1,000 円

650 円

（1,080円税込）

（702円税込）

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）

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。

15

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

560 円

（604円税込）

米沢鯉

2,310 円（2,495円税込）

2,220 円（2,398円税込）

U-33

1,300 円（1,404円税込）

300ml

1,200 円

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。

（1,296円税込）

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
山形の風物詩

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

芋煮鍋

5

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。
写真はイメージです。

米沢牛入りコロッケ

1,223円（1,320円税込）

UD-08

1,223円（1,320円税込） 3,669円（3,962円税込）

米沢牛肉まん

●米沢牛入りコロッケ×2箱

（1,080円税込）
●3個入1,000円

上杉城史苑の デリカ販売コーナー

UD-07

JG-1

野菜メンチ
●70g×6コ

933円（1,007円税込）

JG-2

黒キーマカレー
●340g

米沢牛ビーフシチュー

954円（1,030円税込）

（1,440円税込）
●340g 1,334円

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）

160g

380円

170g

380円

（410円税込）

U-32

わらび

（たまり漬）
●180g

600円

（648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）

13,000円（14,040円税込）

8,000円（8,640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）

農林水産大臣登録 第26号

地理的表示（GI）保護制度

米沢牛

YONEZAWAGYU

「米沢牛 YONEZAWAGYU」
は農林水産省認定の地理的
表示（GI）
に登録され、国の
お墨付きを頂きました。

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）

ふくよかな香りの吟醸酒粕を使い、伝統の牛肉味
噌酒粕漬をさらに、上品な風味に仕上げた米沢牛
の人気商品。

米沢牛 味噌吟醸酒粕漬

3,000円（3,240円税込）
4,000円（4,320円税込）
5,000円（5,400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）

日本三大和牛 米沢牛をご進物にいかがですか。

米沢牛

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

スライスハムセット4種
SH‐30 3,000円（3,240円税込）

（3,456円税込）
3種×各2ケ 3,200円

牛たんペッパー・米沢牛香味牛肉・バラベーコン・
ショルダーベーコン

（540円）

＊パッケージと内容が変わる可能性があります。

登起波牛肉店

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。

米沢の地味噌をベースに、酒の米沢が誇る特選銘醸の酒粕の
風味を程よく配し、熟成させ米沢牛を漬け込み、独自の味に仕
上げました。宮内庁御用達の逸品。

米沢牛登起波漬

3,000円（3,240円税込）
5,000円（5,400円税込）
8,000円（8,640円税込）

米沢牛味噌麹漬
RD-40 ●米沢牛ロース肉

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。

400g

10,000円（10,800円税込）

200g

4,000円（4,320円税込）

250g

5,000円（5,400円税込）

MD-20 ●モモ肉
MD-25 ●モモ肉

●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）
＊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）

●鯉の甘煮 170g×3袋

A-4

鯉の甘煮Lサイズ4袋
詰合せ
3,000円（3,240円税込）

●鯉の甘煮 170g×4袋

A-5

鯉の甘煮Lサイズ5袋
詰合せ
3,700円（3,996円税込）

●鯉の甘煮 170g×5袋

YA-4

鯉の甘煮柔らか仕立て
4袋詰合せ
3,000円（3,240円税込）

●鯉の甘煮柔らか仕立て 140g×4袋

Y2M2

鯉の甘煮柔らか仕立て・
長寿巻 詰合せ

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

2,950 円（3,186円税込）

●鯉の甘煮柔らか仕立て 140g×2袋
長寿巻×2本

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
三奥屋を代表とする晩菊をはじめ、
人気の漬物を箱詰しました。

（8月～10月）

2,000円

（2,160円税込）

3,000円

（3,240円税込）

3,300円（3,564円税込）
2,200円（2,376円税込）
1,100円（1,188円税込）

＊ご家庭用袋入り594円もございます

MAY‐33
彩あつめ

3,300円（3,564円税込）

●晩菊120g、辛っ党120g、きなみ120g、たから漬60g、
茄子味噌漬70g、北香梅70g、寒香梅60g、伊達茄子60g、
さくらんぼ50g

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。
●南蛮もろみ・もろみなす
（各180g×3）

2,428円（2,622円税込）

2,000円（2,160円税込）
米沢では昔から味噌煮の時
桶の底に野菜の塩漬を並
べ麹と塩を振りかけてから
味噌を仕込んでいました。
味噌が食べ頃になるころ、
自然に美味しい味噌漬けも
出来ました。

2,500円（2,700円税込）

1,700円（1,836円税込）

2,570円（2,775円税込）

130円

130円

（140円税込）

（140円税込）

1,450円（1,566円税込）

国産大豆と自然塩を使いじっくりねかせた上杉御膳
味噌、米糀たっぷりの白糀みそなどの詰め合せ。

190円

MM‐01
糀と果実・フルーツ甘酒4本詰合せ

1,690円（1,825円税込）

●さくらんぼ味180g、ラフランス味180g、
巨峰味180g、もも味180g
フルーツの芳香とあまざけの風味をお楽しみいただけ
ます。ストレートで、水または牛乳で薄めてお召上が
り下さい。※砂糖不使用・ノンアルコールです。

