
【返礼品なし】新型コロナウィルス対策

支援
片品村産ハラペーニョやみつき生姜1袋 菊いものたまり漬け１袋

片品村産ダケカンバ石けん(小)3個セッ

ト

2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

返礼品なしの寄附となります。寄附金

は、片品村での感染拡大防止、観光

業支援の取り組みに活用させていただ

きます。コロナの影響で、観光客の現象

により、片品村の宿泊施設及び観光

施設等が大打撃を受けております。小

さくても輝く村、片品村を応援してくださ

い！

ハラペーニョは辛さは中程度の青唐辛

子です。ハラペーニョの辛さと生姜で身

体の中からぽかぽかに！

生姜には、糖尿病のリスクを下げる、生

理痛を和らげる、胃腸の調子を整える

など様々な効能があるといわれていま

す。

1袋180g

片品村の菊いもをたまり漬けにしまし

た。菊いもは、ゴボウと同じキク科の野

菜で「イモ」ではないので、デンプンはほと

んど含まれず、水溶性食物繊維「イヌリ

ン」が多く含まれています。

菊いもには、血糖値の上昇を抑える、

腸内環境を整える、血圧の上昇を抑え

るなど、様々な効能があるといわれてい

ます。

1袋180g

片品村の尾瀬ブランド品に認定されて

いる石けんです。丸沼高原スキー場

（日本製紙菅沼社有林）に自生する

ダケカンバの樹液を原料とした石けん

で、泡立ちがよく溶けにくい無香料・無

着色の自然の恵みをつめこんだ保湿効

果のある手作り石けんです。

1個 10g

片品村産ダケカンバ石けん(大・小)各1

個セット

菊いものたまり漬け＆菊いもの酒粕味

噌仕込みセット
片品村産 はらぺーにょ味噌2個セット えごまの葉みそ（瓶）2個セット

3,000円 3,500円 4,000円 4,000円

片品村の尾瀬ブランド品に認定されて

いる石けんです。丸沼高原スキー場

（日本製紙菅沼社有林）に自生する

ダケカンバの樹液を原料とした石けん

で、泡立ちがよく溶けにくい無香料・無

着色の自然の恵みをつめこんだ保湿効

果のある手作り石けんです。

（大）1個 80g、（小）1個10g

片品村の菊いもをたまり漬けと酒粕味

噌で仕込みました。菊いもは、ゴボウと

同じキク科の野菜で「イモ」ではないの

で、デンプンはほとんど含まれず、水溶

性食物繊維「イヌリン」が多く含まれて

います。菊いもには、血糖値の上昇を

抑える、腸内環境を整える、血圧の上

昇を抑えるなど、様々な効能があるとい

われています。  1袋180g

片品村産のハラペーニョを使用した辛く

て美味しい調理味噌です。

ハラペーニョは、青唐辛子で辛さは中程

度。

製造されている尾瀬食品さんによるとお

肉につけて食べたり、ラーメンに入れて食

べるのがおススメだそうですが、他にも

色々と利用できそうです！

1瓶130g

お酒のおつまみや炊きたてご飯にのせて

食べたり、サラダに乗せたり、色々なアレ

ンジが可能です♪

1瓶130g

えごま入り黒酢生姜（瓶）2個セット えごまドレッシング2本セット 尾瀬 万里姫どうふセット A 片品村産舞茸

4,000円 4,000円 5,000円 5,000円

生姜とえごまを使用し黒酢で味付けを

した贅沢な一品です。ご飯のお供はもち

ろん、冷や奴や納豆、いなり寿司と併

せても美味しくお召し上がりいただけま

す。

1瓶160g

「尾瀬食品」でリピーターの多いえごまド

レッシングの２本セットが登場しました。

片品村産のえごまを使用した風味豊か

でコクのあるドレッシングです。

サラダはもちろん、うどんやしゃぶしゃぶの

つけダレにもおすすめです！

1本200ml

片品村の気候風土で育った希少大豆

「大白」と平成の水百選「尾瀬の里片

品湧水群」の水を使用した「万里姫ど

うふ」。自然が織りなすふくよかな甘味と

豊かなコクをどうぞご堪能ください。

ざる豆腐各180g:プレーン・ゆず・枝豆、

豆乳1本200ml

片品村では、昭和54年頃から施設で

栽培をしており、自然光栽培により色

が濃くかおりもとてもよいです。バター炒

めや天ぷらにしてご賞味ください。

750g

群馬県 片品村　ふるさと納税お礼の品一覧



片品村産りんごジュース(大)

2本セット
片品村産　花豆セット まいたけベリーマッチ 2個セット 炭のオブジェ(1ヶ)

