貨店等でのマタニティギフト、出産祝い商品
の卸販売、および中国を中心に海外での販売を行って
おります。

企業 PR

製品情報・得意分野

マタニティスープは、妊娠中に大切な葉
酸・鉄分・カルシウム・ビタミン・食物繊
維をしっかり補給出来る粉末スープタイプ
の栄養機能食品です。塩分・カロリーは
控えめで、化学調味料・着色料など無添
加、放射能濃度検査・残留農薬検査を実
施しております。サプリメントとは違い、
食事として栄養を補給できるため、家族や
友人からのプレゼントとしても喜ばれて
おります。

得意分野

国内唯一のマタニティ食品メーカーですPoint
PR

得意とする
技術分野等 粉末スープ

生産品目情報 マタニティ食品



株式会社ホソイ食品
〒379-2152　前橋市下大島町172-1
TEL▪027-266-1124　FAX▪027-266-1100
http://www.hosoi-foods.co.jp/

昭和30年3月に有限会社細井商店として創業し、平成2
年7月に株式会社ホソイ食品を設立。細井商店の業務を
すべて引き継ぎ、創業から60年余り、削り節を主力商品
とし、だしにこだわって製造しております。鰹節は、日本
が誇る伝統的な発酵食品です。お客様に安心して、美味

代表者名
代表取締役　細井　哲男

資本金
1,000万円

カブシキガイシャホソイショクヒン

本社
主な拠点

創業年月
平成2年7月1日（創業昭
和30年3月1日）

業種
食料品製造業

従業員数
16名

主要取引先
国内そばうどん店、ホテル
旅館、飲食店等

問い合わせ部署
総務
TEL.027-266-1124(代表)

Company Profile

しく召し上がっていただける製品を作っております。食育
にも力を入れ、群馬県食育応援企業に登録しております。
商品は、創業以来続くロングセラー品も多く、得意先様
も長いお付き合いの方が多いです。お客様にずっと安心
して使っていただける商品を作っています。

企業 PR

製品情報・得意分野

かつお・そうだ・さば・まぐろを主な原料
とし、原料は国産のみにこだわっておりま
す。また、削り節には、保存料・添加物を
一切使用しない削り節を主力製品として
削り加工しております。お客様に、安心し
て、おいしく、召し上がっていただける食
品をご提供しております。
主力の業務用商品のほか贈答品など小売商
品にも力を入れております。

得意分野

かつおぶしってすごい！Point
PR

得意とする
技術分野等

固い鰹節を用途に応じて様々な厚さ
大きさに削ります

生産品目情報 かつお・そうだ・さばの厚削り、薄削り、
だしパック等



マック食品株式会社
〒379-2134　前橋市力丸町488-1
TEL▪027-265-2874　FAX▪027-265-2732
http://www.macfoods.co.jp

マック食品は、社是「誠実・信頼・努力」の基で、従業員
の一人一人がお客様視点に立って、大豆加工品・小麦加
工品・米飯加工品・煮物惣菜・蒟蒻等の幅広い食品を製
造し安全・安心・おいしいをお届け致します。
高い品質と生産能力でお客様の笑顔と健康づくりに貢献

代表者名
代表取締役　前原　章宏

資本金
9,400万円

マックショクヒンカブシキガイシャ

前橋工場（本社）
力丸工場
粕川工場
下仁田工場

主な拠点

創業年月
昭和51年11月20日

業種
食料品製造業
豆腐類・麺類・米飯加工
品・煮物惣菜・蒟蒻類

従業員数
370名

主要取引先
とりせん、スーパーアル
プス、イオン、スーパーバ
リュー、原信

品質管理
ISO9001認証取得・炊飯
HACCP

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-265-2850

Company Profile

致します。
長年蓄積した各カテゴリーノウハウを結集して柔軟に組み
合わせ技術を高め、新たな分野にも挑戦して未来を拓く
価値を創造していきます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
油揚製造ライン 12
豆腐製造ライン 6
生揚製造ライン 2
茹で麺製造ライン 2
生麺製造ライン 2

