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◆さしみこんにゃく『のどごし』 ◆生とろさしみこんにゃく

お好みの厚さに切って、添付のタレでどうぞ。食べ
切りサイズです。青のり、白、生ゆず、メンタイがあ
り、それぞれタレが添付されております。

ピリッと唐辛子の辛味と、かつおだしの旨みを利か
せた三角こんにゃくです。そのまま召し上がれます

定価　５００円（税抜）

◆こんにゃく豆腐・枝豆こんにゃく豆腐 ◆ゆばこんにゃく

川のりを使った風味豊かでとろりとした食感のさしみ
こんにゃくです。充分冷やし添付のタレを付けてお召
し上がり下さい。

内容量　300g（150g×2袋入り）

食感がなめらかな当社おすすめのさしみこんにゃく
です。充分冷やしてから添付の酢みそを付けてお
召し上がり下さい。

内容量　340g（青のり、白各170g入り）

定価　５００円（税抜）

大豆粉末を練りこんだ大変珍しいこんにゃくです。お
好みの大きさに切って添付のわさび醤油でお召し
上がり下さい。煮物や炒め物にもどうぞ。

豆乳を練りこみ薄膜状にしたゆば風のこんにゃくで、
今までにない食感です。さしみや鍋物、炒め物な
ど多彩なメニューでお楽しみ下さい。

内容量　470g（235g×2袋入り） 内容量　260g（130g×2袋入り）

定価　６００円（税抜） 定価　７００円（税抜）

◆さしみこんにゃく板場用 ◆うま辛こんにゃく

◆みそ漬けこんにゃく ◆粕漬けこんにゃく

定価　２５０円（税抜） 定価　4００円（税抜）

のり、白、生ゆず、メンタイ　各種　1袋　　内容量　175g 　　　内容量　350g　　　

造り酒屋のじっくり熟成させた吟醸酒粕にさしみこん
にゃくを漬込んだ当社自慢の商品です。大変味わ
い深いこんにゃくの漬物です。

内容量　1本（約150ｇ） 内容量　1本（約150ｇ）

特製の風味豊かな田舎みそにさしみこんにゃくを漬
込んだ当社自慢の商品です。生ゆず入りのさしみ
こんにゃくを漬込んだゆず味もあります。

定価　５００円（税抜） 定価　５００円（税抜）



定価　５００円（税抜） 定価　５００円（税抜） 定価　６００円（税抜） 定価　３３０円（税抜）

昆布とたらこをまぶした
ちょっぴり辛めの味付けこ
んにゃくです。

こんにゃくとやわらかい牛
蒡を煮付け、ごまを入れ
ました。ご飯によく合いま
す。

群馬産の梅酢に漬込ん
だ梅の香り豊かな味付
けこんにゃくです。

薄切りにした大根と刺身
こんにゃくを重ね、ゆず風
味さっぱりした甘酢漬け。

内容量　290g 内容量　18本入り 内容量　120g

◆子持ちこんにゃく ◆こんにゃく牛蒡 ◆梅の香こんにゃく ◆蒟蒻と大根の甘酢漬け

内容量　400g（200g×2袋入り） 内容量　180g 内容量　170g

定価　６００円(税抜) 定価　３４０円(税抜) 定価　２５０円(税抜)

