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ここ米沢地方には守り継がれた味、たゆまぬ努力で磨かれた味、
それぞれのすばらしい郷土の味が育まれています。
この豊かなおいしさを上杉城史苑からお届けいたします。

1,000 円

650 円

（1,080円税込）

（702円税込）

ソフト身欠きにしんを使用し、
秘伝のたれでふっくら炊き上げ
ました。そのままでも、にしん
蕎麦にしても美味しく召し上が
れます。
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昔懐かしい棒ダラを時間をかけ
て煮込みました。米沢では正月
に食されてきた、遠い昔を思い
出させる故郷の味です。

季節限定

からかい煮

エイの干物をもどし、一昼夜か
けて煮た、昔ながらの正月のご
馳走です。軟骨のコリコリした
歯ざわりや、煮こごりも
楽しめ
ます。

米沢の
行事料理

1袋150g 560 円
（604円税込）

1袋250g1,000 円

（1,080円税込）

米沢鯉
からかい煮

米沢鯉

2,750 円（2,970円税込）

560 円

（604円税込）

米沢鯉

2,310 円（2,495円税込）

U-34

2,220 円（2,398円税込）

1,200 円（1,296円税込）

300ml

1,300 円（1,404円税込）
U-33
300ml

500 円（540円税込）

この地の米と水で丁寧に造られた
本格米焼酎は、まろやかな口当た
りと上品な香りをお楽しみいただ
けます。

550 円（594円税込）

酒造好適米を磨き、吾妻山系の
名水で仕込んだ殿様の酒純米吟
醸は豊かな香りとすっきりとし
た喉越しの美酒。

3,000円（3,240円税込）
1,500円（1,620円税込）
1,500円（1,620円税込）
3,500円（3,780円税込）

宅配商品

8,000 円（8,640円税込）

米沢牛肩ロース300g・しめじ・生椎茸・
豆腐・しらたき・白菜・焼麩・ねぎ・割下

12,500 円（13,500円税込）

米沢牛肩ロース500g・しめじ・生椎茸・
豆腐・しらたき・白菜・焼麩・ねぎ・割下
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4,000 円（4,320円税込）
河原で、家々でそれぞれの味を競い合うように
行われる芋煮鍋。この野趣あふれるおいしさを
お届けしたくてセット販売をご用意しました。

1,223円（1,320円税込）

1,223円（1,320円税込） 3,669円（3,962円税込）

UD-08

米沢牛肉まん

（1,080円税込）
●3個入1,000円

UD-07

JG-1

野菜メンチ
●70g×6コ

黒キーマカレー

933円（1,007円税込）

●340g

954円（1,030円税込）

JG-2

米沢牛ビーフシチュー

JG-3

手作り餃子

（1,440円税込） ●【各種】10個入
●340g 1,334円

482円（520円税込）

期間限定

朝日町にある家族経営の養蜂園です。
季節の花を求め深山に入り、
またアカシアの植林、
リンゴ栽培なども行いながら、新鮮なハチミツを
お届けすることを大切にしています。

200g

533円（575円税込）

1,600円

（1,728円税込）

1,600円

（1,728円税込）

1,600円

（1,728円税込）

1,600円

（1,728円税込）

U-32

U-31

わらび

期間限定

月山竹

（たまり漬）

（しょうゆ漬）

●180g

●500g

600円

1,000円

（648円税込）

（1,080円税込）
160g

380円

170g

380円

（410円税込）

U-29

期間限定

山うど（しょうゆ漬）

●450g
（正味量200g）

600円（648円税込）

（410円税込）

500円（540円税込）

160g

380円

（410円税込）

1,100円

（1,188円税込）

＊生肉は要冷蔵です

18,500円（19,980円税込）
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16,000円（17,280円税込）