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
蒸し麺製造ライン 2
炊飯ライン 2
レトルト殺菌庫 2
蒟蒻ライン 3
調理釜 7

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

「豆腐、生揚、油揚」といった大豆加工品
や小麦を原料とした「うどん、ラーメン、焼
きそば」や「蒟蒻類」等の素材となる伝統
的な日配食品の提供と簡便性のある「お
にぎり、いなり寿司」等の米飯加工品や煮
物惣菜などを創造する食品メーカーです。

得意分野

食に関することならお任せくださいPoint
PR

得意とする
技術分野等 大豆加工、小麦加工、米飯加工

生産品目情報 日配食品、煮物惣菜、米飯加工品



株式会社松島商店
〒371-0216  前橋市粕川町込皆戸93-5
TEL▪027-226-5984　FAX▪027-226-5985
http://matsushima-shoten.co.jp(開設準備中）

当社は、群馬県産を中心とした新鮮な青果卸売業及び
お客様のニーズに合わせたカット野菜の製造・販売を手
掛けており、学校給食をはじめ、食の分野で大きな役割
を担っております。前橋市と災害時応援協定を締結する
など、安心、安全で美味しい野菜を食卓に届けることで、

代表者名
代表取締役  松島　愼一

資本金
1,000万円

カブシキガイシャマツシマショウテン

松島商店第二工場
前橋卸売市場仲卸
部

主な拠点

創業年月
昭和46（1971年）年6月7日

業種
食料品製造業

従業員数
46名(パートを含む）

主要取引先
㈱新進、グルメデリカ群
馬工場、㈱藤生、マニハ
食品㈱、クリチク、㈱日
辰、しみずスーパー、ラ
イフシステム、富岡食肉
センター、老人ホーム、
学校給食、病院　他

問い合わせ部署
TEL.027-226-5984

Company Profile 　

人々の健康や豊かな食生活に貢献しております。
青果仲卸部においても、新鮮な野菜、果物等の卸売りも行っ
ています。合わせて活用してください。

企業 PR

製品情報・得意分野

カット野菜は、新鮮野菜を安全な衛生環
境の下で、お客様のニーズに合わせた加工
を行っております。当社では、たまねぎ、
ニンジンを中心とした新鮮な野菜・果物
を仕入れ、良い品を厳選し対応しておりま
す。当社が加工することで、皆様の手間
と経費の節約ができます。農業生産法人
にて、地産地消の活動に取組中です。

得意分野

カット野菜は、当社にお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 野菜のオーダーカット等の加工

生産品目情報 カット野菜　地場野菜　すべて



マニハ食品株式会社
〒371-0815　前橋市下佐鳥町1002番地
TEL▪027-212-4117　FAX▪027-290-3300
http://www.maniha.co.jp/

当社は、ふるさとの味と安心・安全をモットーに、創業以
来60年、お惣菜・レトルト等の調理食品をいち早く国内
市場で販売し、独自の商品開発と営業展開で事業拡大を
図ってまいりました。現在の主力商品は、外食産業がメ
インの業務用調理食品ですが、流通業界や観光業界等へ

代表者名
代表取締役　摩庭　秀利

資本金
3,500万円

マニハショクヒンカブシキガイシャ

本社工場
東京営業所
大阪営業所
名古屋営業所他

主な拠点

創業年月
昭和30年5月10日

業種
食料品製造業
一般調理食品製造

従業員数
171名

主要取引先
全国の食品卸売問屋

品質管理
群馬県食品自主衛生管理
認証制度の認証取得

問い合わせ部署
本社営業部
TEL.027-212-4119

Company Profile

の販売ルートも順調に伸びております。
今後も時代の流れとともに多様化する食文化の中でも、
誰もが郷愁を感じる「ふるさとの味」を大切にお客様のご
要望にあった商品をお届けしてまいります。

企業 PR

製品情報・得意分野

常温保存が可能な業務用調理食品の製造
を行っております。商品点数は、山菜類
の惣菜をはじめ数百種類以上になります。
2009年には、HACCPの考えに基づいた
群馬県自主衛生管理認証制度の認証を取
得し、製造工程の衛生管理体制を強化し
ております。