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

（3,456円税込）

手もみの細い縮れ麺とあっ
さりした醤油味のスープ。
昔ながらの飽きのこない味
わいをご自宅で。

1,100円

（1,188円税込）

876円（947円税込）

AB-226

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）

漬物

（205円税込）

SJK-20

謹製ジャム
2個詰合せ
●謹製ジャムあまおういちご
（235ｇ）
謹製ジャムマンゴー
（240ｇ）

2,050円（2,214円税込）

JSJ-15

山形県内
限定ジャム詰合せ
●さくらんぼジャム
（155g）
ラフランスジャム
（155g）

1,500円（1,620円税込）

SFVR-30NN

セゾンセレクション30NN

●飲む酢オレンジ+密柑黒酢（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）

SCS-35KC

調味料詰合せ35

●極・ぽん酢
（240ｍｌ）
リッチスタイルドレッシングたまねぎ
（240ｍｌ）
リッチスタイルドレッシングにんじん
（240ｍｌ）
焼肉のたれ
（240ｍｌ）

3,500円（3,780円税込）

SVA-50KC

バラエティーギフト50KC

●飲む酢オレンジ+密柑黒酢（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）

DR-18KC

ドレッシング3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柚子フレンチ
（150ｍｌ）

1,850円（1,998円税込）

DR-25

ドレッシング4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柚子フレンチ
（150ml）
リッチスタイル爽レモン
（160ml）

2,500円（2,700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柚子フレンチ
（150ml）
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）

3,000円（3,240円税込）
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山形のジャムセット

●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）

山形のジャムセット

●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、
ノンオイル大根＆にんじん味、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）
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1,389円

2,250円

（1,500円税込）

（2,430円税込）

2,343円

8個入

2,100円（2,268円税込）

（2,530円税込）

1,500円

（1,620円税込）

舘山りんごの樹
米沢の新銘菓。発酵バターのクッキー生
地に米沢市舘山地区で栽培された紅玉り
んごだけにこだわりコンポート煮にしてソ
フトガレットに焼き上げました。舘山りん
ごの酸味とシナモンの香りが絶妙です。

1,158円

銘菓

舘山りんごの樹
RA‐03 ●3個入り 538円

1,200円

（581円税込）

（1,296円税込）

（1,177円税込）

たくあんチョコレート

三奥 屋

1,100円

1,950円

2,481円（2,680円税込）

●サクランボ・ラ・フランス

1,600円

（2,106円税込）

（1,188円税込）

1,907円（2,060円税込）

（2,376円税込）

（1,404円税込）

●9枚入

●サクランボ・ラ・フランス

630円（680円税込）

2,200円

1,300円

MTO-01

1,296円（1,400円税込）

1,500円

（1,620円税込）

（864円税込）

ふんわりとしたマシュマロの中は、
いよ柑の甘酸っぱい餡。

たくあんチョコレート

●サクランボ・ラ・フランス

800円

（1,250円税込）

RA‐06 ●6個入り 1,090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。

上杉鷹山公命名の銘菓。
当産地
「青畑豆」
をきな粉にして
砂糖と水飴を加えて製したお菓子です。

（1,728円税込）

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。
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。

796円

（860円税込）

769円

（830円税込）

670円

（723円税込）

950円

（1,026円税込）

1,700円

（1,836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。
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うこぎ茶