8,000円（8,640円税込）

13,000円（14,040円税込）

10,500円（11,340円税込）

10,500円（11,340円税込）
12,000円（12,960円税込）

10,500円（11,340円税込）

13,000円（14,040円税込）

3,300円

4,000円

（3,564円税込）

（4,320円税込）

（140ｇ×各2個）

3,200円（3,456円税込）

2,300円（2,484円税込）
3,300円（3,564円税込）
4,800円（5,184円税込）

3,300円（3,564円税込）
4,300円（4,644円税込）

米沢牛

日本三大和牛 米沢牛をご進物にいかがですか。

15,400円（16,632円税込）
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11,650円（12,582円税込）

8,400円（9,072円税込）

8,400円（9,072円税込）

6,400円（6,912円税込）

15,400円（16,632円税込）

12,400円（13,392円税込）

12,400円（13,392円税込）

9,400円（10,152円税込）

米沢牛を贅沢に使った本格ハンバーグ。オーソ
ドックスなプレーンタイプ、マッシュルームを生地
に練りこんだキノコとチーズの3種。

（5,184円税込）
3種×各3ケ 4,800円
（3,456円税込）
3種×各2ケ 3,200円

3,200円（3,456円税込）
牛ハム・バラベーコン・

（540円）

●米沢牛すじ煮、米沢牛肉ごぼう、
米沢牛つくだ煮 各1

3,000円

（3,240円税込）

800円（864円税込）
2,400円（2,592円税込）
4,800円（5,184円税込）

米沢牛味噌粕漬

米沢の伝統的特産品「米沢牛の味噌粕
漬」の始まりは、明治 27 年頃。
東京の
慈恵医科大病院に米沢出身の医者高橋
達之助氏がおり、仲間内のお国自慢で
米沢牛を自慢したものの、当時は米沢
東京間蒸気機関車で丸一日以上かかる
という時代。精肉では到底運べないた
め、氏から依頼を受けた登起波牛肉店
店主が工夫の末、米沢味噌粕漬第一号
を東京に届け、皆に食べさせ喜ばれた
のが始まりです。

米沢近隣の老舗麹屋で特別
に調合した特製味噌に、米沢
牛のもつ甘味と旨味を生か
しながら漬け込みました。

3,000円

RD-40 ●米沢牛ロース肉

5,000円

MD-20 ●モモ肉

（3,240円税込）
（5,400円税込）

8,000円

（8,640円税込）

400g

10,000円（10,800円税込）

3,000円（3,240円税込）
200g 4,000円
（4,320円税込）
4,000円（4,320円税込） MD-25 ●モモ肉
（5,400円税込）
5,000円（5,400円税込）
250g 5,000円
＊味噌粕漬は要冷蔵です

Y2M2

鯉は昔から「精がつく」
「産後
の滋養強壮に良い」といわれ、
重宝されてきました。米沢鯉
は、十 代 藩 主 上 杉 鷹 山 公が、
動 物 性タンパク質の乏しい山
国米沢に、
相馬から稚鯉を取
り 寄 せ米 沢 城の濠で飼 育 し
たのが始 まりです 。やがて行
事や 来 客の時 は 鯉のう ま 煮
が一番のご馳走となり、
暮らし
の中で受け 継がれ、伝 統の味
を今に伝 えています 。中でも
代 表 的なものが「 鯉の甘 煮 」
です。