5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

片品村の寒暖差を利用した甘くておい

しいりんごジュースです！濃厚な味わい

をお楽しみください。

1本1000ml

片品村で生産している花豆甘納豆の3

種類詰め合わせセット★お茶のお供に

最適的なお茶菓子です！それぞれの味

をお楽しみください！

プレゼントにも最適なサイズで「道の駅

尾瀬かたしな」でも大変売れています！

片品村産の舞茸をふんだんに使った万

能ソース。一度食べたらやみつきに！パ

ンやクラッカーに塗って食べるも良し、パ

スタに絡めるも良し、美味しいレシピは

包装紙に書いてあります。

片品村の炭の間伐材を炭にしました。

炭には、消臭、浄化作用があるといわ

れています。片品村の森で育った好み

などを使用し小さな尾瀬片品村を表現

しました。贈り物としてもいかがでしょう

か。オブジェは炭の汚れがつきますので、

ご注意ください。

炭アクセサリー　ネックレス(1本)
炭アクセサリー

ピアス o rイヤリング (1組)
もち豚 ハンバーグ10個セット もち豚 ハンバーグ・ソーセージセット

5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

尾瀬木炭を使用した、ネックレスです。

片品村の森育ちの、細かい年輪が刻ま

れたケヤキ・ナラ・クルミを仕様。炭の色

が衣服や肌に映らないよう何度も試行

錯誤を重ねた作品で、色移りの心配も

ありません。小さな炭を焼き、一つ一つ

丁寧に磨き、製作されています！

尾瀬木炭を使用した、ピアス・イヤリング

です。片品村の森育ちの、細かい年輪

が刻まれたケヤキ・ナラ・クルミを仕様。

炭の色が衣服や肌に映らないよう何度

も試行錯誤を重ねた作品で、色移りの

心配もありません。小さな炭を焼き、一

つ一つ丁寧に磨き、製作されていま

す！

ハム工房シェモワから肉の旨味がたっぷ

りなもち豚と片品村の湧き水を使ったハ

ンバーグが登場しました。焼かずに湯煎

で15分程度温めるだけで肉汁たっぷい

りの美味しいハンバーグが楽しめます。

130g×10個

ハム工房シェモワのハンバーグとソーセージ

のセットです。ハンバーグは焼かずに湯煎

で15分ほど温めるだけで肉汁たっぷりの

美味しいハンバーグが楽しめます。

もち豚ハンバーグ130g×3個

ナチュラル(粗挽き)ソーセージ5本入り1

袋

尾瀬ビルソーセージ5本入り1袋

＊尾瀬ビル＝行者にんにく

片品村産ダケカンバ石けん(大)2個セッ

ト
無添加こだわりパン・ケーキセットA

えごま・くるみ・さわびと胡麻 ドレッシング

3本セット

片品村産　甘酒1本&トマトジュース

(小)(無塩)2本

5,000円 5,500円 6,000円 6,000円

片品村の尾瀬ブランド品に認定されて

いる石けんです。丸沼高原スキー場

（日本製紙菅沼社有林）に自生する

ダケカンバの樹液を原料とした石けん

で、泡立ちがよく溶けにくい無香料・無

着色の自然の恵みをつめこんだ保湿効

果のある手作り石けんです。

1個 80g

片品村で親しまれている「渡辺製菓」。

無添加にこだわり、一つ一つ丁寧に作

られたパンとケーキのセットです。

花豆パンは、尾瀬ブランドにも認定され

