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群馬県 玉村町

上州牛肩ロース切落し400ｇ【冷凍品】A
-25
10,000円
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です
。

上州牛切落し550g【冷凍品】A-24

10,000円
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です
。

上州牛リブロース750g：焼肉用【冷蔵で
直送】B-14
20,000円
おいしさそのまま「冷蔵」でお届け！！
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です

上州牛サーロイン600g：すき焼き用【冷
蔵で直送】B-12
20,000円
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です
。

上州牛リブロース750g：すき焼き用【冷
蔵で直送】B-15
20,000円
おいしさそのまま「冷蔵」でお届け！！
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です

上州牛サーロイン600g：しゃぶしゃぶ用
【冷蔵で直送】B-13
20,000円
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です
。

上州牛リブロース750g：しゃぶしゃぶ用
【冷蔵で直送】B-16
20,000円
おいしさそのまま「冷蔵」でお届け！！
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です

上州牛サーロイン900g：ステーキ用（4
枚）【冷蔵で直送】C-14
30,000円
おいしさそのまま「冷蔵」でお届け！！
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です

上州牛サーロイン900g：すき焼き用【冷
蔵で直送】C-15
30,000円
おいしさそのまま「冷蔵」でお届け！！
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です
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群馬県　玉村町

上州牛サーロイン900g：しゃぶしゃぶ用
【冷蔵で直送】C-16
30,000円
おいしさそのまま「冷蔵」でお届け！！
「上州牛」ならではの脂身のうま味や甘みが際立
つ柔らかい肉質です。
「上州牛」は上州銘柄牛の統一ブランド名であり
、群馬県内で肥育され食肉処理された交雑種です

玉村町お肉の定期便【冷蔵で3ヶ月連続
お届け】B-17
30,000円
群馬県自慢の上州牛、上州麦豚の逸品を3か月連
続【冷蔵便】でお届けいたします！
1回目：上州麦豚ロースしゃぶしゃぶ1,000g
2回目：上州牛切り落とし650g
3回目：上州牛肩ロース切り落とし380g

モツ煮・ピリ辛ホルモンセット【群馬県
産豚使用】（各500g）
6,000円
群馬のもつ煮、ピリ辛味付ホルモンセット

熟成ベーコン700g【群馬県産冷蔵豚肉を
使用】
10,000円
ドイツで金賞受賞した手作り熟成ベーコン！リピ
ーターも多い人気のベーコンです。

上州麦豚ロース肉１kg：カツ用切身（8
～10枚）【冷蔵で直送】A-21
10,000円
きめ細かく、くせのないあっさりとした肉質です
。
「上州麦豚」は麦の割合を多く含む飼料によって
育てられた群馬県産豚肉です。
※写真は、あくまでもイメージです。

上州麦豚ロース肉１kg：焼肉用スライス
【冷蔵で直送】A-22
10,000円
きめ細かく、くせのないあっさりとした肉質です
。
「上州麦豚」は麦の割合を多く含む飼料によって
育てられた群馬県産豚肉です。
※写真は、あくまでもイメージです。

上州麦豚ロース肉１kg：しゃぶしゃぶ用
【冷蔵で直送】A-23
10,000円
きめ細かく、くせのないあっさりとした肉質です
。
「上州麦豚」は麦の割合を多く含む飼料によって
育てられた群馬県産豚肉です。
※写真は、あくまでもイメージです。

モツ煮・ピリ辛ホルモンセット【群馬県
産豚使用】（500g×2セット）
11,000円
群馬のもつ煮、ピリ辛味付ホルモンセット

群馬県産コシヒカリ5kg

6,500円
群馬県産お米（コシヒカリ）
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群馬県　玉村町

群馬県やよいひめ（いちご）約400g【３
年連続金賞受賞！】
7,000円
群馬県いちご品評会にて、金賞を三年連続受賞♪

＜数量限定！！＞フレッシュベリーの完
熟冷凍いちご！大中小サイズ混合…
10,000円
群馬県いちご品評会にて金賞を三年連続受賞！朝
どり完熟いちごを冷凍にしました♪