A-3

A-3

鯉の甘煮Lサイズ3袋
詰合せ
2,300円（2,484円税込）

YA-4

●鯉の甘煮 170g×3袋

A-4

鯉の甘煮柔らか仕立て
4袋詰合せ

鯉の甘煮Lサイズ4袋
詰合せ

3,000円（3,240円税込）

3,000円（3,240円税込）

●鯉の甘煮柔らか仕立て 140g×4袋

●鯉の甘煮 170g×4袋

Y2M2

A-5

鯉の甘煮柔らか仕立て・
長寿巻 詰合せ

鯉の甘煮Lサイズ5袋
詰合せ

2,950 円（3,186円税込）

3,700円（3,996円税込）

●鯉の甘煮柔らか仕立て 140g×2袋
長寿巻×2本

●鯉の甘煮 170g×5袋

K1B1

KT-5

ことこと煮・
鯉詰合せ
4,250円（4,590円税込） 棒だら煮詰合せ
●鯉の甘煮 170g×2袋
長寿巻×2本
ことこと煮 300g×1袋

2,619円（2,829円税込）

●ことこと煮 300g×1袋
棒だら煮 300g×1袋

A-1Y

鯉の甘煮 柔らか仕立て

700円（756円税込）

●鯉の甘煮柔らか仕立て 140g×1袋

米沢鯉・漬物
3,300円（3,564円税込）
2,200円（2,376円税込）
1,100円（1,188円税込） 3,000円（3,240円税込）

2,000円

（2,160円税込）

3,000円

594円

（3,240円税込）

厳選した小麦・大豆を伝統製法でじっくり
と熟成させた美味しいもろみに、南蛮、
茄子を刻み入れました。

2,500円（2,700円税込）

●南蛮もろみ・もろみなす
（各180g×3）

2,428円（2,622円税込）

2,200円（2,376円税込）

2,000円（2,160円税込）

1,700円（1,836円税込）

2,570円（2,775円税込）

1,450円

（1,566円税込）

130円

130円

（140円税込）

（140円税込）

190円

（205円税込）

漬物

3,000円（3,240円税込）

5,000円（5,400円税込）

600円（648円税込）

JH-25

1,000円（1,080円税込）

2,860円（3,089円税込）

2,067円

（2,232円税込）

3,200円

876円（947円税込）

（3,456円税込）

2,260円（2,440円税込）
1,300円（1,404円税込）
594円

2,700円（2,916円税込） 3,600円（3,888円税込）
3,600円（3,888円税込）

DR-30 ドレッシング5本詰合せ

●リッチスタイルドレッシングたまねぎ (160ml)
リッチスタイルドレッシングにんじん (160ml)
リッチスタイルドレッシング焙煎ごま (160ml)
リッチスタイルドレッシング爽レモン (160ml)
リッチスタイルドレッシング柚子フレンチ (150ml)

3,000円（3,240円税込）

SS-30N セレクションギフト30N

NRB-50 リッチな朝食セット

SVG-40N

ザ・セゾンファクトリー40N

●黒葡萄コンコードジュース (370g)
リッチスタイルドレッシングにんじん (240ml)
チーズディップ (80g)
いちごジャム (95g)
ブルーベリージャム (100g)
リッチスタイルドレッシングたまねぎ (240ml)
アルフォンソマンゴードリンク (350g)

●にんじんドレッシング (130ml)
チーズディップ (80g)
ブルーベリージャム (100g)
フルーツソース国産いちご (200g)
黒酢たまねぎドレッシング (130ml)

3,000円（3,240円税込）

5,000円（5,400円税込）

●リッチスタイルドレッシングにんじん (240ml)
フルーツソースストロベリー (200g)
ブルーベリージャム (100g)
チーズディップ (120g)
フルーツソースマンゴー (200g)
リッチスタイルドレッシングたまねぎ (240ml)

4,000円（4,320円税込）

SFVR-30NN

セゾンセレクション30NN

SS-50N

セレクションギフト50N

●飲む生姜の力 (265ml)
飲む酢オレンジ + 蜜柑黒酢 (200ml)
チーズディップ (80g)
フルーツソース国産いちご (200g)
ブルーベリージャム (100g)
にんじんドレッシング (130ml)
アルフォンソマンゴードリンク (350g)

●飲む酢オレンジ + 蜜柑黒酢 (200ml)
ブルーベリージャム (70g)
フルーツソースストロベリー (200g)
リッチスタイルドレッシングにんじん (240ml)
アルフォンソマンゴードリンク (350g)

