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群馬県 板倉町

[№5855-0146]女性・子供に大人
気！いちご（やよいひめ）小粒4
パック

12,000円

有機肥料だけを使って、土耕栽
培で実らせた、群馬県推奨品種
の「やよいひめ」です。
大粒で、色は上品な橙赤色。酸
味を適度に抑えて、糖度が高く

[№5855-0147]女性・子供に大人
気！いちご（やよいひめ）中粒4
パック

12,000円

有機肥料だけを使って、土耕栽
培で実らせた、群馬県推奨品種
の「やよいひめ」です。
大粒で、色は上品な橙赤色。酸
味を適度に抑えて、糖度が高く

[№5855-0148]女性・子供に大人
気！いちご（やよいひめ）大粒4
パック

12,000円

有機肥料だけを使って、土耕栽
培で実らせた、群馬県推奨品種
の「やよいひめ」です。
大粒で、色は上品な橙赤色。酸
味を適度に抑えて、糖度が高く

[№5855-0149]いちごジャム（プ
レザーブスタイル）160g×5本

12,000円

群馬県の推奨品種「やよいひめ
」を100％使ったイチゴジャム
です。
完熟の「やよいひめ」をふんだ
んに使い、フランス製のジャム

[№5855-0073]大阪王将Aセット

10,000円

【大阪王将羽根つき餃子314g（
餃子12個、たれ2袋）】×8袋
羽根はパリッパリ！中はジュー
シー！白菜とニラが入り、深い
味わいに！

[№5855-0074]大阪王将Bセット

10,000円

【大阪王将羽根つきチーズGYOZ
A276g（12個）】×6袋
チーズを1.4倍に増量！！チー
ズ好きも納得の濃厚チーズ餃子
！

[№5855-0075]大阪王将Cセット

10,000円

【大阪王将ぷるもち水餃子14～
16個入り×1（270g）】×6袋
ぷるっとモチモチ食感の水餃子
！肉感と生姜がアップでスープ
に合う！

[№5855-0076]大阪王将Dセット

10,000円

【大阪王将ぷるもちえび水餃子
238g】×6袋
皮のぷるもち食感とえびのプリ
プリ食感のハーモニー！
ぷりっぷりのえびを10％増量！

[№5855-0077]大阪王将Eセット

10,000円

大阪王将自慢の餃子2種類と水
餃子2種類がセットに。

【大阪王将羽根つき餃子】×2
袋

[№5855-0078]大阪王将Fセット

10,000円

【大阪王将ぷるもち水餃子14～
16個入り×1（270g）】×3袋
ぷるっとモチモチ食感の水餃子
！肉感と生姜がアップでスープ
に合う！

[№5855-0079]大阪王将Gセット

10,000円

【大阪王将羽根つき餃子314g（
餃子12個、たれ2袋）】×4袋
羽根はパリッパリ！中はジュー
シー！白菜とニラが入り、深い
味わいに！

[№5855-0080]大阪王将Hセット

20,000円

大阪王将自慢の餃子2種類と水
餃子2種類がセットに。

【大阪王将羽根つき餃子】×4
袋
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群馬県　板倉町

[№5855-0140]上州牛の焼いてあ
るカットステーキ～5種の野菜入
り～

10,000円

上州牛のもも肉を一口大にカッ
トし、シェフが絶妙な火加減で
グリルしています。5種のカッ
ト野菜と多めのステーキダレが
一緒に入っており、湯煎する…

[№5855-0138]上州板倉新名物雷
電いなり

23,000円

上州板倉新名物として誕生しま
した雷電いなり。地元の食材を
ふんだんに使用し、職人が手間
暇かけて一つづつ真心を包み込
んだ五つの味のいなり寿司は…

[№5855-0139]本格直火炊き冷凍
釜めし分福茶釜めし極（2人前）

13,000円

お米は自社農園で育てたこだわ
りのコシヒカリを毎日自家精米
。うなぎは国産を使用、タレは
自家製タレを付け焼きしたのち
、山椒をまぶし再度スチコン…

[№5855-0085]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし2個入

16,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0086]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし3個入

23,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0087]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし4個入

30,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0088]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし6個入

44,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0089]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし8個入

59,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0090]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし9個入

66,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0091]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし4個入（
2個入×2箱）

30,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0092]本格直火炊きあぶ
らやの冷凍分福茶釜めし6個入（
2個入×3箱）

44,000円

食を通して一人でも多くの方々
と共に「福を分かちあいたい」
との思いから生まれた「分福茶
釜めし」。職人たちが地元で厳
選した食材を100％使用し、…

[№5855-0094]【定期便：全6回
】群馬の自然と大地で育った上
州麦豚ロース切り身＜約700g×6

69,000円

群馬県は古くから麦づくりが盛
んで、その麦を食べて育った上
州麦豚は、きめ細かく、なめら
かで自然のしまりのあるくせの
ないあっさりとした風味。
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群馬県　板倉町