ていて、大粒の花豆がごろごろ入ってい

ます。

花豆パン、えごま塩パン、ガトーサボア各

１ヶ

「尾瀬食品」で人気のドレッシングのセッ

トが登場しました！

・片品村産のえごまを使用した風味豊

かでコクのある濃厚なえごまドレッシング

・クリーミーで濃厚な味わいのくるみドレッ

シング

・わさびの茎を使用したさっぱりとした中

にもコクのあるわさびと胡麻のドレッシン

グ

1本200ml

大自然の澄んだ空気と清らかな水で育

んだ片品村米100%の糀甘酒と甘くて

おいしい片品村産のトマトで作ったジュー

スがセットになりました！是非ご堪能く

ださい(トマトジュースは無塩です)。

甘酒500ml、トマトジュース180ml



片品村産　甘酒1本&トマトジュース

(小)(有塩)2本

片品村産りんごジュース(大)＆トマト

ジュース(大)(無塩)

片品村産りんごジュース(大)＆トマト

ジュース(大)(有塩)

片品村産トマトジュース(小)

5本セット(無塩)

6,000円 6,000円 6,000円 6,000円

大自然の澄んだ空気と清らかな水で育

んだ片品村米100%の糀甘酒と甘くて

おいしい片品村産のトマトで作ったジュー

スがセットになりました！是非ご堪能く

ださい(トマトジュースは有塩です)。

甘酒500ml、トマトジュース180ml

片品村産のりんごジュースとトマトジュー

スがセットになりました！濃厚な味わい

をお楽しみください（トマトジュースは無

塩となります）。

1本1000ml

片品村産のりんごジュースとトマトジュー

スがセットになりました！濃厚な味わい

をお楽しみください（トマトジュースは有

塩となります）。

1本1000ml

片品村産の甘いトマトジュースです！！

こちらの商品は無塩となります。

1本180ml

片品村産トマトジュース(小)

5本セット(有塩)
Lammin 季節のジャム２種 手作り味噌 詰め合わせセット 尾瀬ブランド品(加工品3品目入り)

6,000円 6,000円 6,000円 7,000円

片品村産の甘いトマトジュースです！！

こちらの商品は有塩となります。

1本180ml

片品村に新しくオープンした「菓子工房

Lammin」。新鮮な果物等（主に片品

村産）をたっぷりと使用したその時期

旬のジャムを２種類お届けします。

砂糖は少なめに果物の甘みを感じられ

る程度に、煮詰めも最低限、果物の香

りが引き立つ程度にしています。

※12,2,3月は繁忙期のため受付を停

止いたします。

片品村産大白大豆を使用した手作り

味噌が登場。みょうが・ふきのとう・山

椒、片品村ならではの3種類をご用意

しました！ご飯が進む一品です！

※在庫切れの場合はご連絡いたしま

す。

『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。その中から選ん

でお届けいたします。花豆アイス・くるみ

餅・尾瀬びるソーセージの3品の配送と

なります。

くるみ餅1箱6個入り、花豆アイス3個、

尾瀬びるソーセージ5本入り1袋

※尾瀬びる＝行者ニンニク
甘酒1本&トマトジュース（大)1本セット

(有塩)

片品村産 トマトジュース(大)

2本セット(無塩)

片品村産 トマトジュース(大)

