平成30年度 尾瀬の郷片品村ふるさと納税
＊受付終了日・配送日時は変更になる場合があります。
寄附
金額

尾瀬の郷 福袋内容
４月～１０月末 受付

１１月～３月 受付

◎ 尾瀬ブランド品
(受付・配送 通年) 内容の変更あり
『尾瀬ブランド』は片品村の厳しい自然環境の中で、生産・加工された、尾瀬
の郷片品の名にふさわしい安全で質の高い優れた商品です。

◎ 片品村産 舞茸 約750ｇ （受付・配送 通年）
片品村では昭和54年ごろから舞茸を施設で栽培しています。
自然光栽培のため、色がよく香りもとても良いです。
５千円 Ⓐ
バター炒めや天ぷらにしてご賞味ください。

◎ 片品村産 新鮮野菜セット
(発送時期 ６月～１０月)
受付終了１０月末まで
片品村は寒冷地のため、昼夜の温度差
が大きく、暖地より甘い野菜が育ちます。
片品村の大自然から生まれたおいしいと
れたて野菜をご賞味ください。
（発送月により野菜の種類が変わりま
す。）

◎ 片品のおいしい水（２Ｌ×６本）

11月～3月は受付しておりません

５ケース (受付・配送 通年)

片品村は、尾瀬の大自然からの贈り物、湧水が溢れています。自然に生まれ
た絶妙なミネラルバランスを一切操作することなくそのまま湧水地で直接パック
（高性能フィルター処理）しました。本来の水が持つ『甘み』を体感ください。
平成の名水百選『尾瀬の郷片品湧水群』から採取した水を使用した天然水で
す。

◎ ソーセージ・ハム他 詰め合わせセット （受付・配送 通年）
1万円
以上

(株)シェモワは、ドイツのシュバルツ地方と気温・湿度などの自然環境がよく似
ている尾瀬武尊高原で独自の調理法により、ハム、ソーセージを造っています。

◎ 片品村産 大白大豆手作り味噌

１パック（９００ｇ）×3個
(受付・配送 通年)

原料となる『大白大豆』は、片品村の特産で、一般の大豆に比べ甘み・コクがあ
ります。 『平成の名声百選』の片品湧水で熟成された昔ながらの手作り味噌で
す。

※写真はイメージです。
お礼の品

寄附
金額

尾瀬の郷 福袋内容
４月～１０月末 受付

１１月～３月 受付

◎ 尾瀬ドリーム豚 ロース切り身＆バラスライスセット
(受付・配送 通年）ﾛｰｽ切り身（５枚 約450ｇ） ﾊﾞﾗｽﾗｲｽ(約450ｇ)
尾瀬ドリーム豚とは群馬県内の恵まれた環境で飼育され徹底した選別により安
心安全に管理された豚です。

◎ 片品産花豆アイス

１２個入り

（受付・配送 通年）

花豆は標高８００ｍ以上でないと大粒のものは生産されないといわれていま
す。標高８００ｍ以上の片品村で育った甘い花豆がみるくあいすと出逢いまし
た。

片品村親善大使
◎ たかの友梨ビューティークリニック
(受付・配送 通年）

エステファクト ハンドクリーム
（ 80ｇ ）

1万円 ※エステファクト ハンドクリーム （80ｇ）
以上 魅せる手にメイクするハンドクリームエステファクトハンドクリーム、
たかの友梨オリジナル成分でハリ・ツヤ・潤いのある手肌へ導きます。

◎ 片品村産 トマト １箱 約４㎏
(発送時期 ８月～９月)
受付終了 ８月末まで

11月～3月は受付しておりません

天候等の影響で希望に添えない場合も
ございますのでご了承願います。

◎ 片品村産とうもろこし10～12本
(発送時期 ８月)
受付終了 ８月中旬まで

11月～3月は受付しておりません

天候等の影響で希望に添えない場合も
ございますのでご了承願います。

◎ 片品村産 りんご 数量限定
（お１人様１箱）
（発送時期１１月下旬～１２月上旬）
4月～10月は受付しておりません

甘くておいしい、ふじりんごです。天候等
の影響で希望に添えない場合もございま
すのでご了承願います。

お礼の品

寄附
金額

尾瀬の郷 福袋内容
４月～１０月末 受付

１１月～３月 受付
◎ 片品村の白餅 5パック
(１パック８枚入り 約４００ｇ)