[№5855-0095]【定期便：全6回
】群馬の自然と大地で育った上
州麦豚しゃぶしゃぶ肉＜約700g

69,000円

群馬県は古くから麦づくりが盛
んで、その麦を食べて育った上
州麦豚は、きめ細かく、なめら
かで自然のしまりのあるくせの
ないあっさりとした風味。

[№5855-0096]【定期便：全6回
】群馬の自然と大地で育った上
州牛すき焼き・上州麦豚しゃぶ

126,000円

上州牛は、群馬県の自然と大地
で育てられた上質な味の逸品で
す。きめ細やかな飼育管理のも
と、安全性と風味を兼ね備えた
肉質。

[№5855-0099]群馬の自然と大地
で育った上州麦豚ロース切り身
＜約700g＞

12,000円

群馬県は古くから麦づくりが盛
んで、その麦を食べて育った上
州麦豚は、きめ細かく、なめら
かで自然のしまりのあるくせの
ないあっさりとした風味。

[№5855-0100]群馬の自然と大地
で育った上州麦豚しゃぶしゃぶ
肉＜約700g＞

12,000円

群馬県は古くから麦づくりが盛
んで、その麦を食べて育った上
州麦豚は、きめ細かく、なめら
かで自然のしまりのあるくせの
ないあっさりとした風味。

[№5855-0101]群馬の自然と大地
で育った上州牛すき焼き・上州
麦豚しゃぶしゃぶ肉＜約1020g＞

21,000円

上州牛は、群馬県の自然と大地
で育てられた上質な味の逸品で
す。きめ細やかな飼育管理のも
と、安全性と風味を兼ね備えた
肉質。

[№5855-0102]上州まごころうど
ん雷電の里(300g×6箱)

14,000円

麺の美味しさと素材にこだわり
、吟味を重ねた小麦粉を使用し
製造には3日間を要し、手間を
かけ時間をかけて熟成されたふ
る里のぬくもりを伝えたいこ…

[№5855-0103]上州まごころうど
ん雷電の里(300g×8箱)

17,000円

麺の美味しさと素材にこだわり
、吟味を重ねた小麦粉を使用し
製造には3日間を要し、手間を
かけ時間をかけて熟成されたふ
る里のぬくもりを伝えたいこ…

[№5855-0104]上州まごころうど
ん雷電の里(300g×10箱)

20,000円

麺の美味しさと素材にこだわり
、吟味を重ねた小麦粉を使用し
製造には3日間を要し、手間を
かけ時間をかけて熟成されたふ
る里のぬくもりを伝えたいこ…

[№5855-0128]板倉きゅうりの冷
汁うどん詰合せ6人前

11,000円

麺-1グランプリin館林2年連続
優勝作品です。麺は群馬県産地
粉を100％使用。新鮮な板倉産
きゅうりと特製ゴマ汁との詰め
合わせです。

[№5855-0107]きぬこがねうどん
詰合せ8人前

13,000円

麺-1グランプリin館林2年連続
優勝したうどんです。群馬県産
地粉を100％使用した無添加の
生うどん。生地を一晩熟成させ
、丁寧に少しずつ延す事によっ

[№5855-0023]国産若どり使用や
きとりバラエティーセット

10,000円

究極の串刺し方法で作られた国
産若どり使用のやきとりです。
鶏本来の美味しさが凝縮された
ぷりぷりのモモ肉、程よい脂の
うま味がきいたとり皮、バラ…

[№5855-0132]サントリーザ・プ
レミアム・モルツ1ケース（350m
l×24本入り）

20,000円

神泡リッチ製法により、“おい
しさ”と“泡品質”を高めるこ
とに成功し、よりいっそう“深
いコク”“華やかな香り”“心
地良い後味”のバランスからな
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群馬県　板倉町

[№5855-0141]サントリーザ・プ
レミアム・モルツ1ケース(500ml
×24本入り)

27,000円

神泡リッチ製法により、“おい
しさ”と“泡品質”を高めるこ
とに成功し、よりいっそう“深
いコク”“華やかな香り”“心
地良い後味”のバランスからな

[№5855-0133]サントリーザ・プ
レミアム・モルツ〈香る〉エー
ル1ケース（350ml×24本入り）

20,000円

〈香る〉エールならではの“フ
ルーティで豊かな味わい”はそ
のままに、希少品種カリスタホ
ップを一部利用し、より一層“
かろやかな余韻”に磨きをかけ

[№5855-0142]サントリーザ・プ
レミアム・モルツ〈香る〉エー
ル1ケース(500ml×24本入り)

