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掲載商品の価格は2021年6月現在の価格です。
掲載商品は全て消費税込の表示になります。

ネットショップならいつでも注文できる

24時間
いつでも注文OK！24

貯めたポイントは1P=1円相当で利用可能
※対象商品に限ります。

食彩倶楽部内にある、商品QRコードをスマートフォンで
読み取ると簡単にお買物ができます。

会員登録で
ポイントが貯まる！

クレジットカード、コンビニ払い、商品代引き等を
御利用頂けます。 ※商品により異なります。

選べるお支払方法！

商品の出荷をメールでお知らせ

配送状況がわかる

P

￥

民芸品、地酒、米沢牛など米沢の
お土産すべてが揃うフロアー

物産販売フロア

すき焼・しゃぶしゃぶ・ステーキ・
郷土料理など

米沢牛レストラン［アビシス］

名産米沢牛コロッケサンドや
カフェメニューが充実

カフェ［ル・シエル］

https://www.uesugijoshien.com

お買物は上杉城史苑
ネットショップがお得！

山形県米沢市丸の内1-1-22（伝国の杜前） TEL.0238（23）0700
h t t p s : / / u e s u g i j o s h i e n . j p

●お電話・ファクシミリ・Eメールでのご注文

●●●●●●

●●●●●●
●●●●●●

食彩倶楽部の
QRコードを
読み込もう



米沢中華そば

山形県産 蜜 ●各280g
U-07

1,188円（税込）
●5食入1箱スープ付

わらび（たまり漬）
U-32

648円（税込）●180g

オー辛かんべU-20
410円（税込）●1袋150g

山うど（しょうゆ漬）
U-29

648円（税込）●450g
（正味量200g）

山菜きのこ（しょうゆ漬）
U-30

540円（税込）●500g

梅ぼし九兵衛の
U-21

575円（税込）●200g

さくらんぼU-26
1,728円（税込）

とちU-22
1,728円（税込）

単一の花から採れた香り豊かな
純粋はちみつ。ビタミン、ミネラ
ルたっぷりのおいしさは美容と健
康におすすめです。

一粒一粒天日干しにした山形県
産の梅を、昔ながらの漬け込み
でしその風味豊かに仕上げまし
た。皮も果肉も柔らかい梅干。

新鮮なうちにあくを抜き、た
まりに漬けこんだ自慢の一
品です。

そのままでももちろん、天
ぷらや煮物などの具材として
もお使いいただけます。

山菜鍋、そば・うどん、炊
き込みご飯にとっても合い
ます。

手もみで縮れをつけた加水の多い
細麺が、あっさりした鶏ガラと煮
干しだしの醤油味のスープによく
絡む、米沢ならではのラーメン。

自家製醤油のベースに唐辛子を入れた、ピリッとした味。

地元産の青菜に日高昆布と昆布だしでヘルシーな美味しさ。

3,287円（税込）
たから漬け／ぺちょら漬け／フリーズドライ香紫露菊の味噌
汁／フリーズドライ牛肉の味噌汁／ふきのとう味噌／つや姫
キューブ無洗米／雪若丸キューブ無洗米

UG-64
3,568円（税込）
山菜きのこ／わらびのたまり漬け／しその実茶漬け／梵天
丸茄子からし漬け／国産オー辛かんべ／さくらんぼ漬け

UG-61
4,809円（税込）
黒毛和牛しぐれ煮／つや姫無菌パック／フリーズドライ香紫露菊の
味噌汁／フリーズドライなめこの味噌汁／米沢牛ふりかけ／米沢焼
飯茶碗／紅花箸