3,000円（3,240円税込）

5,000円（5,400円税込）
SVA-50KC

バラエティーギフト50KC

●飲む酢オレンジ + 蜜柑黒酢 (200ml)
リッチスタイルドレッシングにんじん (240ml)
いちごジャム (95g)
ももジャム (100g)
ブルーベリージャム (100g)
リッチスタイルドレッシングたまねぎ (240ml)
アルフォンソマンゴードリンク (350g)

5,000円（5,400円税込）

SS-40N

セレクションギフト40N

●飲む酢オレンジ + 蜜柑黒酢 (200ml)
チーズディップ (80g)
フルーツソース国産いちご (200g)
ブルーベリージャム (100g)
にんじんドレッシング
（130ml）
アルフォンソマンゴードリンク (350g)

4,000円（4,320円税込）

●さくらんぼ・ラ・フランス・県産ブルーベリー・
おとめ心・県産もも 各145g、秋姫 150g

3,500円（3,780円税込）

●さくらんぼ・ラ・フランス・県産ブルーベリー 各145g

1,750円（1,890円税込）

SV-D

PM-08 プリン・ムース詰合せ

バラエティセット

●ジャム／山形県産いちご
（おとめ心）
、ラ・フランス 各145g
●ドレッシング／オニオンハーブ味、さくらんぼ味 各１２０ｍｌ
●ソース／たかはたソース ２１０ｇ、たかはたソース白 １９５ｇ

3,000円（3,240円税込）

●ムース／ストロベリー、ブルーベリー、ごま、
チョコレート 各83g
●国産野菜のプリン／かぼちゃ、さつまいも、
とうもろこし、えだまめ 各83g

2,000円（2,160円税込）
JD-02J

ジャム・
ドレッシング詰合せ

●ジャム／いちご、県産ブルーベリー、
オレンジマーマレード 各145g
●ドレッシング／和風しょうゆ味、ごま味、
イタリアンハーブ味、ガーリックチーズ味 各１２０ｍｌ

3,100円（3,348円税込）

VA-05J バラエティセット

VS-01 バラエティセット

●ジャム／山形県産いちご
（おとめ心）145g
●ソース／たかはたソース 210g
●ジュース／ラ･フランス 500ml

2,500円（2,700円税込）

●ジャム／りんご、県産ブルーベリー、
オレンジマーマレード 各145g
●ドレッシング／和風しょうゆ味、
フレンチガーリック味、オニオンハーブ味、
ごま味 各１２０ｍｌ
●フルーツソース／フルーツミックス ２２０ｇ
ストロベリー ２２５ｇ
●ソース／たかはたソース、焼肉ソース 各２１０ｇ

5,170円（5,583円税込）

冷やして食べたり、

ヨーグルトやお菓子に添えて

1,900円（2,052円税込）

お召し上がりいただけます。

1,000円（1,080円税込）

DT-09B

3,450円（3,726円税込）

うこぎ は、米 沢 地 方では 古
くから食用を兼ねた垣根と
して 利 用 さ れ 、今 も 町 並に
点 在 していま す 。特に鷹 山
公がうこぎの垣 根を奨 励し
たとされ、
枝のトゲが外敵の
侵入を防ぎ、
葉は食用、
根は
薬 用に利 用されました 。う
こ ぎ はカルシウム、ビタミン
、
サポニン類、
ポリフェノール
類 を 多 く 含み、健 康 維 持に
有効な食品として注目され
ています。