2本セット(有塩)
尾瀬 万里姫どうふセット B

7,000円 7,000円 7,000円 7,000円

大自然の澄んだ空気と清らかな水で育

んだ片品産米100%の糀甘酒と甘くて

おいしい片品産のトマトで作ったジュース

がセットになりました！是非ご堪能くださ

い（トマトジュースは有塩です）。

甘酒500ml、トマトジュース1000ml

片品村産の甘いトマトジュースです！！

こちらの商品は無塩となります。

1本1000ml

片品村産の甘いトマトジュースです！！

こちらの商品は有塩となります。

1本1000ml

片品村の気候風土で育った希少大豆

「大白」と平成の水百選「尾瀬の郷片

品湧水群」の水を使用した「万里姫ど

うふ」。自然が織りなすふくよかな甘みと

豊かなコクをご堪能ください。

ざる豆腐プレーン・枝豆各400g、揚げ

豆腐 中



Lammin 焼き菓子セット A
尾瀬のおいしい水(2L×6本)

3ケース

尾瀬の郷ハム・ソーセージ他詰め合わせ

セット

尾瀬かたしな産米100%

糀のちから　甘酒 3本

8,000円 9,000円 10,000円 10,000円

片品村に新しくオープンした「菓子工房

Lammin」。人気の焼き菓子６種類10

個が入っています。

作りたての味を大切にしたシンプルな美

味しさ。心温まる、笑顔になるお菓子を

お届けいたします。

※12,2,3月は繁忙期のため受付を停

止いたします。

片品村は、尾瀬の大自然からの贈り

物、湧き水が溢れています。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。

(株)シェモアは、ドイツのシュバルツ地方

と気温・湿度など自然環境がよく似て

いる尾瀬武尊高原で独自の調理方法

によりハム・ソーセージを造っています。

尾瀬国立公園と日光国立公園の

山々に囲まれ、大自然の澄んだ空気と

清らかな水で育んだ片品産米100%の

糀甘酒。滑らかな口当たり、さらりとし

た飲みくち。ノンアルコール&糖類無添

加

1本500ml

片品産 トマトジュース(大)

3本セット(無塩)

片品産 トマトジュース(大)

3本セット(有塩)

片品産 甘酒1本&トマトジュース

(大)(無塩)×2本

片品産 甘酒1本&トマトジュース

(大)(有塩)×2本

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

片品村産のトマトを使用した美味しい

ジュースとなります。こちらは、無塩タイプ

となります。

1本1000ml

片品村産のトマトを使用した美味しい

ジュースとなります。こちらは、有塩タイプ

となります。

1本1000ml

大自然の澄んだ空気と清らかな水で育

んだ片品産米100%の糀甘酒と甘くて

おいしい片品産のトマトで造ったジュース

がセットになりました！是非ご堪能くださ

い(トマトジュースは無塩です)。

甘酒500ml、トマトジュース1本1000ml

大自然の澄んだ空気と清らかな水で育

んだ片品産米100%の糀甘酒と甘くて

おいしい片品産のトマトで造ったジュース

がセットになりました！是非ご堪能くださ

い(トマトジュースは有塩です)。

甘酒500ml、トマトジュース1本1000ml

尾瀬の郷 花豆アイス12ヶ入り 尾瀬 万里姫どうふセット C
尾瀬の郷片品村産大白大豆味噌

(手作り味噌) 900g×3パック
片品村 特産品詰め合わせセット

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

花豆は標高800m以上でないと大粒の

花豆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。是

非、ご賞味ください。

片品村の気候風土で育った希少大豆

「大白」と平成の水百選「尾瀬の郷片

品湧水群」の水を使用した「万里姫ど

うふ」。自然が織りなすふくよかな甘みと

豊かなコクをご堪能ください。

ざる豆腐プレーン600g、ゆず・枝豆ざる

豆腐各400g、揚げ豆腐 大

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。『平成の名水百選』の片品

湧水で熟成された昔ながらの手作り味

噌です。『尾瀬ブランド』に認定された商

品となります。

片品村にある特産品の中から選りすぐ

りをご用意！「道の駅尾瀬かたしな」で

最も売れている商品を詰め込みまし

た！えごまドレッシング・まいたけベリー

マッチ・花豆甘納豆2種類・ジャム(指定

なしの場合はブルーベリー)・ジュース(指

定なしの場合はりんごジュース)。写真は

イメージです。ジャムとジュースのパッケー

ジは変更になる場合がありますのでご了

承ください。



おためし券(道の駅尾瀬かたしな、花の

駅花咲の湯、寄居山温泉ほっこりの湯)