UG-63
3,638円（税込）
米沢牛入りサラミ／杉ぐい呑み（毘、愛）各1個／うま
いたれ使用たまこんにゃく／でん六ビーナッツ／米鶴
殿様の酒300ml

UG-65

3,341円（税込）
板麩／黒毛和牛しぐれ煮／にんにく
味噌／板蕎麦×２

UG-67
4,972円（税込）
米沢牛つくだ煮／米沢牛炊込み御飯の素／黄木米沢牛
入りサラミ／公社米沢牛入りサラミ／米沢牛しぐれ煮

UG-66
2,887円（税込）
にしんのやわらか煮／棒だら煮／
鯉のやわらか煮／鯉のことこと煮

UG-62

売り場で選んで、
お好きなご馳走を詰合せ

あなたが選ぶ
あなただけの
オリジナル詰合せ

あなたが選ぶ
あなただけの
オリジナル詰合せ

このカタログに掲載の
ごっつぉ伝は
組合せのほんの一例です。

（箱代は別途承ります）

お好みに合わせ、
詰め合せも承ります

期間限定

期間限定

季節限定

オ
リ
ジ
ナ
ル
厳
選
銘
品

りんごU-25
1,728円（税込）季節限定

キハダU-24
1,728円（税込）

青菜松前漬U-18
410円（税込）●1袋140g



昆布巻 米沢牛JK-11
1,080円（税込）●1本

U-04

米沢牛すき焼きセット
K-70 8,640円（税込）

上杉城史苑オリジナルの
本格米焼酎と純米吟醸酒の詰合せ。
特注品の酒肴梅肉と蕎麦味噌で
ついつい酒が進んでしまいます。

昆布巻 米沢鯉JK-17
702円（税込）●1本

棒だら煮JK-14
604円（税込）

にしんやわらか煮JK-16
604円（税込）

　からかい煮JK-15
1,080円（税込）●1袋250g ●1袋150g ●半身2枚

3,344円（税込）●500ml 各1本
赤・白

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。

お客様の
お好み、ご予算応じて
詰め合せ承ります。

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。

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。

柔らかく上質な米沢牛を昆布巻きにしました。牛
肉のうまみが生きています。

米沢名産の鯉と昆布の味わいで、昔なつかしい
故郷の味に煮あげました。

ハウスワイン詰合せ

U-11

1,672円（税込）●500ml
白ハウスワイン

U-06

4,020円（税込）

純米吟醸酒・本格米焼酎
●720ml 各1本
酒肴梅肉・蕎麦味噌

殿様の酒 詰合せ

U-33
700円（税込）●300ml

U-01

1,600円（税込）●720ml

殿様の酒 純米吟醸酒U-02

1,320円（税込）
●720ml

殿様の酒
本格米焼酎

●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

K-100 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
ご希望に合せ、内容（肉質・量など）を調整いたします。