4,000円（4,320円税込）

C

1,300円

（1,404円税込）

171円（184円税込）

3,300円（3,564円税込）

4,089円（4,416円税込）

うこぎのオイル

500円

450円

（540円税込）

1,000円

うこぎ・銘菓

（1,080円税込）

400円（432円税込）

（486円税込）

700円

（756円税込）

1,000円

（1,080円税込）

1,500円

（1,620円税込）

2,250円

1,389円

800円

（1,500円税込）

630円（680円税込）

（2,530円税込）

（864円税込）

（2,430円税込）

2,343円

2,100円（2,268円税込）

8個入

1,500円

（1,620円税込）

支倉ブラウニィ

2,200円

1,300円

（2,376円税込）

（1,404円税込）

（723円税込）

796円

（860円税込）

たくあんチョコレート

2,481円（2,680円税込）

●サクランボ・ラ・フランス

山形県産の枝豆のずんだん餡
を、柔らかな餅にたっぷりかけ
た素朴な美味しさ。

670円

1,296円（1,400円税込）

（1,296円税込）

950円

（1,026円税込）

670円

（723円税込）

1,700円

（1,836円税込）

三奥 屋

コラーゲンたっぷりのマシュマ
ロで秘伝豆のクリームを包ん
だ淡い雪のようなふんわりとし
たお菓子。

1,200円

（1,512円税込）

（1,728円税込）

●サクランボ・ラ・フランス
●サクランボ・ラ・フランス

1,400円

1,600円

（2,106円税込）

1,907円（2,060円税込）

1,090円

（1,177円税込）

支倉ブラウニィ

1,950円

ラ・フランスゼリー・さくらんぼ
ゼリーは「山形の美味しい果物
を瑞々しいまま1年を通じてお
楽しみ頂きたい」そんな思いか
ら生まれたゼリー菓子です。

こだわりぬいた素 材で
作られた、米沢生まれの
新しいスイーツ。
お土産にも最適です。

MTO-01
たくあんチョコレート

1,100円

●9枚入

（1,188円税込）

3,810円

（4,114円税込）

3,010円

（3,250円税込）

2,250円

（2,430円税込）

米沢に息づく
料理の数々

2,981円

2,237円

（3,219円税込）

うまいたれ500ml／健康うこぎ茶／
米沢のハーブティー／うこぎそば／
うこぎ茶／うこぎドレッシング

（2,415円税込）

つや姫キューブ300g(無洗米)／つや姫
300g(ほんの気持ちです)／つや姫入り
フルーツ甘酒(ラフランス・さくらんぼ)／
つや姫ラーメン(1人前)

