
良農園のタマネギ

　※入荷状況等により販売していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

　※販売時期は、5月上旬～7月下旬です。

買える場所 所在地 電話番号

JAファーマーズ　朝倉町 朝倉町１４３-１ 027-287-4161

JAファーマーズ　朝日町 朝日町一丁目２７－７ 027-220-1313

㈱九州屋　スズラン前橋店 千代田町２－１２－３ スズラン百貨店前橋店新館Ｂ１F 027-210-2125

ヤオコー　前橋箱田店 前箱田町１１８－１ 027-280-6611

ヤオコー　前橋日吉店 日吉町三丁目３６－６ 027-230-8411

フレッセイ　大利根店 下新田町３９２ 027-251-5282

ヤオコー　高崎飯塚店 高崎市飯塚町１１５０－５ 027-370-2711

スーパーまるおか 高崎市棟高町１１７４－１ 027-377-9977

自社ホームページ

　※仕入れ状況等により提供していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

味わえる場所 所在地 電話番号

ラヴィゴット 千代田町二丁目７－２ 027-219-2225

白井屋ホテル 本町二丁目２－１５ 027-231-4618

DINING Ben 本町二丁目１１－５　ひろしま酒店２Ｆ 027-223-0820

食堂酒場　ココソーレ 本町二丁目１３－５ 027-226-1230

PICCOLA PECORA 南町三丁目１１－２　ケン・クリニックビル１Ｆ 027-224-1700

GRASSA 若宮町一丁目４－８　群馬日産ビル２階 090-3695-0181

HOTEL1-2-3前橋マーキュリー 大友町三丁目２４－１ 027-252-0111

炭火焼ワインバル　LOM 表町二丁目２－４　小林ビル１F 027-257-3902

VARIOUSDINING LAMP 表町二丁目２－１３ 027-224-3966

Restaurant Doi 表町二丁目３０－３２ 027-257-4545

LEGAMENTO 石倉町五丁目６－２ 027-212-2183

磯春松 城東町一丁目２－４ 027-231-0992

前橋市学校給食

ヴィラ・デ・マリアージュ高崎 高崎市飯塚町８００ 027-365-4122

la cuisine flancaise SHIKI 北群馬郡吉岡町大久保１４５１－１５ 0279-73-9136

あかぎカフェ 東京都新宿区赤城元町1-10　赤城神社内 03-3235-6067

イタリアンレストランピーノ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１－６　ダイアパレス鶴見第２　１Ｆ 045-505-0988

　前橋市内

　前橋市内

　前橋市外

　前橋市外

インターネット通販

1 ※令和5年2月末時点の情報です。



良農園のエダマメ

　※入荷状況等により販売していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

　※販売時期は、6月下旬～8月上旬です。

買える場所 所在地 電話番号

JAファーマーズ　朝倉町 朝倉町１４３-１ 027-287-4161

JAファーマーズ　朝日町 朝日町一丁目２７－７ 027-220-1313

㈱九州屋　スズラン前橋店 千代田町二丁目１２－３ スズラン百貨店前橋店新館Ｂ１F 027-210-2125

ヤオコー　前橋箱田店 前箱田町１１８－１ 027-280-6611

ヤオコー　前橋日吉店 日吉町三丁目３６－６ 027-230-8411

フレッセイ　大利根店 下新田町３９２ 027-251-5282

イーサイト高崎　群馬いろは 高崎市八島町２２２（ＪＲ高崎駅東口） 027-321-0067

スーパーまるおか 高崎市棟高町１１７４－１ 027-377-9977

ヤオコー　高崎飯塚店 高崎市飯塚町１１５０－５ 027-370-2711

自社ホームページ

　※仕入れ状況等により提供していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

味わえる場所 所在地 電話番号

ラヴィゴット 千代田町二丁目７－２ 027-219-2225

DINING Ben 本町２－１１－５　ひろしま酒店２Ｆ 027-223-0820

食堂酒場　ココソーレ 本町二丁目１３－５ 027-226-1230

PICCOLA PECORA 南町３－１１－２　ケン・クリニックビル１Ｆ 027-224-1700

GRASSA 若宮町一丁目４－８　群馬日産ビル２階 090-3695-0181

VARIOUSDINING LAMP 表町二丁目２－１３ 027-224-3966

Restaurant Doi 表町二丁目３０－３２ 027-257-4545

LEGAMENTO 石倉町五丁目６－２ 027-212-2183

磯春松 城東町一丁目２－４ 027-231-0992

ヴィラ・デ・マリアージュ高崎 高崎市飯塚町８００ 027-365-4122

la cuisine flancaise SHIKI 北群馬郡吉岡町大久保１４５１－１５ 0279-73-9136

あかぎカフェ 東京都新宿区赤城元町1-10　赤城神社内 03-3235-6067

イタリアンレストランピーノ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１－６　ダイアパレス鶴見第２　１Ｆ 045-505-0988