米沢牛芋煮セット
（4～5人前）

K-40

4,320円（税込）
●里芋・米沢牛・きのこ・豆腐・ねぎ・
　こんにゃく・芋煮用タレ
9月～12月のみの販売とさせていただきます。

置賜の自然豊かな大地で育った米と、
吾妻山系の水で譲した焼酎は、
香り豊かにすっきりとしたのど越しで、
焼酎好きにはたまらない逸品です。

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。

20歳未満の方への酒類販売および飲酒は法律で禁止されています。
当ショップでも20歳未満の方への販売は行っておりません。上杉城史苑オリジナルブランド

山形の風物詩芋煮鍋

オリジナル宅配商品 ご自宅用にどうぞ

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。

米沢の
    郷土料理

殿様の酒

詰め合せ出来ます

季節限定

地元ワインメーカーと共
に特別に仕上げた本格的
なオリジナルワインです。
厳選された素材と丁寧に
つくり込んだ風味、香り、
口当りをお楽しみ下さい。

地元ワインメーカーと共
に特別に仕上げた本格的
なオリジナルワインです。
厳選された素材と丁寧に
つくり込んだ風味、香り、
口当りをお楽しみ下さい。

オ
リ
ジ
ナ
ル
厳
選
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U-10

1,672円（税込）●500ml
赤ハウスワイン

米沢中華そば

山形県産 蜜 ●各280g
U-07

1,188円（税込）
●5食入1箱スープ付

わらび（たまり漬）
U-32

648円（税込）●180g

オー辛かんべU-20
410円（税込）●1袋150g

山うど（しょうゆ漬）
U-29

648円（税込）●450g
（正味量200g）

山菜きのこ（しょうゆ漬）
U-30

540円（税込）●500g

梅ぼし九兵衛の
U-21

575円（税込）●200g

さくらんぼU-26
1,728円（税込）

とちU-22
1,728円（税込）

単一の花から採れた香り豊かな
純粋はちみつ。ビタミン、ミネラ
ルたっぷりのおいしさは美容と健
康におすすめです。

一粒一粒天日干しにした山形県
産の梅を、昔ながらの漬け込み
でしその風味豊かに仕上げまし
た。皮も果肉も柔らかい梅干。

新鮮なうちにあくを抜き、た
まりに漬けこんだ自慢の一
品です。

そのままでももちろん、天
ぷらや煮物などの具材として
もお使いいただけます。

山菜鍋、そば・うどん、炊
き込みご飯にとっても合い
ます。

手もみで縮れをつけた加水の多い
細麺が、あっさりした鶏ガラと煮
干しだしの醤油味のスープによく
絡む、米沢ならではのラーメン。

自家製醤油のベースに唐辛子を入れた、ピリッとした味。

地元産の青菜に日高昆布と昆布だしでヘルシーな美味しさ。

3,287円（税込）
たから漬け／ぺちょら漬け／フリーズドライ香紫露菊の味噌
汁／フリーズドライ牛肉の味噌汁／ふきのとう味噌／つや姫
キューブ無洗米／雪若丸キューブ無洗米

UG-64
3,568円（税込）
山菜きのこ／わらびのたまり漬け／しその実茶漬け／梵天
丸茄子からし漬け／国産オー辛かんべ／さくらんぼ漬け

UG-61
4,809円（税込）
黒毛和牛しぐれ煮／つや姫無菌パック／フリーズドライ香紫露菊の
味噌汁／フリーズドライなめこの味噌汁／米沢牛ふりかけ／米沢焼
飯茶碗／紅花箸

UG-63
3,638円（税込）
米沢牛入りサラミ／杉ぐい呑み（毘、愛）各1個／うま
いたれ使用たまこんにゃく／でん六ビーナッツ／米鶴
殿様の酒300ml

UG-65

3,341円（税込）
板麩／黒毛和牛しぐれ煮／にんにく
味噌／板蕎麦×２

UG-67
4,972円（税込）
米沢牛つくだ煮／米沢牛炊込み御飯の素／黄木米沢牛
入りサラミ／公社米沢牛入りサラミ／米沢牛しぐれ煮

UG-66
2,887円（税込）
にしんのやわらか煮／棒だら煮／
鯉のやわらか煮／鯉のことこと煮

UG-62

売り場で選んで、
お好きなご馳走を詰合せ

あなたが選ぶ
あなただけの
オリジナル詰合せ

あなたが選ぶ
あなただけの
オリジナル詰合せ

このカタログに掲載の
ごっつぉ伝は
組合せのほんの一例です。

（箱代は別途承ります）

お好みに合わせ、
詰め合せも承ります

期間限定

期間限定

季節限定

オ
リ
ジ
ナ
ル
厳
選
銘
品

りんごU-25
1,728円（税込）季節限定

キハダU-24
1,728円（税込）

青菜松前漬U-18
410円（税込）●1袋140g



米
沢
牛
・
加
工
食
品

米沢牛ロースすき焼用
OA-07

12,960円（税込）●500ｇ

米沢牛肩ロースすき焼用
OA-09

11,340円（税込）●500ｇ

米沢牛カルビ（肩三角）焼肉用
OA-13

11,340円（税込）●500ｇ
米沢牛モモしゃぶしゃぶ用
OA-19

11,340円（税込）●500ｇ

米沢牛肩ロース焼き肉用
K-07

6,912円（税込）●400g
米沢牛 上選お任せカルビ（タレ付）
　TC-101

5,620円（税込）●550ｇ
米沢牛 特選お任せすき焼きセット（タレ付）
　TC-102

5,620円（税込）●360ｇ

（写真はイメージ）（写真はイメージ）

バラ・赤身・中落ちなどの内容をお任せいただく
代わりにタレをサービス。バラエティーな食べ比
べをお楽しみ下さい。特製タレ（180ml）1本付

霜降りロースと赤身肉の内容をお任せいただく代
わりにタレをサービス。食べ比べをお楽しみ下さ
い。タレ（180ml）1本付

米沢牛サーロインステーキ
K-01

16,632円（税込）●150ｇ×4枚
米沢牛ロースしゃぶしゃぶ用
K-06

13,392円（税込）●600ｇ
米沢牛ロースすき焼き用
K-03

9,072円（税込）●400ｇ

米沢牛フィレステーキ
OA-03

17,280円（税込）●130ｇ×4枚
米沢牛ランプステーキ
OA-05

14,040円（税込）●150ｇ×4枚

米沢牛サーロインステーキ
OA-01

19,980円（税込）●180ｇ×4枚

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」
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。