あずきかぼちゃ

くきたち干煮

JKY-01

200g

315円

（340円税込）

上杉家が治めていた時代より
受け継がれてきた郷土料理が

3,229円

（3,487円税込）

オリジナル詰 合せ

鯉の甘煮ことこと煮／鯉の甘煮柔らか
仕立／棒たら煮／山形の芋煮(レトル
ト)／からしなす漬／恋らんまん

3,800円

（4,104円税込）

JKY-04

150g

315円

（340円税込）

ぜんまいの田舎煮

青菜漬の煮物

今もなお米沢では食べ継がれています。
ですが残念なことに最近では
JKY-03

各家庭で作られることも少なくなってまいりました。

150g

そんな貴重になってきた
懐かしい米沢の味をぜひお試しください。

315円

（340円税込）

JKY-07

120g

500円

（540円税込）

ひょう干煮
JKY-02

130g

315円

（340円税込）

ご希望の品の詰合せも可能です

K-30J

吟醸梅酒・
純米吟醸
原酒

TK-35

K-50J

純米
大吟醸・
大吟醸

吟醸梅酒
（500ml×1本）
純米吟醸原酒
（720ml×1本）

大吟醸
山田錦
●720ml

3,500円

2,900円

（3,780円税込）

（3,132円税込）

3,000円

5,250円

（5,670円税込）

（3,456円税込）

純米大吟醸
山田錦
●720ml

2,500円

（2,700円税込）

1,905円

3,200円

（3,240円税込）

TK-25

（2,057円税込）

4,972円

（5,369円税込）

Y-4

殿様の酒・
盗み吟醸
大吟

●720ml×各1本

1,950円（2,106円税込）

1,200円

（1,296円税込）

U-34

●300ml

500円

（540円税込）

3,315円

（3,580円税込）

HM-03

樽熟
山五陶器入り
38度

3,000円

2,940円

（3,240円税込）

（3,175円税込）

380円

1,300円

（410円税込）

（1,404円税込）

U-33

●300ml

550円

（594円税込）

3,500円

（3,780円税込）

380円

（410円税込）

ラ・フランス
ワイン
1,709円

（1,845円税込）

1,709円

1,709円

（1,845円税込）

（1,845円税込）

山形のラ・フランスと山形のシャルドネワイン
大江町のりんごとサクランボワイン
天童のももと天童のデラウェアワイン

（5,142円税込）

大浦葡萄酒
赤・白セット
2,381円

（1,543円税込）

4,762円

3,000円（3,240円税込）

（2,571円税込）

1,429円

2,550円

（2,754円税込）

●720ml

2,017円

（2,178円税込）

6,286円

（6,788円税込）

オオウラスパーク
リングワイン
沙蘭（シャララ）
白

1,600円

（1,728円税込）

10,000円

（10,800円税込）

6,450円（6,966円税込）

10,000円（10,800円税込）

3,000円

（3,240円税込）

①スプレッドバニラ
②スプレッド仙台いちご
③クリームチーズオレンジ
④クリームチーズガーリック
⑤スプレッドラ・フランス

⑥スプレッドブルーベリー
⑦クリームチーズ
⑧ヌーシャルチーズ
⑨クリームチーズトマト&バジル

3,310円

（3,574円税込)

写真は…スプレッドブルーベリー・スプレッドバニラ・
スプレッドストロベリー・クリームチーズ トマト＆バジル・
クリームチーズ・スプレッドラ・フランスの組合せ

1,680円（1,814円税込）

●スプレッドラ・フランス
●スプレッドバニラ
●クリームチーズ トマト＆バジル
●ペッパーゴーダ
●ミルクキューブ
●シュレッドチーズ

3,197円

（3,452円税込）

●クリームチーズ●クリームチーズガーリック
●スプレッドラ・フランス
●チーズドリンクザオーホワイト
●蔵王ソーダクラッカー
●蔵王山麓乳清のジャム

写真は…スプレッドブルーベリー・スプレッドバニラ・
スプレッドラ・フランスの組合せ

2,930 円

（3,164円税込）

●クリームチーズ
●スプレッドブルーベリー
●ゴーダチーズ
●ホワイトザオー

2,660円（2,872円税込）

●クリームチーズガーリック●スプレッドラ・フランス
●スプレッドバニラ●クリームチーズ トマト＆バジル
●ペッパーゴーダ●ホワイトザオー
●ミルクキューブ●シュレッドチーズ

4,269円

（4,611円税込）

山形の旬をお楽しみください。

3,350円

13,889円

（3,618円税込）

（15,000円税込）

取り扱い期間／ 6月中旬～7月初旬

取り扱い期間／ 11月下旬～12月

5,000円

（5,400円税込）

取り扱い期間／ 11月～12月初旬

JK-24

つや姫

2,800円
4,000円

（4,320円税込）
農林水産省の「スーパー
ライス計画」の中で誕生
した新種の米。光沢があ
り冷めても硬くなりにく
く、時間が経ってもおいし
く食べられます。

1,883円（2,034円税込）

3,250円

（3,510円税込）

（3,024円税込）

もちもち感が特徴の「つ
や姫」は、冷めても美味し
いので、お子様のおやつ
としておにぎりがオスス
メ！何よりも白いご飯が
大好きというあなたへ。

3,000円

●5kg

2,500円（2,700円税込）

（3,240円税込）

●5kg

2,600円（2,808円税込）
A-25 つや姫 ●5kg

2,457円（2,653円税込）

3,465円（3,742円税込）

3,681円

（3,975円税込）

米沢の伝統工芸

相良 隆馬
掲載商品の価格は平成29年6月現在の価格です。
消費税はお買い上げの小計額に対して加算されるた
め、商品カタログ表示税込価格の合計と実際のお支
払い金額が異なる場合がございます。

ネットストアにていつでも上杉城史苑の
おすすめ商品をご購入いただけます！

ネットストア

uesugijoshien.shop-pro.jp
又は 上杉城史苑ネットストア

検 索