ぐんまのやよいひめ（いちご贈答用）約
800g
11,000円
完熟まで待って摘んだいちご（贈答用）

群馬県やよいひめ（いちご）約800g【３
年連続金賞受賞！】
12,000円
群馬県いちご品評会にて、金賞を三年連続受賞♪

【群馬県産】森そだちサーモン甘味噌漬
けとギンヒカリ粕漬け食べ比べセ…
11,000円
群馬県が誇る川魚の加工品

焼きまんじゅう風味海産セット（計12切
れ）
11,000円
焼きまんじゅう風味のお魚

みずみずしい長ネギ約2.1kg

7,000円
生産者がこだわって作ったネギ本来の甘みがある
長ネギ！

みずみずしい長ネギ約3.1kg

9,000円
生産者がこだわって作ったネギ本来の甘みがある
長ネギ！

みずみずしい長ネギ約4.5kg

11,000円
生産者がこだわって作ったネギ本来の甘みがある
長ネギ！
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群馬県　玉村町

みずみずしい長ネギ約9.0kg

20,000円
生産者がこだわって作ったネギ本来の甘みがある
長ネギ！

3815スゴイオーツミルク125ml紙パック
×24本入【大塚食品】
10,000円
大塚の素材まるごとスゴイシリーズ（オーツミル
ク）

3817スゴイひよこミルク125ml紙パック
×24本入【大塚食品】
10,000円
大塚の素材まるごとスゴイシリーズ（ひよこ豆飲
料）

3816スゴイオーツミルク125ml紙パック
×48本入【大塚食品】
20,000円
大塚の素材まるごとスゴイシリーズ（オーツミル
ク）

3818スゴイひよこミルク125ml紙パック
×48本入【大塚食品】
20,000円
大塚の素材まるごとスゴイシリーズ（ひよこ豆飲
料）

102朝専用飲む目覚ましプロテイン「オ
キネム」【20日分】（バナナココア…
24,000円
【飲む目覚まし習慣】日中の生産性を上げる朝食
のためのプロテインパウダー！

103朝専用飲む目覚ましプロテイン「オ
キネム」【30日分】（バナナココア…
36,000円
【飲む目覚まし習慣】日中の生産性を上げる朝食
のためのプロテインパウダー！

中深煎り+浅煎りコーヒー豆の２種セッ
ト
10,000円
※この商品は浅煎りと中深煎りのセットです。
豆の個性の主張は控え目に毎日気軽に誰でも普通
に飲める、ホットするコーヒーを意識した商品と
して提案します。基本の焙煎度は中深煎り”です
が家庭内で好みはそれぞれ異なります。そこで中

中深煎り+深煎りコーヒー豆の２種セッ
ト
10,000円
※この商品は中深煎りと深煎りのセットです。
豆の個性の主張は控え目に毎日気軽に誰でも普通
に飲める、ホットするコーヒーを意識した商品と
して提案します。”基本の焙煎度は中深煎り”で
すが家庭内で好みはそれぞれ異なります。そこで
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群馬県　玉村町

希少種シリーズ(3)「エチオピア・ゲシ
ャ」llubaborForest1974
27,000円
コーヒー豆の希少種シリーズ③としてご紹介する
のは、エチオピア・ゲシャllubaborForest1974（
イルバボール・フォレスト1974）エチオピアのゲ
シャヴィレッジ農園により途絶えかけたゲイシャ
種の原種復活から、この農園内のDimma区画で栽

希少種シリーズ(4)幻の原種「スダン・
ルメ種」ナチュラル
27,000円
◎ブラジルサントゥアリオ・スル農園スダン・ル
メ（ルメ・スダン）種
コーヒー豆の希少種シリーズ④としてご紹介する
スダン・ルメ種は2015年にオーストラリアのバリ
スタチャンピオンシップで優勝したSasaSetic氏

希少種シリーズ(1)「エチオピア・ゲイ
シャ」Chakaウオッシュド精製
30,000円
※注）この商品は”ウオッシュド精製”になりま
す。
ゲイシャ（コーヒー）のコーヒー豆の由来は、エ
チオピアのゲシャという村で見つかったコーヒー
、そしてこのゲイシャ種がこの村から世界に伝わ

希少種シリーズ(2)「エチオピア・ゲイ
シャ」Chakaナチュラル精製
30,000円
※注）この商品はナチュラル精製になります。
ゲイシャ（コーヒー）のコーヒー豆の由来は、エ
チオピアのゲシャという村で見つかったコーヒー
、そしてこのゲイシャ種がこの村から世界に伝わ
ったとされています。