4月～10月は受付しておりません

1万円
以上

片品産のもち米は、山々からの豊富な
湧き水と昼夜の温度差で、柔らかくふっく
らとした赤飯や、こしが強く滑らかな餅が
できると昔から評判です。

２０１９シーズン有効
◎ スキーリフト券 １日券

準備中
平成30年11月に
(例） 2万円寄附・・・2枚
詳細が決定します。
5万円寄附・・・5枚 となります。
寄附金額が変更す
(発送時期１２月～)
受付終了３月上旬まで
ることもございます
のでご了承ください。
村内5つのスキー場で利用可能です。スキー場によって
１万円の寄附で１枚となります。

4月～10月は受付しておりません

営業期間が異なりますので、スキー場にお問い合わせく
ださい。

◎ もち豚・ソーセージ他 詰め合わせセット （受付・配送 通年）
(株)シェモワは、ドイツのシュバルツ地方と気温・湿度などの自然環境がよく似
ている尾瀬武尊高原で独自の調理法により、ハム、ソーセージを造っています。

◎ たかの友梨ビューティークリニック
パープル洗顔セット
（受付・配送 通年） ・クレンジングウォーター（420㎖） ・Wエッセンスソープ （90ｇ）
・洗顔ネット(非売品）
・ソープディッシュ（非売
品）

２万円以
上

※ クレンジングウォーター（420㎖）
ふきとりタイプで、落ちにくい口紅や、ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌﾏｽｶﾗもスッキリ。
クレンジングなのに、SCサイエンスAAA（保湿成分）含有エキスをはじめ、
贅沢美容成分を配合。しっかりメイクや毛穴の汚れをオフしながら、しっとりと
うるおいのある肌へと導きます。
※ Wエッセンスソープ（90ｇ）
厳選された３つの幹細胞由来保湿成分※1と、プラチナ※1の出会い
が生み出したSCサイエンスAAA（保湿成分）※1配合の洗顔石鹸です。
毛穴の汚れや老廃物をスッキリ落とす「クリアソープ層」と洗顔中にお肌
にうるおいを与える「うるおいソープ層」で「スッキリ」と「しっとり」を一度
に叶えるW構造の石鹸です。
◎ たかの友梨ビューティークリニック ・オールインワンジェル10EX （30ｇ）
(受付・配送 通年）
・ピュアリッチセラム（ミニ） （10㎖）
・オールインワンジェル10EX（ミニ） （8ｇ）
※オールインワンジェル10EX （30ｇ） ※オールインワンジェル10EX(ﾐﾆ)8ｇ
年齢サインの感じやすい目元用のクリームが新登場。
たかの友梨オリジナル成分でハリ・ツヤ・潤いのある目元へ導きます。
※ピュアリッチセラム（ミニ） （10㎖）
ふっくらと弾むようなハリ感、輝くようなつや感、潤いに満ちた透明感を叶え
贅沢なまでに煌めく、まばゆい素肌に導きます。

お礼の品

寄附
金額

尾瀬の郷 福袋内容
４月～１０月末 受付

１１月～３月 受付

◎いい旅かたしな おもてなし宿泊チケット 1冊
(受付・配送 通年)
２万円以
上

＊有効期限 発行日から１年間

村内の宿泊施設・尾瀬の山小屋の宿泊券として
ご利用できます。
※現金との交換はできません。額面以下でのご利用の場
合おつりはでません。

◎ たかの友梨ビューティークリニック
（受付・配送 通年）

エッセンスパウダー
（23ｇ）

※エッセンスパウダー （23ｇ）
24時間OK！ スキンケアにも使える美容パウダー♪
ロングセラー商品「セルシャンテ トランスパランス」に「エストファクト美容
成分」を配合することで、スキンケア効果がパワーアップしました！
どんな肌色にもマッチするプレストパウダー。しっとりとした感触で肌にフィットします。
気になる部分をソフトフォーカス効果で自然にカバーし、24時間クリア感あふれる明るく
きれいな肌を演出します。
メイク用とスキンケア用で、用途を分ける為のパフ2つ付き！
特徴
(1)メイクとスキンケアを兼ね備えた５つの機能
(2)45種類の美容成分でお肌にうるおいチャージ
(3)7種類の機能性パウダー配合
(4)天然精油によるアロマの香り
３万円
以上

◎ 尾瀬の湧水 ウォーターサーバー用 （４Ｌ×４本）４ケース
(受付・配送 通年)
４Ｌ用ウォーターサーバー対応ボトルとなります。

◎ ウォーターサーバー 温冷両用タイプ (４Ｌボトル用)
（受付・配送 通年）
寸法 【本体のみ】
横２７×幅３０×高さ３６．５ｃｍ 重さ 約３ｋｇ
【ボトル装着時】
横２７×幅３０×高さ５２ｃｍ
重さ 約７ｋｇ

