赤城の恵ブランド認証品一覧（令和２年９月９日時点）
No

受証者

品目

本格芋焼酎「赤城の恵」
群馬県卸酒販㈱

1

販売場所

市内を中心に県内の酒販店、
量販店、農産物直売所など

問い合わせ先

℡027-231-9156

「赤城の恵」梅酒芋焼酎仕込み
2

3

殻付き落花生
「赤城の恵前橋産落花生」
「甘くておいしい！
たまねぎサラサラドレッシング」

5 清酒「名峰赤城」シリーズ

販売時期

希望小売価格
①本格芋焼酎「赤城の恵」
1,200円（720ml、税抜）
②本格芋焼酎「赤城の恵」
2,500円（1,800ml、税抜）
③本格芋焼酎「赤城の恵」原酒 2,315円（720ml、税抜）

前橋市農業協同組合

市内の農産物直売所など

℡027-261-3832

市内の量販店、農産物直売所など
かつ政

富士見村特産品販売組合

自社直売所、市内の農産物直売所、
量販店など

598円（400ml、税抜）
通年
598円（350ml、税抜）
℡027-212-6300

富士見地区内酒販店、Vento Maebashiなど ℡027-288-2593

①小粒、②大粒、③極小粒 オープン価格（40g×2）
④大粒 昔ながらの製法 オープン価格（80g）

①純米吟醸 生 1,430円(720ml、税込)
②純米吟醸 濃厚にごり淡雪 1,430円(720ml、税込)
③蔵出し生原酒 1,100円(720ml、税込)
④純米吟醸 1,430円(720ml、税込)
⑤原酒 1,100円(720ml、税込)
⑥辛口一升 1,870円(1,800ml、税込)
⑦純米吟醸 活性にごり生 1,650円（720ml、税込）
⑧本格粕取り焼酎 芳醇 1,100円（720ml、税込）
⑨純米大吟醸 2,200円（720ml、税込）

内山 英明

市内の量販店、農産物直売所など

8 オクラ

前橋市役所農政課
℡027-898-5841

通年
※純米吟醸 活性にごり生に
ついては、冬季（12月下旬よ
り販売）

5月上旬～7月上旬
時価
6月中旬～10月上旬
9月下旬～2月下旬

9 ブロッコリー
10 エダマメ

山田 高則

市内の量販店など

11 大島梨

木瀬果樹部会

生産者直売所など

12 赤城のギンナン

赤城ギンナン生産組合

市内の量販店、農産物直売所など

前橋市役所農政課
℡027-898-5841
ＪＡ前橋市小屋原出張所
℡027-266-0029

時価

7月上旬～8月中旬

時価

7月下旬～9月下旬

℡027-261-5182

時価

10月下旬～6月下旬

①丸大豆 150円(300ｇ、税抜）
②青大豆 160円(300ｇ、税抜）

通年

時価

6月上旬～9月下旬

①有機ブルーベリージュース 1,944円(500ml、税込)
②ブルーベリージュース 赤城
345円(180ml、税込)

通年

①白切り 350円
②紫蘇、③桑、④青のり
⑤絹、⑥玄米 各450円

12月～4月

㈱ミツミファーム

粕川特産物直売所など

℡027-230-6700

㈲はなぶさ有機農園

自社直売所、農産物直売所など

℡027-288-8888

15 ブルーベリー
16 ブルーベリージュース

18 風の子守唄

通年

4月上旬～5月下旬

7 タマネギ

17 もち屋伝次平のもち

通年

12月上旬～3月

℡027-253-7059
かつ政

㈱上州農産

オープン価格（180g）

6 キャベツ

14 豆腐「赤城南麓豆の里」

℡０２７－８９８－５８４１

1,389円(720ml、税抜)

赤城山麓よりフレンチな風
4 なっからうんめぇ！粕川なっとう

【問い合わせ先】
前橋市赤城の恵ブランド推進協議会事務局
（前橋市役所農政部農政課ブランド推進係内）

㈲ヤバタファーム
風の子守唄本舗長井屋

○価格や販売場所・時期などは変更になる場合があります。
○詳細は各事業者に問い合わせてください。

自社直売所、市内の量販店など
自社店舗、市内の量販店など

℡027-265-1315
℡027-223-6996

各400円
※各300g、税抜

①12枚入 1,175円（税込）、 ②18枚入 1,787円（税込）

通年
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赤城の恵ブランド認証品一覧（令和２年９月９日時点）
品目