内容量　180g　　定価　２５０円（税抜）内容量　180g　　定価　２５０円（税抜）

添付のめんつゆとやまかけが、青のり入りの平打ち
つるつるのこんにゃく麺によく絡みます。やまかけはフ
リーズドライです。

青のりとクロレラを練りこんだ平打ち風のこんにゃく麺
です。添付の中華スープを掛けてお好みの具材で
冷やし中華のようにお召し上がり下さい。

◆そば風めん ◆こんにゃく冷麺

自信を持って発売したこんにゃくラーメンの新商品。
こんにゃく臭さがなく違和感ない美味しさです。醤
油、鶏塩、坦々麺、味噌の４種類あります。

当社のゆばこんにゃくの製法を取り入れ、しっとりな
めらかな食感に仕上げました。 和風、カレーの２種
類あります。

◆こんにゃく減脂（ヘルシー）ラーメン『これならいける！』 ◆こんにゃく減脂（ヘルシー）うどん『これならいける！』

こんにゃくが入ることによって”こし”が
あり、のびにくい麺にゆであがりま
す。普通の蕎麦（乾麺）よりも美味
しいと評判です。

こんにゃくの中に厳選したそば粉を
練り合わせた本格的なこんにゃくそ
ばです。添付のそばつゆでお召し上
がり下さい。

◆こんにゃくパスタ

内容量　290g

こんにゃく麺を軽く炒め水分をとばし
た後、添付のソースをかけて炒める
だけ。ナポリタンとペペロンチーノの
２種類あります。

◆こんにゃくそば（乾麺タイプ） ◆蕎麦粉入りそばこんにゃく

内容量　200g　　定価　３５０円（税抜） 内容量　200g　　定価　２５０円（税抜）



◆昔ながらのところてん ◆こんにゃくの燻製『蒟くん』

定価　３００円（税抜）

ベリー、マンゴー、黒蜜き
な粉の３種類。３味MIXは
こんにゃくが２袋にソース
が各味付いています。

◆おやつもこんにゃく ◆ちょこっと酢っぱ

一口サイズのしそ風味の
こんにゃくを個包装にしま
した。おやつやお酒のお
つまみにぴったりです。

こんにゃくの燻製です。食
感はジャーキーに似てい
ます。ピリ辛味でお酒の
おつまみにも合います。

単品　各130ｇ　２２０円 内容量　8袋（約40g） 内容量　12袋（約60g） 内容量　40g

一口サイズのしそ風味の
こんにゃくを個包装にしま
した。おやつやお酒のお
つまみにぴったりです。

定価　40０円（税抜） 定価　４３０円（税抜）

◆板こんにゃく ◆糸こんにゃく ◆白滝 ◆生芋白滝(冬期のみ)