お礼の品

寄附
金額

尾瀬の郷 福袋内容
４月～１０月末 受付

１１月～３月 受付

◎ たかの友梨ビューティークリニック
（受付・配送 通年）
（写真左から） ・オールインワンジェル10EX（30ｇ） ・ピュアリッチセラム（50㎖）
・アクアローション（200㎖）
・CCクリーム（40ｇ）
※オールインワンジェル10EX （30ｇ）
年齢サインの感じやすい目元用のクリームが新登場。
たかの友梨オリジナル成分でハリ・ツヤ・潤いのある目元へ導きます。
※ピュアリッチセラム （50㎖）
ふっくらと弾むようなハリ感、輝くようなつや感、潤いに満ちた透明感を叶え
贅沢なまでに煌めく、まばゆい素肌に導きます。
※アクアローション （200㎖）
みずみずしいテクスチャーで、すばやくなじみうるおう高保湿化粧水。
お肌に素早くなじみ、すみずみまでうるおいを与えます。
ボディーローションとしてもおすすめです！！
※CCクリーム （40ｇ）
SPF50+・PA++++で、紫外線はしっかりカット。
植物幹細胞由来保湿成分※1をプラチナに被覆したSCサイエンスAAA※2
（保湿成分）含有エキスも配合。
さらに、紫外線吸収剤は一切使用していないノンケミカル処方なので、
お肌にやさしく、メイクしながらスキンケアできる嬉しいCCクリームです。
※1 アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス
※2 3つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス：保
湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成分です。

◎ たかの友梨ビューティークリニック

（受付・配送

通年）

・EFホイップシャンプー（450㎖）・EFホイップトリートメント（450㎖）・EFボディクリーム（500ｇ）

5万円以
上
※EFホイップシャンプー （450㎖）

プレミアムな泡で洗うこすりダメージ解消シャンプー
美容成分で毛髪を補修し健やかな毛髪を目指します。
たっぷりの泡でもみ洗いすることでダメージから髪を護ります。
専用容器は一般的な容器の「4倍以上」の泡量！たっぷり泡で包み込む
「新感覚なヘアケア」！毛穴と同じ約0.2mmの泡が汚れをからめとり、
健やかな頭皮環境をつくります。
髪の主成分であるケラチンを組み合わせた洗浄成分を使用。
ケラチンを補充しながら髪を洗うため、ハリコシを与えます。
ケラチンやCMCなどの毛髪補修成分のほか、髪や頭皮にも良いと
される、リンゴ幹細胞エキス、プラチナナノコロイドを配合。
美しいツヤ髪へ導きます。
※EFホイップトリートメント （450㎖）
油分90％カットでふんわり仕上がりに。通常のクリーム状トリートメントは、
クリーム状にする為に油分が多く含まれていますが、ホイップトリートメントは
油分量を極力低くして配合。年齢とともにへたりがちな髪をふんわりヘアーに
仕上げます。クリーム状のトリートメントと異なり、髪につけると液状になるので、
内部へ浸透補修します。 油分をカットしている分、速くドライできるので
ドライヤー熱の負担を軽減！美しいツヤ髪へ導きます。
※EFボディクリーム （500ｇ）
たかの友梨の長いエステの歴史と、そこに存在するFact（真実）から生まれた
エステティシャンコスメ「たかの友梨 エステファクト」のボディクリームです。
厳選された３つの幹細胞由来保湿成分※1をプラチナに被覆させた
ＳＣサイエンスＡＡＡ※2を配合。
コクのあるリッチなクリームをお肌に乗せると、スルスルととろけるように馴染み、
女性らしい柔らかなしっとり肌へ導きます。
※1 アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス。
※2 ３つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス：保
湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成分です。

お礼の品

寄附
金額

尾瀬の郷 福袋内容
４月～１０月末 受付

１１月～３月 受付

◎いい旅かたしな おもてなし宿泊チケット
5万円以
上

(受付・配送 通年)

3冊

＊有効期限 発行日から１年間

村内の宿泊施設・尾瀬の山小屋の宿泊券としてご利用できます。
※現金との交換はできません。額面以下でのご利用の場合おつりはでません。

◎ 尾瀬の湧き水 ４Ｌ×４本 １ケースを１0回 定期配送（月１回）
※サーバーはついておりません。
◎ たかの友梨ビューティークリニック
（受付・配送 通年）
・ディープジェル２５（50ｇ） ・ディープセラム（65㎖）
・アイクリーム（18ｇ） （ローラー付）