尾瀬のおいしい水(500ml×24本)3ケー

ス(72本)
Lammin 焼き菓子セットB

尾瀬の郷片品村　干しそば・干しうど

ん詰め合わせ

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

片品村振興公社株式会社が運営して

いる3つの施設で利用可能なチケットで

す。3つの施設内であれば、入館料、飲

食代、土産代等、すべてで使用可能で

す。道の駅尾瀬かたしな、花の駅花咲

の湯、寄居山温泉ほっこりの湯で使用

可能。

500円×6枚の3千円分となります。

有効期限は、発行から1年となります。

人気の尾瀬のおいしい水に持ち運びに

便利な500mlが登場しました。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。自

然に生まれた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。

★PH値:約7   ★硬度:約22mg/L(軟

水)

片品村に新しくオープンした「菓子工房

Lammin」。人気の焼き菓子9種類が

入っています。

作りたての味を大切にしたシンプルな美

味しさ。心温まる、笑顔になるお菓子を

お届けいたします。

※12,2,3月は繁忙期のため受付を停

止いたします。

昭和３３年に創立された「横坂製

麺」。大自然を有する尾瀬の麓、平成

の水百選「尾瀬の郷片品湧水群」の

水を使用して作られた美味しい麺です。

贈り物はもちろんご自宅用としても満足

していただけると思います。

干しそば・干しうどん各200g×各５袋

※年内の受付は11月まで、年始は1月

中旬より受け付け開始予定です。

尾瀬の郷片品村　干しそば・冷麦詰

め合わせ
無添加こだわりパン・ケーキセットB

尾瀬の郷ソーセージ・ハム・ジャーキー他

詰め合わせセット

いい旅かたしなおもてなし宿泊チケット

1冊

10,000円 11,000円 20,000円 20,000円

昭和３３年に創立された「横坂製

麺」。大自然を有する尾瀬の麓、平成

の水百選「尾瀬の郷片品湧水群」の

水を使用して作られた美味しい麺です。

贈り物はもちろんご自宅用としても満足

していただけると思います。

干しそば・冷麦各200g×各6袋

※年内の受付は11月まで、年始は1月

中旬より受け付け開始予定です。

片品村で親しまれている「渡辺製菓」。

無添加にこだわり、一つ一つ丁寧に作

られたパンとケーキのセットです。

花豆パンは、尾瀬ブランドにも認定され

ていて、大粒の花豆がごろごろ入ってい

ます。

花豆パン、食パン(3斤)、えごま塩パン、

シフォンケーキ各１ヶ

＊シフォンケーキは、「黒豆入り抹茶」、

「アールグレイ」、「メープル」の３種類か

ら選べます。ご希望をご記入ください。

(株)シェモアは、ドイツのシュバルツ地方

と気温・湿度など自然環境がよく似て

いる尾瀬武尊高原で独自の調理方法

によりハム・ソーセージを造っています。

村内の宿泊施設(尾瀬の山小屋を含

む)でご利用になれる宿泊券です。

※有効期限は発行から1年間です。

※現金との交換はできません。

※額面以下でご利用の場合はおつりは

でません。

※1冊5千円分となります。

おもてなし宿泊券&おためし券セット(1

冊+1冊)
ローストチキン・アイスバイン他セット

おもてなし宿泊券&おためし券セット(2

冊+1冊)