YONEZAWAGYU
米 沢 牛



牛佃煮「霜が香」詰合せ
BA-23 2,484円（税込）●3種

牛すじ煮・牛みそ煮・牛しぐれ煮（80g×各1）

ファイン  米沢牛コンビーフ
FA-12

1,296円（税込）

ファイン  ソーセージ
ギフト

黄木工房詰合せ

FA-300

3,240円（税込）
あらびきウインナー／チキンウインナー各110g、
あら太150g／ベーコンスライス90g／マスタード40g

BE-33 3,564円（税込）●4種

牛大和煮・牛みそ煮・牛にんにく風味・牛しぐれ煮（80g×各1）

YOK-33 3,570円（税込）●3個入

BH-48 5,184円（税込）●6種

牛みそ煮・牛そぼろ煮・牛にんにく風味・牛大和煮・牛すじ煮・牛しぐれ煮（80g×各1）

米沢牛味噌麹漬
RD-40 10,800円（税込）●400g

MD-20 4,320円（税込）●200g

MD-25 5,400円（税込）●250g

米沢牛ビーフカレー 辛口・中辛・甘口

TC-01
864円（税込）
●1箱（1人前）

TC-03
2,700円（税込）
●3箱入

TC-06
5,356円（税込）
●6箱入

登起波ハムソーセージ
詰合せ

TC-400

4,428円（税込）
チョリソー×1／ウィンナー×1／ラオブルスト×1／
スペアリブ×1／ロースハム×1／ショルダーベーコン×1／
特製マスタード×1

スライスハムセット4種
SH‐30

3,244円（税込）

米沢牛皇室献上登起波漬米沢牛 味噌吟醸酒粕漬
TC-07 3,240円（税込）●モモ肉220ｇ

TC-08 5,400円（税込）●モモ・ロース325ｇ

TC-10 8,640円（税込）●モモ・ロース520ｇ

S-30 3,240円（税込）●70g×3枚

S-40 4,320円（税込）●70g×4枚

S-50 5,400円（税込）●70g×5枚

黄木米沢牛入ハンバーグ
YH-41

4,320円（税込）
●8個入／ソース付

米沢牛入ハンバーグ（90ｇ×8枚）・
ソース（90ｇ×2袋）

黄木ハンバーグセット
HS-39

3,564円（税込）●6個入
デミグラスハンバーグ・和風ハンバーグ・
イタリアンハンバーグ（140g×各2個）

厨房料理詰合せ
TT-32

3,456円（税込）●4箱入
煮込みハンバーグ（200g）・ビーフシチュー（180g）・
洋風肉団子（230ｇ）・中華風肉団子（230g）各1箱

肉屋のハンバーグ６個詰合せ

3,780円（税込）
●１個115g×６個

＊８個入り4,968円（税込）もございます

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。

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。

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

米沢牛ビーフカレー・米沢牛ハヤシビーフ（220g×各1）・米沢
牛ビーフシチュー（230g×1）

YOK-42 4,650円（税込）●4個入
米沢牛ビーフカレー（220g）・米沢牛ハヤシビーフ（220g×2）・
米沢牛ビーフシチュー（230g×1）

マイスター直伝のオリジナルのハム・
ソーセージ。本格派の技に独自の味付け
で仕上げた逸品揃い。

※組合せ内容が多少変更となる場合がございます

※化粧箱入

ドイツ国際コンテストで多数受賞した商品！

※化粧箱入

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。
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
・
加
工
食
品

●100g

日本三大和牛の米沢牛を97％（3％は香辛料など）も使用
しています。  新鮮な米沢牛のすね肉をじっくり煮込み、
ドイツの香辛料を使って仕上げたコンビーフは、そのまま
ではもちろん、どんな食材にもマッチする一品です。