3味MIX　260ｇ　３９０円

缶蒸し製法で仕上げた
昔ながらの板こんにゃくで
す。大・中・小サイズあり
ます。

缶蒸し製法で仕上げた
昔ながらの糸こんにゃくで
す。大・小サイズありま
す。

缶蒸し製法で仕上げた
白滝は少し固めの食
感。大・中・小サイズあり
ます。

普通の白滝よりプリッとし
た食感があり味しみが良
いので煮物や鍋物にと
てもよく合います。

大（800g）　６００円 大（900g）　８００円 大（800g）　６５０円

中（480g）　３６０円 小（200g）　１７０円 中（400g）　３３０円 内容量　200g

小（220g）　１７０円 小（200g）　１７０円 定価　１７０円（税抜）

全て税抜価格 全て税抜価格 全て税抜価格

袋のままあたためるだけ。
甘いみそダレも付いてい
ますので、お手軽です。

袋のままあたためるだけ。
簡単で、夏は冷やしても
おいしく召し上がれます。

◆三角こんにゃく ◆串さしおでん ◆味付け済玉こんにゃく

定価　７４０円（税抜） 定価　６００円（税抜） 定価　４５０円（税抜）

味噌おでんにぴったりで
す。小さめの64枚入りと
大きめの32枚入りがあり
ます。タレは付きません。

◆辛子酢みそ ◆わさびしょうゆ ◆でんがくみそ

定価　各300円

（税抜） 25g×10袋セット 25g×10袋セット

内容量　32枚、64枚入り 内容量　10本入り 内容量　10粒入り

25g×10袋セット



下仁田ねぎ

◆十石みそ（粒・練り）（500g・1,000g）

32枚入　定価１，０００円 定価　３３５円（税抜） 定価　６００円（税抜） 定価　２９０円（税抜）

20枚入　定価　　７００円 内容量　160g 内容量　80g 内容量　1,000g

磯部温泉の名物、磯部
煎餅にこんにゃくを加えま
した。しっとりした食感でこ
んにゃくの香りがします。

揚げたてのポテトに下仁
田ねぎがからめてありま
す。さっぱりうす塩味。群
馬限定販売品です。

下仁田ねぎがふりかけに
なりました。ねぎの香ばし
さが美味です。ごはんや
おにぎりにどうぞ。

群馬県産の優良小麦
粉（中力粉）です。

◆こんにゃく煎餅 ◆下仁田ネギふりかけ ◆地粉

定価　３８０円（税抜） 定価　６００円（税抜） 定価　４５０円（税抜） 定価　６００円（税抜）

◆下仁田ねぎポテトチップス

内容量　500g 内容量　1,000g 内容量　350g 内容量　250g

下仁田のお隣・上野村の十石みそです。粒タイプと練りタイプ
の２種類、また大きさも500gと1,000gがあります。

おでん用のみそ。色々な
お料理にお使い頂けま
す。

香ばしく焼いた下仁田ねぎ
に味噌と青唐辛子を入れ
ました。ご飯に合います。

定価　1，000円（税抜）

内容量　100g 内容量　40g 内容量　15枚入り 内容量　30枚入り

ミネラルたっぷりのまいたけ
粉。お料理に混ぜてお召し
上がり下さい。

旬の下仁田ねぎを風味その
まま乾燥させました。お湯で
戻してお使い下さい。

定価１，２００円（税抜） 定価　３３０円（税抜） 定価　６0０円（税抜）

◆まいたけ粉 ◆下仁田ねぎ煎餅

お米に混ぜて炊く、ご飯のこんにゃくです。見た目も味も違和
感なく召し上がれます。とても簡単で、カロリーは通常の白米
に比べると30％も少なくなります。お米2合に対し1袋が目安で
す。