黒毛和牛ローストビーフ・ハンバーグ他

セット

27,000円 30,000円 44,000円 50,000円

村内の宿泊施設(尾瀬の山小屋を含

む)でご利用になれる宿泊券【1冊】と片

品村振興公社株式会社が運営してい

る3つの施設で使えるおためし券【1冊】

のセットとなります。※有効期限は発行

から1年間です。

※現金との交換はできません。※額面

以下でご利用の場合はおつりはでませ

ん。※宿泊チケットは、1冊5千円分、お

ためし券は500円×6枚の3千円分で

す。

(株)シェモアは、ドイツのシュバルツ地方

と気温・湿度など自然環境がよく似て

いる尾瀬武尊高原で独自の調理方法

によりハム・ソーセージを造っています。

村内の宿泊施設(尾瀬の山小屋を含

む)でご利用になれる宿泊券【2冊】と片

品村振興公社株式会社が運営してい

る3つの施設で使えるおためし券【1冊】

のセットとなります。※有効期限は発行

から1年間です。

※現金との交換はできません。※額面

以下でご利用の場合はおつりはでませ

ん。※宿泊チケットは、1冊5千円分、お

ためし券は500円×6枚の3千円分で

す。

(株)シェモアが加工した黒毛和牛のロー

ストビーフ!

(株)シェモアは、ドイツのシュバルツ地方

と気温・湿度など自然環境がよく似て

いる尾瀬武尊高原で独自の調理方法

によりハム・ソーセージを造っています。



尾瀬のおいしい水(2L×6本)

3ケース 定期配送6回

いい旅かたしなおもてなし宿泊チケット

3冊

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 残雪と木道

いい旅かたしなおもてなし宿泊チケット 5

冊

50,000円 50,000円 70,000円 85,000円

片品村は、尾瀬の大自然からの贈り

物、湧き水が溢れています。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。

村内の宿泊施設(尾瀬の山小屋を含

む)でご利用になれる宿泊券です。

※有効期限は発行から1年間です。

※現金との交換はできません。

※額面以下でご利用の場合はおつりは

でません。

※1冊5千円分となります。

1  「残雪と木道」 村内の宿泊施設(尾瀬の山小屋を含

む)でご利用になれる宿泊券です。

※有効期限は発行から1年間です。

※現金との交換はできません。

※額面以下でご利用の場合はおつりは

でません。

※1冊5千円分となります。

尾瀬のおいしい水(2L×6本)

3ケース 定期配送12回(1年間)

尾瀬の郷花咲の湯入浴半年間パス(2

枚)