自家焙煎珈琲豆の定期便(生豆のサンプ
ル、微粉除去用粉フルイのセット)
30,000円
こだわりの浅煎り、中煎り、深煎り飲み比べセッ
ト

3801大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズ950ml紙パック×6本入
8,500円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料

3805大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズいちご950ml紙パック×6本入
8,500円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料

3809大塚食品スゴイダイズ無調整タイプ
950ml紙パック×6本入
8,500円
【常温保存可能】大豆本来のうま味を生かした、
無調整タイプ。（大豆飲料）

3803大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズ200ml紙パック×24本入
10,000円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料
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群馬県　玉村町

3807大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズいちご200ml紙パック×24本入
10,000円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料

3811大塚食品スゴイダイズ125ml紙パッ
ク×24本入
10,000円
【常温保存可能】大豆たんぱく・大豆イソフラボ
ン、食物繊維もとれます!（大豆飲料）

101朝専用飲む目覚ましプロテイン「オ
キネム」【10日分】（バナナココア…
12,000円
【飲む目覚まし習慣】日中の生産性を上げる朝食
のためのプロテインパウダー！

3802大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズ950ml紙パック×12本入
14,000円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料

3806大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズいちご950ml紙パック×12本入
14,000円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料

3810大塚食品スゴイダイズ無調整タイプ
950ml紙パック×12本入
14,000円
【常温保存可能】大豆本来のうま味を生かした、
無調整タイプ。（大豆飲料）

3812大塚食品スゴイダイズ125ml紙パッ
ク×48本入
17,000円
【常温保存可能】大豆たんぱく・大豆イソフラボ
ン、食物繊維もとれます!（大豆飲料）

3804大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズ200ml紙パック×48本入
18,000円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料

3808大塚食品ミルクのようにやさしいダ
イズいちご200ml紙パック×48本入
18,000円
【常温保存可能】栄養機能食品（ビタミンＤ）乳
成分不使用の大豆飲料
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群馬県　玉村町

福嶋屋生ロールケーキ２点セット（バニ
ラ・珈琲）【冷凍】
10,000円
創業108年の老舗和菓子屋が作る生ロールケーキ
♪

【和三盆使用】軍配山古墳カステラとオ
リジナル焼菓子セット
10,000円
玉村町の史跡「軍配山古墳」に見立てた和三盆カ
ステラをはじめ、クッキー、ドーナツ、焼きチョ
コ、マドレーヌなど季節の焼き菓子をそろえまし
た。
「すべてのお客様に喜んでもらう商品を提供する

福嶋屋生ロールケーキ３点セット（バニ
ラ・珈琲・ぐんまちゃん）【冷凍】
13,000円
創業108年の老舗和菓子屋が作る生ロールケーキ
♪

上州牛丼（135g×4袋）・上州麦豚ﾒﾝﾁ＆
ｺﾛｯｹ（各100ｇ×5個×2種）A-26
10,000円
群馬県が誇る上州牛を使用し、特製のタレで味付
けした牛丼です。ほかのレトルトにはない本格牛
丼をお召し上がりください。
なんといってもジューシーなメンチカツは具がい
っぱいでボリューム満点！

おとうふ詰め合わせ7品【群馬県玉村町
産大豆使用】
11,000円
地元玉村町産大豆を使用した濃厚ざるとうふや揚
げ物・豆乳うどんなど、玉村町産にこだわったふ
るさと納税限定セットです！

おとうふ・スイーツ詰め合わせ11品【群
馬県玉村町産大豆使用】
18,000円
地元玉村町産大豆を使用した濃厚ざるとうふや生
湯葉・揚げ物・おからや豆乳入りスイーツ・豆乳
うどん・お豆腐専用たれなどを詰め合わせたふる
さと納税限定セットです！

3823マイフレンドビックカレーうどん10
5g×12個入【大黒食品工業】
7,000円
災害時の備蓄にもおすすめ！（カップ麺）

3821AKAGI(アカギ)味噌ラーメン5食パッ
ク×6袋入【大黒食品工業】
7,000円
災害時の備蓄にもおすすめ！（インスタント麺）

3820AKAGI(アカギ)醤油ラーメン5食パッ
ク×6袋入【大黒食品工業】
7,000円
災害時の備蓄にもおすすめ！（インスタント麺）
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群馬県　玉村町