1,300円（1,404円税込）

平成18年度 農林水産省
総合食料局長賞受賞

期間・数量

限定

3,300円（3,564円税込）

米沢産姫うこぎの粉末を練りこんだ乾麺。
爽やかな風味と喉越しの健康麺です。

450円（486円税込）

うこぎのオイル

米沢伝統のうこぎと雪菜をフリーズドライし、
ごま、食塩、のり、みそ等を加えた風味豊かな
ふりかけです。

500円

（540円税込）

うこぎ街道®うこぎパイ
RU‐05

うこぎ茶（ペットボトル）

171円（184円税込）

●5個入り

RU‐10

550円（594円税込）

こんにゃくにウコギの葉を散ら

●10個入り1,000円
（1,080円税込） し、麺状に加工しました。健康と

うこぎ茶（ペットボトル）

RU‐20

カロリーを気遣う方に。

●20個入り2,000円
（2,160円税込） NO-6

4,104円（4,432円税込）
400円（432円税込）

あなたが選ぶ
あなただけの
オリジナル詰合せ
売り場で選んで、
お好きなご馳走を詰め合せ

上杉城史苑
オリジナル

3,860円

（4,168円税込）

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／鯉のはらこ煮

3,010円

（3,250円税込）

4,100円

（4,428円税込）

サクランボデザート×2袋／ラ・フランス

デザート×2袋／ゼリー（ミックスジュエリ／
ピンクグレープフルーツ＆西洋梨／イエローフル
ーツ／グリーンストライプ／レッドベリー）

2,981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

3,229円

（3,487円税込）

殿様の酒純米吟醸300ml／晩菊／からし
なす漬／米沢黒中華×2食／うこぎのふり
かけ／ごまみそドレッシング

1,834円

（1,980円税込）

つや姫キューブ300g（無洗米）、コシヒカリ
450g
（上杉籍田米）
、糀と果実フルーツ甘酒
（ラ
フランス、
さくらんぼ）
、
つや姫ラーメン
（1人前）

うこぎ・オリジナル詰 合せ

米 沢 の 新しい 銘 菓。米 沢 のうこぎ パウ こんにゃくうこぎ麺
ダーを、ふっくらパイ生地と合せ焼き上げ ●120g×4袋（タレ付き）
ました。サクサクっとした優しい食感を楽
1,000 円
しみながら、米沢に想いを馳せてみるの
（1,080円税込）
も良いかもしれません。

2016 年 12 月、山形県産の日本酒は都道府
県単位としては初めて、日本酒の地理的表示「山
形」の指定を受けました。四季が明確な山形県、
自然と調和しながら創る山形の酒は、農家と蔵
人の想いを込めた「やわらかくて透明感のある
飲んでおいしい日本酒」です。

K-30J

吟醸梅酒・
純米吟醸
原酒

TK-35

K-50J

純米
大吟醸・
大吟醸左唎き

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）

5,250円

（5,670円税込）

TK-25

純米大吟醸
山田錦
●720ml

2,500円

（2,700円税込）

KO-2

3,000円

1,905円

3,200円

（3,240円税込）

（3,456円税込）

（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）

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

1,200円

（1,296円税込）
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●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

5,390円

（5,821円税込）

●赤・白720ml×
各1本（専用化粧箱）

（1,543円税込）

4,762円

3,000円（3,240円税込）

HE‐50
シャトー
モンサンエクセラン
赤・白セット

1,429円

（5,142円税込）

大浦葡萄酒
赤・白セット
2,750円

（2,970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）

3,000円

（3,240円税込）

10,000円

（10,800円税込）

6,450円（6,966円税込）
SK‐100
純米大吟醸 雪女神
●1.8ℓ
（化粧箱入り）

10,000円（10,800円税込）
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下記の10種の商品からお好きなものを詰め合せいたします

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
⑩ブラックペッパー

3,346円

（3,612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

1,698円（1,833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

3,229円

（3,486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

2,948 円

（3,184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

2,671円（2,884円税込）
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●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

4,308円

（4,651円税込）

山形の旬をお楽しみください。

500g・手詰め

3,240円

10,000円

（3,500円税込）

（10,800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

5,093円

（5,500円税込）

取り扱い期間／ 11月～12月初旬

お米はここまで美味しくなれる
日本一を誇るブナの原生林が育む滋養に満ちた水系、
先人の知恵と四季鮮やかな山形の風土が生んだ、わが
国のおいしいお米のルーツとなる「亀の尾」。その正統
な系譜から、ついに新ブランド米が誕生しました。際立
つ「粒の大きさ」「白い輝き」「旨さ」「香り」「粘り」は
ごはんそのものがご馳走。味わうほどに至福の喜びに満たされます。山形
の農の匠が丹精込めて育てる、安全で、おいしさを極めた特別なお米。日
本中の、何よりも「白いご飯」が大好きな人に届けます。

A-25

ミルキークィーン JK-24
4,000円
つや姫
（4,320円税込）

減農薬・減化学肥料
農林水産省の「スーパー ●5kg3,200円
（3,456円税込）
ライス計画」の中で誕生

つや姫

特別栽培米

●5kg2,800円

（3,024円税込）

3,000円

（3,240円税込）

お米の美味しさを食味計でチェ
ック！（お米はタンパクが少な
した新種の米。光沢があ もちもち感 が 特 徴 の「つ や 姫」 いと美味しくなります。
）低温の
り冷めても硬くなりにく は、冷めてもおいしいので、お クリーンルームでセラミック低温
く、時間が経ってもおいし 子様のおやつとしておにぎりが 精米機によるやさしい精米で、
く食べられます。
おすすめ！ 何よりも白いご飯が 口当たりの良いうまみのある、
大好きというあなたへ。
冷めてもおいしいお米です。

山形を代表する
果物の美味しさをギュッと詰合せ

YGD‐15
山形代表１５缶詰合せ 2,510円（2,710円税込）

ラ・フランスアイス

3,250円（3,510円税込）

3,465円（3,742円税込）

3,681円

（3,975円税込）

●ミックス・ぶどう・ラフランス・りんご・もも（各160g×15缶）

※お客様のご希望による詰合せ内容の変更は致しかねますのでご了承ください。
※在庫状況により詰合せ内容が変更になる場合があります。
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米沢の伝統工芸

相良 隆馬

上記伝統工芸品につきましてはお問い合わせくださいませ。

掲載商品の価格は平成30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