得意分野

「ふるさとの味」「安心安全」がモットーのマニハの味を！
21世紀の総合食品メーカーを目指して・・・Point

PR

生産品目情報 業務用調理食品（惣菜、レトルト、
水煮、米飯、チルド等）



有限会社村上食品
〒379-2161　前橋市富田町1053-8
TEL▪027-268-3371　FAX▪027-268-5633

当社は、創業60年を超える食肉加工会社です。主な取り
扱い商品は100％国産の豚肉を使ったホルモンで、長年
培ってきた生産技術と徹底した品質管理により安心・安
全で美味しいお肉を皆様の食卓へお届けしております。
スーパーマーケットや大手量販店を中心にお取引きさせ

代表者名
代表取締役　村上　武

資本金
500万円

ユウゲンガイシャムラカミショクヒン

本社工場
主な拠点

創業年月
昭和31年4月

業種
食料品製造業
肉加工品製造業

従業員数
30名

主要取引先
㈱ベイシア、㈱群馬県食肉
卸売市場、㈱ウェルファム
フーズ、㈱ロピア、㈱スー
パーバリュー

品質管理
社内規定による

問い合わせ部署
代表
TEL.027-268-3371

Company Profile

ていただいておりますが、その他にも居酒屋や焼肉専門
店等、幅広いお客様にご利用いただいております。老若
男女問わず、一人でも多くの方に当社の美味しいホルモン
を召し上がっていただきたく今後も企業努力を続けてま
いります。

企業 PR

製品情報・得意分野

ホルモン一筋50余年、長年培ったノウハ
ウにより、手作業での丁寧な下処理に加
え、独自製法による味付けによって、ホル
モン特有の異物を排除し、豚ホルモン特
有の固さや臭いを低減し、遠方からもお
客様が工場直営店にお買い求めに来てく
ださるような美味しいホルモンを作ってい
ることが自慢です。現在は、30種類以上
の商品を取り扱っており、お客様のご要望
に合わせた商品開発も可能です。

得意分野

総合アウトパック、業務用ホルモンのスペシャリストです！Point
PR

得意とする
技術分野等 アウトパック、ホルモン製造

生産品目情報 各種ホルモン



有限会社来知
〒379-2152　前橋市下大島町631-1
TEL▪027-267-9708　FAX▪027-267-9709
http://www.topfoods.biz/raichi/

当社は、「日本一の創作串づくり」を目指す、焼き鳥と創
作串の製造メーカーです。主に量販店や外食チェーン様、
総菜専門店様へ販売しており、商品開発も行っています。
徹底した衛生管理の下、「安全」かつ「美味しさ」にこだわっ
た創作串づくりを心掛けております。チルド流通や焼成

代表者名
代表取締役　熱田貴比古

資本金
1,250万円

ユウゲンガイシャライチ

前橋本社工場
伊勢崎工場

主な拠点

創業年月
平成14年4月17日

業種
食料品製造業
食肉加工品製造

従業員数
50名

主要取引先
量販チェーン、外食チェー
ンなど

品質管理
外部委託：食環境衛生研
究所

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-267-9708

Company Profile

品も対応可能ですので、串に関わることなら何でもご相
談ください。

設備名 数 型式・能力 メーカー名

焼成機 4 　 　　　　—

スチームコンベ
クションオーブン 1 ラショナル

金属検出器 3

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

真空包装機 2 古川製作所

マルチカッター 1 ワタナベフーマック

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

一本一本手作りで串打ちしております。
各種焼き鳥はもちろん、野菜を巻く創作
串を始め、ジャパニーズドッグ、チーズボー
ル串等、多種多様なLine upを取り揃え、
お客様のあらゆるニーズにお応え致しま
す。
串の無限の可能性に挑戦し、串一本一本
に夢ふくらむ物語を刺してゆきます。

得意分野

焼き鳥と創作串ならお任せください。Point
PR

得意とする
技術分野等 焼き鳥焼成品

生産品目情報 焼き鳥各種、創作串　