3819AKAGI(アカギ)塩ラーメン5食パック
×6袋入【大黒食品工業】
7,000円
災害時の備蓄にもおすすめ！（インスタント麺）

3824DAIKOKU濃厚カレーラーメン大盛り1
05g×12個入【大黒食品工業】
7,000円
災害時の備蓄にもおすすめ！（カップ麵）

3822マイフレンドビックキャベツタンメ
ン100g×12個入【大黒食品工業】
7,000円
災害時の備蓄にもおすすめ！（カップ麺）

ビックわかめしょうゆらーめん、AKAGI
中華そば【各１箱（計２４食）】
10,000円
災害時の備蓄にもおすすめ！手頃なカップ麺詰め
合わせ

ハンドメイドキャリーケース【PROTEX】
（色：ブラック）
250,000円
【プロスポーツ選手が使用】職人がハンドメイド
で作製するハードキャリーバッグ

ハンドメイドキャリーケース【PROTEX】
（色：オレンジ）
250,000円
【プロスポーツ選手が使用】職人がハンドメイド
で作製するハードキャリーバッグ

日帰り【メタボドック】角田病院

80,000円
メタボリックシンドロームは内臓脂肪症候群と呼
ばれ、動脈硬化を悪化させ脳梗塞や心筋梗塞を引
き起こす原因となります。
当院では、採血、動脈硬化指数（ABI）、内臓脂
肪CT検査等にて総合的に高血圧、糖尿病、脂質異

日帰り【肺ドック】角田病院

100,000円
がんによる死亡のうち、肺がんは男性１位、女性
２位です。
日本人の肺がん死亡率は増加の一途をたどってい
ます。
普通の胸部Ｘ線（レントゲン）検査では見つけづ

日帰り【脳ドック】角田病院

130,000円
生活習慣病を指摘されている方や、頭痛・めまい
、認知症が心配な方にお勧めのドックです。
MRI検査により、脳血管の破裂(くも膜下出血)の
リスクとなる動脈瘤や老廃物などで血管が詰まっ
てしまう「脳梗塞」、その他「脳出血」「脳腫瘍
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日帰り【人間ドック】角田病院

130,000円
高崎玉村スマートインターからすぐの距離にあり
、充実した内視鏡検査と、心のこもった食事を提
供します。
スタンダードなコースの人間ドックです。外来部
門と健診部門を独立させ、それぞれの専門スタッ

日帰り【消化器ドック】角田病院

200,000円
1日ドックと大腸カメラを受けられるコースです
。大腸がんの早期発見のお手伝いをさせていただ
きます。通常の人間ドックコースに加えて、国内
有数の施設で研鑽を積んだ医師による、胃内視鏡
と大腸内視鏡のセットコースです。胃内視鏡は…

紙針ホッチキス

27,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された紙針ホ
ッチキス！

電子ホッチキス

102,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された電子ホ
ッチキス！

感熱ラベルプリンタ

105,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された感熱ラ
ベルプリンタ！

店頭向けラベルプリンタ（食品表示法対
応）
450,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された店頭向
けラベルプリンタ！

電子製本機

660,000円
★文部科学省の教材整備指針対応！マックス株式
会社玉村工場で、製造された電子製本機

充電式剪定はさみ

850,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された剪定は
さみ！

季節のフラワーアレンジメント1個

17,000円
なるべく現地産を使用しその時の入荷状況に柔軟
に対応して、皆様の心の片隅にでも残るようなフ
ラワーアレンジメントの生産にこだわった品物を
提供させて頂きます。
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季節のフラワーアレンジメント【お花の
定期便】（12ヶ月連続お届け）
204,000円
お花の定期便★

リチウムイオン充電器

39,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された充電器
！

リチウムイオン電池パック

53,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された電池パ
ック！

充電式タッカ

170,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された充電式
タッカ！

充電式ブラシレスインパクトドライバ（
赤）
185,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された充電工
具です！

充電式ブラシレスインパクトドライバ（
黒）
185,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された充電工
具です！

充電式丸のこ（防じん兼用）

190,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された丸のこ
！

軽量エアコンプレッサ

400,000円
マックス株式会社玉村工場で、製造された軽量エ
アコンプレッサ！

張り子の招き猫「我がニャン」（台座付
き）
15,000円
【伝統工芸】手作り猫張り子
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猫だるま「ニャンだるま」赤と金（台座
付き）
20,000円
【民芸品】手作り猫だるま

張り子の招き猫「我がニャンデラックス
」（木箱付き）
25,000円
【伝統工芸】手作り猫張り子
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