NH-6

米
沢
牛
・
加
工
食
品

米沢牛ロースすき焼用
OA-07

12,960円（税込）●500ｇ

米沢牛肩ロースすき焼用
OA-09

11,340円（税込）●500ｇ

米沢牛カルビ（肩三角）焼肉用
OA-13

11,340円（税込）●500ｇ
米沢牛モモしゃぶしゃぶ用
OA-19

11,340円（税込）●500ｇ

米沢牛肩ロース焼き肉用
K-07

6,912円（税込）●400g
米沢牛 上選お任せカルビ（タレ付）
　TC-101

5,620円（税込）●550ｇ
米沢牛 特選お任せすき焼きセット（タレ付）
　TC-102

5,620円（税込）●360ｇ

（写真はイメージ）（写真はイメージ）

バラ・赤身・中落ちなどの内容をお任せいただく
代わりにタレをサービス。バラエティーな食べ比
べをお楽しみ下さい。特製タレ（180ml）1本付

霜降りロースと赤身肉の内容をお任せいただく代
わりにタレをサービス。食べ比べをお楽しみ下さ
い。タレ（180ml）1本付

米沢牛サーロインステーキ
K-01

16,632円（税込）●150ｇ×4枚
米沢牛ロースしゃぶしゃぶ用
K-06

13,392円（税込）●600ｇ
米沢牛ロースすき焼き用
K-03

9,072円（税込）●400ｇ

米沢牛フィレステーキ
OA-03

17,280円（税込）●130ｇ×4枚
米沢牛ランプステーキ
OA-05

14,040円（税込）●150ｇ×4枚

米沢牛サーロインステーキ
OA-01

19,980円（税込）●180ｇ×4枚

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」
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。

