桐生地域 地場産センター

春 のおトク♬情報
【お得情報①】 4/13(土) , 4/14(日)10 時より各日 30 名様限定配布 !!

じばさん LINE 会員・メール会員の方に
桐生市新里産きゅうり（３本入り・定価 180 円）
を差し上げます !!

会員登録方法はコチラ （カンタンです）

皮が薄くて食べやすい♪ 鴨田園芸の きゅうり
※きゅうりのお渡しは、お一人様一袋限りとさせて頂きます

ご注意 !!
きゅうりのお渡しは、じばさん LINE 会員（もしくはメール会員）
であることが分かるもの（スマホに配信されたじばさん LINE 配信画面
など）をご提示頂いた方のみ対象となります
事前に会員登録がお済みでないと、ご来場および
列にお並び頂いてもきゅうりをお渡しできません

（読み：あっとまーく・きゅー・おー・える・6617・えっくす）

LINE 会員・メール会員になると…

会員限定プレゼント情報や月の市など
イベント情報を月１回程度お届けします

右の方法で事前に会員登録をお済ませください

期間限定（５月31日まで） 【おトク♬情報②】

ホール、会議室ご利用の方に
ホットコーヒー
ボトル 無料で
お 付けします

期間限定（５月31日まで） 【おトク♬情報③】

ドリンクバー「じばかふぇ」
1 時間 150 円 で利用可能 !!

期間限定（５月31日まで） 【おトク♬情報④】

じばさん オリジナルギフト
ご注文の方に「じばかふぇ」
無料券 を差し上げます !!

（税別）

（１枚）

・ホールご利用の方…ボトル３本（30名様分）

オープン２周年を迎えた時間制セルフ式
ドリンクバー「じばかふぇ」／お一人から
多人数まで利用可／30種類以上のドリンク
／完全禁煙／無料 Wiﬁ& 電源あり

・会議室ご利用の方…ボトル１本（１０名様分）
地場産センターでは、ホールや会議室の
施設貸出を行っております。
★最新ニュース★
ご使用日の１年前より予約の受付可能とな
りました !! 詳細はお問い合わせください

・通常価格 １時間 250円（税別）のところを
→ クーポン利用で １時間 150 円（税別）

桐生・みどりの地域産品を多数取り扱う
地場産センター販売コーナーでは、様々
な商品を組み合わせたギフト品をご提案
しております。
【ギフト品一例】
うどん＆めんつゆ詰合せ 3,030円（税別）

※ 受付時に下のクーポン券をご提示ください

※ 受付時に下のクーポン券をご提示ください

※ 受付時に下のクーポン券をご提示ください

おトク♬なクーポンは５月31日まで
じばさんクーポン①

【有効期間2019年５月31日まで】

ホール、会議室
ご利用の方に
ホットコーヒー
ボトル 無料で
お 付けします

５月３１日までにホール、会議室を
ご使用の方（お申込者様）限定／
クーポン１枚で１回の利用／
コピー利用不可

キリトリセン
じばさんクーポン②

【有効期間2019年５月31日まで】

じばさんクーポン③

【有効期間2019年５月31日まで】

ドリンクバー じばさん オリジナル
「じばかふぇ」 ギフトご注文の方に
「じばかふぇ」無料券
1 時間 150 円
を差し上げます !!
（税別）

で利用可能 !!

クーポン１枚で４名様まで利用可能／
コピー利用不可

（１枚）

じばさんオリジナルギフトを税込
三千円以上お買い上げの方限定／
クーポン１枚で１回の利用／
コピー利用不可

公益財団法人

桐生地域地場産業振興センター
〒376-0024 群馬県桐生市織姫町２−５

電話：0277-46-1011

桐生地域
地場産センター

E-mail : kanri@kiryujibasan.or.jp
休館日：月曜日
【販売コーナー営業時間】：９〜１８時
【じばかふぇ営業時間】：１０〜１７時

期間限定（５月31日まで）
期間限定（５月31日まで）

〜毎月第２土日に開催〜

桐生地域

じばさん月の市

（桐生市・みどり市）

の人気商品
を限定販売

桐生地域地場産センター１階「販売コーナー」内 特設会場

250 円

舟定

桜餅

こ まつ屋
道 明 寺 120 円

鴨田園芸

あざみ農園

桐生きのこ園

渡良瀬工房

舟定

きゅうり
（５本入り）324 円

ミニトマト 540 円

天然きのこ 300 円 〜

ベーコン 648 円

赤飯 388 円

450 円

横倉せんべい

黒胡椒せんべい

Eat( いーと )

天然酵母パン 180 円 〜

きつね

３種のいなり

︵しそ・ゆず胡椒・いなり︶

きつね

細巻き＆いなりセット

300 円

草 餅 120 円

やぎぱん

藤屋第一支店

10〜16 時 開 催

380 円

300 円

日

いなり寿司＆
春の菓子 フェア

土

ひもかわ いなり

13 日 . 14 日

若宮

湯葉入り五目いなり

4月

310 円

えごまクッキー 183 円

秩父地場産センター

他にも多 数 出 品 あり

・岡直三郎商店

（しょう油漬 青唐辛子）

桐生市内 縫製工場
直送価格 !!
しゃくし菜漬 380 円

・木島縫製（春夏物 婦人服）
など

～ 今後 開催する
イベント予定 ～

※ 価格は全て税込表記です。／写真はイメージのため実際の商品と異なる場合がございます。／数量限定につき売切れの場合がございます。／
事情により商品内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

5月

11
土

日.

12 日
日

じばさん
月の市

毎月第２土日に開催 !!

５月の月の市では、
新たに柏 餅 などの

出品を予定しています

6月

8 日 . 9日
土

日

じばさん
月の市
＆

7月

13 日 . 14 日
土

日

じばさん
夏の市

全国お取り寄せ品予約会

例年４０社以上が出展する 夏の

信玄餅や抹茶大福など人気商品の予約会を

者の募集を開始予定（詳しくは

【夏の市で即完売の人気商品を予約できます】
行います。商品は翌月に開催する
「夏の市」
会場でお渡しします。

大イベント !!４月中旬より出展

事務局までお問い合わせください）

じばさん月の市

会場

桐生地域地場産センター １階「販売コーナー」
月の市開催時間 10〜16 時

公益財団法人 桐生地域地場産業振興センター
〒376-0024 群馬県桐生市織姫町 2-5
【お問合わせ先】電話 0277-46-1011