No

受証者

販売場所

問い合わせ先

【問い合わせ先】
前橋市赤城の恵ブランド推進協議会事務局
（前橋市役所農政部農政課ブランド推進係内）

℡０２７－８９８－５８４１

販売時期

希望小売価格

5月上旬～7月下旬

19 タマネギ

6月下旬～8月上旬

20 エダマメ

㈱良農園

市内の量販店など

℡027-212-2953

時価

21 ネギ

12月～2月

22 ブロッコリー

11月上旬～1月下旬

朝採り卵のなめらかぷりん

220円（80ｇ、税抜）

朝採り卵のしっとりシフォンケーキ

1,300円（直径17cm、税抜）
㈲後閑養鶏園

23

自社直売所、市内の量販店など

通年

℡027-285-4125

朝採り卵のカスタードプリン

200円(80ｇ、税抜)

朝採り卵のちよたまぷりん

350円(90ｇ、税抜)

モッツァレラ（さけるタイプ）

411円（80g、税込）
㈲松島農園

24

自社直売所など

℡027-285-6862

カチョカバロ

通年
531円/100ｇ（税込）

25 たもぎ茸

㈱太陽運輸

市内の量販店など

℡027-269-7722

300円（100ｇ、税抜）

通年

26 まえばしうどん（乾麺・半生麺）

前橋市農業協同組合

市内の量販店、農産物直売所など

℡027-261-5811

①乾麺
250円（250ｇ、税込）
②半生麺 340円（240ｇ、税込）

通年

合同会社あかぎおろし総研

観光農園「あかぎおろし」、
ぐんまフラワーパーク売店など

℡027-212-8039
（観光農園「あかぎおろし」）

時価

8月中旬～10月下旬

27 ぶどう

①粗挽き前橋ころとんウインナー オープン価格（100g）
②ころとんのしっぽ
オープン価格（100g）

粗挽き前橋ころとんウインナー
・前橋ころとんのしっぽ
28 前橋ころとんウインナー
・コロコロ前橋ころとんフランク

㈲近藤スワインビジネス

自社直売所、市内の農産物直売所など

℡027-288-3715

29 福豚ジャーキー 赤ワイン仕立て ㈱エーアンドブイ企画

前橋名産「だるま茄子辛子」
カップ入

榎田醸造㈲

とんとん広場、Vento Maebashiなど

℡027-283-2983

600円（50g、税抜）

通年

Vento Maebashi、市内の量販店など

℡027-231-2017

648円（120g、税込）

通年

Kurenai（くれない）

オープン価格（720ｍｌ、180ｍｌ）

Kurenai人参ジャム

オープン価格（140g）

31 Purple（ぱぁぷる）

㈱良農園

市内の量販店など

℡027-212-2953

オープン価格（720ｍｌ、180ｍｌ）

Purple人参ジャム

オープン価格（140g）

Yamabuki（やまぶき）

オープン価格（720ｍｌ、180ｍｌ）

32 ピーナッツバター

通年

オープン価格（140g）

前橋ころとんベーコン

30

①前橋ころとんウインナー オープン価格（100g）
②ころとんフランク
オープン価格（100g）

㈱ミツミファーム

○価格や販売場所・時期などは変更になる場合があります。
○詳細は各事業者に問い合わせてください。

市内の量販店、農産物直売所など

℡027-230-6700

693円（180g、税込）

通年

通年

２/３

赤城の恵ブランド認証品一覧（令和２年９月９日時点）
品目

No

33 まじめな大粒納豆

受証者

販売場所

問い合わせ先

㈱まるだい

市内の量販店、農産物直売所など

℡027-288-2123

田部井 俊明

市内の量販店、農産物直売所など

℡090-4608-1072

粕川みそ加工組合

市内の農産物直売所など

℡027-285-5526

【問い合わせ先】
前橋市赤城の恵ブランド推進協議会事務局
（前橋市役所農政部農政課ブランド推進係内）

日本ミツバチのハチミツ
34 アカシア蜂蜜

通年
通年