こんにゃく減米の新商品。お茶碗半膳分の温かいご飯に混
ぜるだけでお手軽です。「１杯だけカロリーを減らして食べた
い」時にお勧めです。

定価　４，３４０円（税抜）

☆印は　送料無料
　

定価　１５０円（税抜）
定価　２，０７０円（税抜）
定価　４，１３０円（税抜）
定価　７，７１０円（税抜）

単品(200g1袋) 定価　１７０円（税抜）
定価　２，２３０円（税抜）

☆　60袋セット

☆　31袋セット ☆　31袋セット

☆　60袋セット

15袋セット

単品（75g1袋）

15袋セット

◆こんにゃく減米『すぐたべ』

定価　７，３７０円（税抜）

◆こんにゃく減米

☆印は　送料無料

◆焼きネギ味噌◆手造りおでんみそ

下仁田ねぎ入りの香ばしいお煎餅です。お土産としてもとても
人気の一品です。15枚入りと30枚入りの２種類あります。



価格は全て税抜、◎印はメール便発送商品（送料別途２１０円）　　☆印は　送料無料

◎印はメール便発送商品（送料別途２１0円）☆印は送料無料

◆水酸化カルシウム

安価ですので煮物用のこんにゃくにはこちらがお薦めです。

◎内容量　100g　定価２0０円　　◎内容量500g　定価８５０円

◆貝殻焼成カルシウム

天然の貝殻を焼いて作ったもの。よりにおいを抑えられるので刺身こんにゃくにはこちらがお薦めです。

◎内容量　100g　定価３００円　　◎内容量500g　定価１，２７０円

◆こんにゃく生芋（11月頃～2月頃） ◆こんにゃく種芋（生子）（4月頃）

◆冷凍こんにゃく芋（3月頃～10月頃） ◆こんにゃく種芋（２年生）（4月頃）

◆皮むき済み冷凍こんにゃく芋（3月頃～10月頃）

※相場制ですので価格は変動します。在庫には限りがございます。

　 ご入用の際にはお問合せ下さいますようお願い致します。

約16,500g分 ８，０５０円

こんにゃく粉60g こんにゃく粉180g

乾燥おから120g 乾燥おから360g

特製スパイス・凝固剤付 特製スパイス・凝固剤付

◎定価１，１００円

◎3P 500g×3枚分 １，０００円

◎☆9P 500g×9枚分 ２，７００円

☆定価３，３００円 ☆業務用

レバ刺し風のこんにゃくを作るキットです。レバ刺しこん
にゃくの素と凝固剤のセットで、簡単に作れます。
500gのレバ刺し風こんにゃくが3枚出来る3P、9枚出
来る9P、16kg以上出来る業務用がございます。

出来上がり量 定価（税抜）

◆こんにゃく粉・有機こんにゃく粉

ご家庭でお手軽にこんにゃくを作れます。群馬県産
の上質・特等粉です。必要量の凝固剤（貝殻焼
成カルシウム）付き。粉50gで約250gのこんにゃくが6
～7枚作れます。有機はJASマーク付き。

内容量 定価 定価(有機)

◆レバ刺しこんにゃく手作りキット（3P・9P・業務用）

◎50g×2袋入 １，０００円 １，７６０円

☆50g×8袋入 ３，８００円 ５，０５０円

1kg入業務用 ６，48０円 ８，５７０円

◆まるでお肉ね！手作りキット（60・180）

こんにゃくの粉とおからで作るハンバーグのキットで
す。添付の特製スパイスでこんにゃく臭を極限まで
抑えられます。『60』で約3kgのハンバーグを作れま
す。低カロリーですので沢山召し上がって下さい。



※内容は変更になる場合がございます。
　 ご了承下さいますようお願い致します。

定価　３，０５０円（税抜） 定価　５，０００円（税抜）

定価　１，48０円（税抜） 定価　３，４００円（税抜）

◆蒟蒻そばと刺身蒟蒻
６束・箱入り

◆こんにゃくそば(乾麺)

◆蒟蒻の華A-30 ◆蒟蒻の華A-50

ﾍﾙｼｰﾀﾞｲｴｯﾄｾｯﾄ みそ漬け・粕漬けセット

定価　５，０００円（税抜）

◆蒟蒻百珍MG-50 ◆詰合せOK-20

冬用夏用
◆詰合せHG-50

◆蒟蒻百珍MG-30

定価　５，０００円（税抜）

◆蒟蒻百珍MG-20

◆こんにゃくセットE-10 ◆蒟蒻の華A-20

定価　１，０００円（税抜） 定価　２，０００円（税抜）

◆詰合せES-20 ◆詰合せES-30
夏用 冬用 夏用 冬用

定価　２，０００円（税抜） 定価　２，０００円（税抜） 定価　３，０００円（税抜） 定価　３，０００円（税抜）

◆詰合せHD-30 ◆詰合せ

おやつもこんにゃくセット

定価　３，０００円（税抜） 定価　２，０００円（税抜）

定価　２，０００円（税抜） 定価　３，０００円（税抜） 定価　５，０００円（税抜） 定価　２，０００円（税抜）



　江戸時代、将軍家に献上されていたことから別名「殿様葱」ともよばれる下仁田葱です。鍋物やす

き焼きにすると特有の風味と甘味が出て、そのとろけるような舌ざわりと味わいは、葱の中でも最高

のものと言えるでしょう。

　１１月下旬から１２月末までのわずかな期間の販売です。こんにゃくとセットで大変喜ばれており

ます。また葱のみのご注文も承っております。

定価　4,000円（税抜） 定価　5,000円（税抜） 定価　5,000円（税抜）

【参考写真＝Ｌサイズねぎ3,000円(税抜)分箱詰め】

※商品の価格には消費税が含まれております。

特産品セット しいたけ・特産品セット 舞茸・特産品セット
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