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 花萌ゆ

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 夏を奏る

95,000円 120,000円 120,000円 120,000円

片品村は、尾瀬の大自然からの贈り

物、湧き水が溢れています。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。

尾瀬の郷・片品村の日帰り温泉施設

で、産地地消と手作りにこだわったお食

事や、片品産新鮮野菜を取り扱う農

産物直売所、訪れる人々の心を癒や

すナチュラルガーデンなどが楽しめる施設

です。周囲の山々に抱かれ、時間が経

つのを忘れてごゆっくりとおくつろぎくださ

い。※「香の湯」と「風の湯」は、毎日男

女入れ替えています。

1 「花萌ゆ」 4 「夏を奏る」

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 秋映す尾瀬ヶ原

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 早春譜

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 清春　至仏山

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 清輝尾瀬

120,000円 120,000円 300,000円 300,000円

3 「秋を映す尾瀬ヶ原」 2 「早春譜」 自然の響き5　「清春　至仏山」 自然の響き8   「清輝尾瀬」



木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 緑彩　木立

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 尾瀬の秋陽

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 黄葉樹林

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 湿原の息吹

300,000円 380,000円 450,000円 450,000円

1   「緑彩　木立」 1   「尾瀬の秋陽」 6   「黄葉樹林」 1    「湿原の息吹」

木暮真望ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ版画(尾瀬の郷親

善大使) 夏の至仏山 ニッコウキスゲ

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 雪解けの尾瀬ヶ原

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 秋耀草黄葉 至仏山

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 風光

450,000円 450,000円 450,000円 500,000円

3    「夏の至仏山　ニッコウキスゲ」 5    「雪解けの尾瀬ヶ原」

限定1作品

4    「秋耀草黄葉　至仏山」 1    「風光」

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 林映

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 彩麗

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 秋凜

木暮真望シルクスクリーン版画(尾瀬の

郷親善大使) 風花

550,000円 1,000,000円 1,2000,000円 2,500,000円

2    「彩麗」 2   「彩麗」 2   「秋凜」 2   「風花」



数量限定:Cidre de OZÉ　1本
数量限定:トマト焼酎「尾瀬の恵」　1

本
数量限定:Cidre de OZÉ 2本 数量限定:トマト焼酎「尾瀬の恵」 2本

標高900～1000mの高地の冷涼な気

候で栽培される「尾瀬リンゴ」。甘酸の

バランスが取れた、味わいの濃い尾瀬リ

ンゴを100%使用したリンゴの発泡酒で

す。※生産が限られているため「数量限

定」となります。在庫数により予告なく

終了する場合があります。※20歳未満

の飲酒は法律で禁止されています。

1本750ml

片品村産ﾄﾏﾄは、昼夜の寒暖差により

糖度が高く甘酸のﾊﾞﾗﾝｽの取れたうま

みの強い味わいが特徴。そのﾄﾏﾄの

ﾋﾟｭｰﾚを100%使用した本格焼酎で

す。爽やかな香りとまろやかな風味をお

楽しみください。※生産が限られている

ため「数量限定」となります。在庫数に

より予告なく終了する場合があります。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止され

ています。  1本720ml

標高900～1000mの高地の冷涼な気

候で栽培される「尾瀬リンゴ」。甘酸の

バランスが取れた、味わいの濃い尾瀬リ

ンゴを100%使用したリンゴの発泡酒で

す。※生産が限られているため「数量限

定」となります。在庫数により予告なく

終了する場合があります。※20歳未満

の飲酒は法律で禁止されています。

1本750ml

片品村産ﾄﾏﾄは、昼夜の寒暖差により

糖度が高く甘酸のﾊﾞﾗﾝｽの取れたうま

みの強い味わいが特徴。そのﾄﾏﾄの

ﾋﾟｭｰﾚを100%使用した本格焼酎で

す。爽やかな香りとまろやかな風味をお

楽しみください。※生産が限られている

ため「数量限定」となります。在庫数に

より予告なく終了する場合があります。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止され

ています。  1本720ml

数量限定:トマト焼酎「尾瀬の恵」

1本＋Cidre de OZÉ 1本
期間限定:尾瀬の野菜セット

期間限定:尾瀬の郷片品村産トマト 1

箱

期間限定:尾瀬の郷片品村産とうもろ

こし 1箱

5,000円 10,000円 10,000円

大好評のトマト焼酎「尾瀬の恵」とリン

ゴの発泡酒がセットになりました！どちら

も片品村産のトマトとリンゴを100%使

用したお酒にです。すっきりとした飲み口

のセットを是非ご賞味ください。※生産

が限られているため「数量限定」となりま

す。在庫数により予告なく終了する場

合があります。※20歳未満の飲酒は法

律で禁止されています。

焼酎1本720ml、シードル1本750ml

片品村は寒冷地のため、昼夜の寒暖

差が大きく、暖地よりも甘い野菜が育

ちます。片品村の大自然から生まれた

美味しい採れたて野菜をご賞味くださ

い。

10月末ごろ受け付け終了。

標高約900メートルの高冷地で栽培さ

れる片品村産トマトは昼夜の寒暖差に

より糖度が高く甘酸のバランスの取れた

旨味の強い味わいが特徴です（天候

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）。

8月末ごろ受付終了。

甘くておいしいとうもろこしです。片品村

産とうもろこしを是非ご賞味ください。

※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ください。

8月中旬受付終了。