日本ミツバチ 1,600円～(176g、税抜)、アカシア 950円～
(176g、税抜)、百花 850円～(176g、税抜）

百花ハチミツ

※年によって、販売時期が異
なる場合があります。

702円（900g、税込）

ささら味噌（はと麦入りみそ）
35

販売時期

希望小売価格
オープン価格（40g×2）

通年
594円（900g、税込）

ささら味噌（米みそ）

アカシア 1,500円～（300g、税込）、カキ 2,100円～（300g、税
込）、クリ 2,000円～（300g、税込）

前橋養蜂園

l

℡027-269-1926

37 赤城山麓アカシア蜂蜜

赤城山麓養蜂場

自社直売所、市内の農産物直売所、
量販店など

℡027-269-7979

オープン価格（330ｇ、500ｇ）

通年

38 上州米味噌

特定非営利活動法人
麦わら屋

市内量販店など

℡027-226-1039

500円（400ｇ、税抜）、900円（800ｇ、税抜）

通年

39 シキシマプリン

Ｍｏｎ Ｃｏｎａｍｏｎ

モテコ通販

℡027-289-3188

2,000円（90ｇ×4個、税込）

通年

㈲おおさき

自社販売所など

℡027-283-4325

36 ハチミツ（アカシア、カキ、クリ）

℡０２７－８９８－５８４１

1尾 2,500円/ｋｇ（税抜）
皮なし半身 6,250円/ｋｇ（税抜）

41 森そだちサーモン
42 森そだちサーモン醤油漬

通年

通年

700円（40ｇ×2袋、税抜）

43 ブルーベリー

前橋ブルーベリー生産組合

市内量販店など

℡090-7632-6632（組合長）

完熟 オープン価格(1パック（80～100ｇ）)
プレミアム オープン価格(1パック（80～100ｇ）)

６月～９月

44 上州牛まえばし

まえばし畜産物ブランド推進協議会

市内量販店など

℡027-280-2333

時価

通年

合同会社あかぎおろし総研

観光農園「あかぎおろし」

℡027-212-8039
（観光農園「あかぎおろし」）

時価

℡027-285-3314

時価

通年

市内の量販店、農産物直売所など

℡027-280-2333

①甘口 オープン価格（200ｇ）
②辛口 オープン価格（200ｇ）

通年

45 さくらんぼ
46 桃
47 プレマの有機小松菜

㈱プレマ

48 まえばし麦豚カレー（甘口・辛口） 前橋市農業協同組合

市内量販店など

６月上旬～中旬
７月上旬～９月上旬

49 干しだいこんにんにく醤油漬け

㈲中川漬物

市内の量販店、農産物直売所など

℡027-231-6613

オープン価格(150ｇ)

通年

50 ひとくちだいこんみそ漬

榎田醸造㈲

Vento Maebashi、市内の量販店など

℡027-231-2017

325円（130g、税抜）

通年

51 いちご

松井ファーム

自社直売所、市内の量販店など

℡027-265-1086

時価

12月中旬～5月下旬

52 ペスカ オリジナルドレッシング

㈱ＨＡＷＯＲＤ

ピッツェリアペスカ、市内の量販店など

℡027-289-8661

オープン価格（280ｍｌ）

通年

まえばしアグリネット

市内の量販店、農産物直売所など

℡090-3242-8080（代表）

時価

甘しずく 1月～6月中旬
その他 11月～7月中旬

54 みょうが

吉田 尚人

市内の量販店、農産物直売所など

℡090-8648-1250

時価

3月～12月

55 えみちゃんの純粋はちみつ

キッチン工房けるん

市内の量販店、農産物直売所など

℡027-224-4689

オープン価格（300ｇ、500ｇ）

通年

53

トマト（以下商品名）
甘しずく
あまえんぼー・きかんぼー
水切り

○価格や販売場所・時期などは変更になる場合があります。
○詳細は各事業者に問い合わせてください。

【分類別認証品数内訳】

生鮮食品類 ２３品目

加工品 ３２品目（販売休止中２品目）

３/３