8万円以
上

※ディープジェル２５ （50ｇ）
肌の保湿環境を底上げする３つのペプチドをゴールドに被覆させた新成分、
GFサイエンスAAA（保湿成分）※5を新たに配合。たかの友梨が推奨するオイル
美容処方も加えたことで、これ１つで、乳液・化粧水・美容液・クリーム・パック
・化粧下地に加え、濃厚リッチなオイルパックの7つの機能を実現しました。
オールインワンジェルなのに、まるでオイルパック後のようなリッチな艶めき肌に
導きます。
※ディープセラム（65㎖）
うるおう土台づくりを！
ふっくらと弾むようなハリ感、輝くようなつや感、潤いに満ちた透明感を叶え
贅沢なまでに煌めく、まばゆい素肌に導きます。
※アイクリーム（18ｇ）
年齢サインの感じやすい目元用のクリームとなります。
たかの友梨オリジナル成分でハリ・ツヤ・潤いのある目元へ導きます。

◎いい旅かたしな おもてなし宿泊チケット
8万5千
円以上

(受付・配送 通年)

5冊

＊有効期限 発行日から１年間

村内の宿泊施設・尾瀬の山小屋の宿泊券としてご利用できます。
※現金との交換はできません。額面以下でのご利用の場合おつりはでません。

◎ 尾瀬の湧き水 ４Ｌ×４本
１ケースを１２回 定期配送（月１回）
ウォーターサーバー(温冷両用タイプ)付き
１2万円
以上

◎ 花の駅・片品 花咲の湯
入浴半年間パス（2枚）

お礼の品

寄附
金額

17万円
以上

尾瀬の郷 福袋内容
４月～１０月末 受付
１１月～３月 受付
◎ たかの友梨ビューティークリニック EFプラチナ4点セット
（受付・配送 通年）
(写真左から)
※ ファーストミルクＶ１ (150㎖）
乳液です。洗顔直後のお肌をうるおいのヴェールで包み込み
柔らかく整えます。
※ エッセンスＶ１ （200㎖）
ミスト状化粧水です。
※ ディープモイストV1 （45ｇ）
クリームです。おしみない美容成分と深いうるおいで お肌を満たし、
パンッとしたハリ肌へと導きます。
※ バイオセルロースマスク （18㎖×6枚）

お礼の品

厳選された３つの幹細胞由来保湿成分と、プラチナの出会いが生み出した
SCサイエンスAAA（保湿成分）が、ふっくらと弾むようなハリ感、輝くような
つや感、潤いに満ちた透明感を叶え贅沢なまでに煌めく、まばゆい素肌に導きます。
20年以上に渡り愛され続けるロングセラーコスメ「セルシャンテ クリスタル」の2大ブランドがひと
つになりました。 「エステファクト」の特徴成分である３つの幹細胞由来保湿成分※1をプラチナ
に被覆させたＳＣサイエンスＡＡＡ※2と、「セルシャンテ クリスタル」の特徴成分である肌の奥ま
で成分を届けるV1ソームカプセルをはじめ、2大ブランドの融合により、美容成分の数は今まで
の2倍以上に！ 高機能総合クリーム『ディープモイストＶ１』は、つけた瞬間から濃厚な美容成分
が肌のすみずみまでアプローチし、あふれるようなうるおいと弾力あるハリ、眩いほどのクリア感
を呼び覚まします。
※1 アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞
エキス。
※2 ３つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロ
ンフェルギネウム葉培養細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成分です。

小暮真望氏 シルクスクリーン版画 29作品
7万円
から
250万円

寄附金額に応じて作品が選べますので、詳しくは片品村ホームページ又は
ふるさと納税サイト『ふるさとチョイス』をご覧ください。
（作品一覧表もありますので、片品村役場までお問い合わせください。）

お問い合わせ先
〒378-0498 群馬県利根郡片品村大字鎌田3967-3
片品村役場総務課 ふるさと納税係
℡：0278-58-2117 FAX：0278-58-2110
E-mail：furusato@vill.katashina.gunma.jp

【ふるさと納税(寄附金)】の制度については総務省ホームページを、片品村の取り組みは
村ホームページ及びポータルサイト『ふるさとチョイス』をご覧ください。