27,000円

〈香る〉エールならではの“フ
ルーティで豊かな味わい”はそ
のままに、希少品種カリスタホ
ップを一部利用し、より一層“
かろやかな余韻”に磨きをかけ

[№5855-0134]サントリー金麦1
ケース（350ml×24本入り）

14,000円

麦のうまみとバランスの良い後
味にこだわった金麦。
より麦のうまみがあり一口目の
満足感が感じられる味わいに仕
上げました。

[№5855-0137]サントリー金麦糖
質75％オフ（350ml×24本入り）

14,000円

金麦らしい麦のうまみがありな
がらすっきり楽しめる糖質75％
オフ(※)。※「金麦」比
二条大麦の中でも、うまみ成分
（たんぱく質）を多く含む「旨

[№5855-0135]サントリーオール
フリー1ケース（350ml×24本入
り）

13,000円

「アルコール度数0.00％」「カ
ロリーゼロ※1」「糖質ゼロ※2
」「プリン体ゼロ※3」の4つの
“ゼロ”を実現した機能面のみ
ならず、“麦の旨み”“すっき

[№5855-0136]サントリーからだ
を想うALL-FREE1ケース（350ml
×24本入り）

13,000円

内臓脂肪を減らす機能があるこ
とが報告されている、ローズヒ
ップ由来ティリロサイド※を加
えました。また、粒選り麦芽10
0％一番麦汁使用、アロマホッ

[№5855-0143]サントリーからだ
を想うALL-
FREE1ケース(500ml×24本入り)

17,000円

内臓脂肪を減らす機能があるこ
とが報告されている、ローズヒ
ップ由来ティリロサイド※を加
えました。また、粒選り麦芽10
0％一番麦汁使用、アロマホッ

[№5855-0125]ファンスリキッド
液体衣料洗剤本体（0.8kg）×12
個入り

16,000円

繊維の奥まで素早く浸透、汚れ
を素早く分解し、しっかり落と
します。
甘い果実とお花のスウィートフ
ローラルの香りがほのかに香る

[№5855-0126]ファンスリキッド
液体衣料洗剤詰替用（0.72kg）
×12個入り

13,000円

繊維の奥まで素早く浸透、汚れ
を素早く分解し、しっかり落と
します。
甘い果実とお花のスウィートフ
ローラルの香りがほのかに香る

[№5855-0123]ぐんまちゃん薬用
ハンドソープ本体（250ml）×24
個入り

18,000円

群馬県のマスコットキャラクタ
ーぐんまちゃんの特別パッケー
ジ。
手肌にやさしく豊かな泡立ち。
薬用成分配合で、殺菌・消毒が

[№5855-0124]ぐんまちゃん薬用
ハンドソープ詰替用（200ml）×
36個入り

18,000円

群馬県のマスコットキャラクタ
ーぐんまちゃんの特別パッケー
ジ。
手肌にやさしく豊かな泡立ち。
薬用成分配合で、殺菌・消毒が
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群馬県　板倉町

[№5855-0121]第一石鹸手指消毒
液スプレー本体（400ml）×12個
入り

18,000円

指定医薬部外品
手指に吹きかけるだけで菌をす
ばやく消毒します。
いつもの手洗いに加え、手指消
毒液を使った清潔習慣で大切な

[№5855-0122]第一石鹸手指消毒
液スプレー詰替用（385ml）×20
個入り

18,000円

指定医薬部外品
手指に吹きかけるだけで菌をす
ばやく消毒します。
いつもの手洗いに加え、手指消
毒液を使った清潔習慣で大切な

[№5855-0105]日本グライダーク
ラブ利用券9,000円

30,000円

日本グライダークラブでの各種
料金支払いに使用できる利用券
9,000円分です。グライダーや
モーターグライダーでの体験飛
行の料金、曳航料や機体使用…

[№5855-0106]日本グライダーク
ラブ利用券15,000円

50,000円

日本グライダークラブでの各種
料金支払いに使用できる利用券
15,000円分です。グライダーや
モーターグライダーでの体験飛
行の料金、曳航料や機体使用…

[№5855-0109]エアリッシュ300m
lトリガー200ppm

10,000円

人にやさしい除菌・消臭剤
安定型次亜塩素酸ナトリウム(
単一製剤)
AirRish（エアリッシュ）は、
弱アルカリ性の優れた除菌・消

[№5855-0110]エアリッシュ800m
lポンプ200ppm

11,000円

人にやさしい除菌・消臭剤
安定型次亜塩素酸ナトリウム(
単一製剤)
AirRish（エアリッシュ）は、
弱アルカリ性の優れた除菌・消

[№5855-0111]エアリッシュ1Lパ
ウチ容器200ppm

13,000円

人にやさしい除菌・消臭剤
安定型次亜塩素酸ナトリウム(
単一製剤)
AirRish（エアリッシュ）は、
弱アルカリ性の優れた除菌・消

[№5855-0129]【群馬県板倉町】
お墓のお掃除代行(1回)プランA(
墓地面積一区間3㎡以内)

44,000円

遠方にお住まいでも安心！お墓
のお掃除をお墓清掃業者が代行
いたします。お盆やお彼岸、お
正月の帰省前にお掃除がしてあ
ると便利。

[№5855-0130]【群馬県板倉町】
お墓のお掃除代行(1回)プランB(
墓地面積一区間6㎡以内)

55,000円

遠方にお住まいでも安心！お墓
のお掃除をお墓清掃業者が代行
いたします。お盆やお彼岸、お
正月の帰省前にお掃除がしてあ
ると便利。

[№5855-0131]【群馬県板倉町】
お墓参り代行(選べるお線香)

41,000円

遠方にお住まいでも安心！真心
こめてお墓参りの代行いたしま
す♪
★こだわりポイント★
1.お線香は12種類用意。故人様
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