　前橋市内

　前橋市内

　前橋市外

　前橋市外

インターネット通販

2 ※令和5年2月末時点の情報です。



良農園のネギ

　※入荷状況等により販売していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

　※販売時期は、12月～2月です。

買える場所 所在地 電話番号

JAファーマーズ　朝倉町 朝倉町１４３-１ 027-287-4161

JAファーマーズ　朝日町 朝日町一丁目２７－７ 027-220-1313

㈱九州屋　スズラン前橋店 千代田町二丁目１２－３ スズラン百貨店前橋店新館Ｂ１F 027-210-2125

ヤオコー　前橋箱田店 前箱田町１１８－１ 027-280-6611

ヤオコー　前橋日吉店 日吉町三丁目３６－６ 027-230-8411

フレッセイ　大利根店 下新田町３９２ 027-251-5282

スーパーまるおか 高崎市棟高町１１７４－１ 027-377-9977

ヤオコー　高崎飯塚店 高崎市飯塚町１１５０－５ 027-370-2711

自社ホームページ

　※仕入れ状況等により提供していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

味わえる場所 所在地 電話番号

ラヴィゴット 千代田町二丁目７－２ 027-219-2225

やきとりCobA． 亀里町５９０－４　大西コーポ１F 027-289-8080

DINING Ben 本町二丁目１１－５　ひろしま酒店２Ｆ 027-223-0820

食堂酒場　ココソーレ 本町二丁目１３－５ 027-226-1230

PICCOLA PECORA 南町三丁目１１－２　ケン・クリニックビル１Ｆ 027-224-1700

GRASSA 若宮町一丁目４－８　群馬日産ビル２階 090-3695-0181

炭火焼ワインバル　LOM 表町二丁目２－４　小林ビル１F 027-257-3902

LEGAMENTO 石倉町五丁目６－２ 027-212-2183

磯春松 城東町一丁目２－４ 027-231-0992

前橋市学校給食

ヴィラ・デ・マリアージュ高崎 高崎市飯塚町８００ 027-365-4122

la cuisine flancaise SHIKI 北群馬郡吉岡町大久保１４５１－１５ 0279-73-9136

あかぎカフェ 東京都新宿区赤城元町1-10　赤城神社内 03-3235-6067

ラ・ロシェル南青山 東京都港区南青山三丁目１４－２３ 03-3478-5645

　前橋市外

インターネット通販

　前橋市内

　前橋市外

　前橋市内

3 ※令和5年2月末時点の情報です。



良農園のブロッコリー

　※入荷状況等により販売していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

　※販売時期は、11月上旬～1月下旬です。

買える場所 所在地 電話番号

JAファーマーズ　朝倉町 朝倉町１４３-１ 027-287-4161

JAファーマーズ　朝日町 朝日町一丁目２７－７ 027-220-1313

㈱九州屋　スズラン前橋店 千代田町二丁目１２－３ スズラン百貨店前橋店新館Ｂ１F 027-210-2125

ヤオコー　前橋箱田店 前箱田町１１８－１ 027-280-6611

ヤオコー　前橋日吉店 日吉町三丁目３６－６ 027-230-8411

フレッセイ　大利根店 下新田町３９２ 027-251-5282

スーパーまるおか 高崎市棟高町１１７４－１ 027-377-9977

ヤオコー　高崎飯塚店 高崎市飯塚町１１５０－５ 027-370-2711

こだわりや　大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目６－２　そごう大宮店B１F 048-646-4330

こだわり市場　所沢店 埼玉県所沢市日吉町１２－１　西武所沢S・C地下１F　食品フロアグロッサリー売り場内 042-903-0010

こだわりや　丸広川越店 埼玉県川越市新富町二丁目６－１　丸広百貨店川越店B１F 049-292-9871

こだわりや　千葉店 千葉県千葉市中央区新町１０００　千葉そごうB１F 043-203-6261

こだわりや　藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢５５５　さいか屋藤沢店B１F 0466-29-1077

FOOD＆COMPANY　湘南T－SITE店 神奈川県藤沢市辻堂元町六丁目２０－１ 0466-47-9393

こだわりや　横浜店 神奈川県横浜市西区高島二丁目１８－１　そごう横浜店B２F 045-465-3037

こだわり市場　東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－１　西武東戸塚S・C１F 045-820-0351

こだわりや　横須賀店 神奈川県横須賀市大滝町１－１３　さいか屋横須賀　新館B１F 046-828-6871

大野屋　小杉店 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４４１ 044-711-8001

FOOD＆COMPANY　学芸大学店 東京都目黒区鷹番三丁目１４－１５ 03-6303-4216

こだわり市場　西武池袋店 東京都豊島区南池袋一丁目２８－１　西武百貨店B２F 03-5949-5861

自社ホームページ

　※仕入れ状況等により提供していない場合もありますので、電話等であらかじめ確認されてからお出かけください。

味わえる場所 所在地 電話番号

ラヴィゴット 千代田町二丁目７－２ 027-219-2225

地中海酒場 Sole Sole 天川大島町３－３６－５ 027-257-3547

Restaurant & Bar Full House 荒牧町８１３－１５　オーツービル１F 027-236-0023

PICCOLA PECORA 南町三丁目１１－２　ケン・クリニックビル１Ｆ 027-224-1700

GRASSA 若宮町一丁目４－８　群馬日産ビル２階 090-3695-0181

食堂酒場　ココソーレ 本町二丁目１３－５ 027-226-1230

DINING Ben 本町二丁目１１－５　ひろしま酒店２F 027-223-0820

磯春松 城東町一丁目２－４ 027-231-0992

前橋市学校給食

ブラッスリーローリエ 高崎市八島町２２２　ホテルメトロポリタン高崎６Ｆ 027-325-3461

　前橋市外

インターネット通販

　前橋市外

　前橋市内

　前橋市内

4 ※令和5年2月末時点の情報です。