YONEZAWAGYU
米 沢 牛



山形県産黒毛和牛の佃煮4種（ギフト用）
SIG-40

●90g×各1瓶 4,650円（税込）

鯉の甘煮
Lサイズ3袋 詰合せ

A-3

2,598円（税込）
●鯉の甘煮170g×3袋

鯉の甘煮
Lサイズ4袋 詰合せ

A-4

3,354円（税込）
●鯉の甘煮170g×4袋

鯉の甘煮
Lサイズ5袋 詰合せ

A-5

4,110円（税込）
●鯉の甘煮170g×5袋

鯉の甘煮 やわらか煮
4袋詰合せ

YA-4

●鯉の甘 やわらか煮
　140g×4袋

鯉の甘煮 やわらか煮・
長寿巻 詰合せ

 Y2M2

●鯉の甘煮やわらか煮
　140g×2袋
　長寿巻×2本

3,246円（税込）

梵天丸なす浅漬け詰合せ
M-4

●130g×4 2,160円（税込）
M-5

●130g×6 3,240円（税込）

鯉の甘煮 やわらか煮
A-1Y

●鯉の甘煮 やわらか煮
　140g×1袋

2,944円（税込） 756円（税込）4,650円（税込）

ことこと煮・棒だら煮詰合せ
 K1B1

●ことこと煮 300g×1袋
　棒だら煮 300g×1袋

●150g
雪割納豆YUK-01

378円（税込） ●150g
雪割納豆辛口YUK-02

378円（税込）

●ぽろぽろ漬・孫兵衛味噌漬
　ざらめ漬・かんろ漬
　合計590g

味いろいろ
JH-18

2,160円（税込）

●630g

晩菊（箱入）

昆布巻・
八幡巻
詰合せ

MB-61
3,564円（税込）

●米沢牛昆布巻・
　国産黒毛和牛八幡巻

MK-25

2,700円（税込）

味噌屋の味噌漬

●ざらめ漬（140g）
　ぽろぽろ漬（110g）
　MIX漬（150g）
　昆布（120g）

HMS-4

1,836円（税込）

彩あつめ
MAY-33
3,564円（税込）

●480g

MB-62
2,376円（税込）

●260g

MB-63
1,188円（税込）＊ご家庭用袋入り594円もございます

十種類にのぼる山形の山菜と特産野菜
を刻み一年から二年にわたる漬込みで、
しっかりと熟成させた漬物。

鯉詰合せ
KT-5

●鯉の甘煮 170g×2袋
　長寿巻×2本
　ことこと煮 300g×1袋

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。

●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

米
沢
鯉
・
漬
物

3,354円（税込）

季節限定 7月～9月季節限定 7月～9月

牛肉と舞茸のみそ煮、しぐれ煮、
大和煮、牛すじごぼう



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。米澤らーめんセット

KM-30

3,456円（税込）

●6食分　麺・具材付（メンマ・
チャーシュー・醤油スープ）

味の決め手はすっぱくない
和風醤油スープ。

手もみで縮れをつけた加水の多い細
麺が、あっさりとした鶏ガラと煮干
しだしの醤油味のスープによく絡
む、米沢ならではのラーメン。

1,776円（税込）

米沢の味噌3種詰め合せ
白糀みそ・上杉御膳味噌・米澤みそ

JH-04

●300g×各1

3,445円（税込）

花角味噌詰合せ
JH-25

●米沢みそ、上杉御膳（500g×各2）

2,440円（税込）

うまいたれ・味まるひら・
別上醤油詰合せ

AB-226

●各1000ml 3,888円（税込）

うまいたれ
詰合せ

FB-360

●1000ml×4本946円（税込）

冷やしラーメン
KM-8

●米沢ラーメン冷やし4食入（スープ付き）

1,188円（税込）

米沢中華そば
U-07

●米沢ラーメン5食入1箱 スープ付

1,296円（税込）

毘沙門 米沢ラーメン3食入り
BIS-12

●600g（麺120g×3｠スープ45g×3）
　チャーシュー20g×3
　メンマ15g×31,296円（税込）

十割庵 冷たい肉そば2食入り
TOW-12

●860g（麺100g×２、鶏肉入りつゆ330g×２）

フリーズドライみそ汁詰め合せ（16個）
JH-08

3,169円（税込）

648円（税込）

玉こんにゃく
NO-1

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。

甘口粗こし糀みそ・米沢産香紫露菊1個
（7.5g）×６個・秘伝大豆みそ・米沢牛1個
（13g）×4個・甘口つぶ糀みそ・米沢産な
めこ1個（8g）×６個

●さくらんぼ味180g、
ラフランス味180g、
巨峰味180g、プレーン180g ●500g×1袋（タレ付き）

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。

2,040円（税込）

糀と果実・フルーツ甘酒4本詰合せ
MM-01

味
噌
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
醤
油

1,080円（税込）
NO-2 ●750g×1袋（タレ付き）

山形県産黒毛和牛の佃煮4種（ギフト用）
SIG-40

●90g×各1瓶 4,650円（税込）

鯉の甘煮
Lサイズ3袋 詰合せ

A-3

2,598円（税込）
●鯉の甘煮170g×3袋

鯉の甘煮
Lサイズ4袋 詰合せ

A-4

3,354円（税込）
●鯉の甘煮170g×4袋

鯉の甘煮
Lサイズ5袋 詰合せ

A-5

4,110円（税込）
●鯉の甘煮170g×5袋

鯉の甘煮 やわらか煮
4袋詰合せ

YA-4

●鯉の甘 やわらか煮
　140g×4袋

鯉の甘煮 やわらか煮・
長寿巻 詰合せ

 Y2M2

●鯉の甘煮やわらか煮
　140g×2袋
　長寿巻×2本

3,246円（税込）

梵天丸なす浅漬け詰合せ
M-4

●130g×4 2,160円（税込）
M-5

●130g×6 3,240円（税込）

鯉の甘煮 やわらか煮
A-1Y

●鯉の甘煮 やわらか煮
　140g×1袋

2,944円（税込） 756円（税込）4,650円（税込）

ことこと煮・棒だら煮詰合せ
 K1B1

●ことこと煮 300g×1袋
　棒だら煮 300g×1袋

●150g
雪割納豆YUK-01

378円（税込） ●150g
雪割納豆辛口YUK-02

378円（税込）

●ぽろぽろ漬・孫兵衛味噌漬
　ざらめ漬・かんろ漬
　合計590g

味いろいろ
JH-18

2,160円（税込）

●630g

晩菊（箱入）

昆布巻・
八幡巻
詰合せ

MB-61
3,564円（税込）

●米沢牛昆布巻・
　国産黒毛和牛八幡巻

MK-25

2,700円（税込）

味噌屋の味噌漬

●ざらめ漬（140g）
　ぽろぽろ漬（110g）
　MIX漬（150g）
　昆布（120g）

HMS-4

1,836円（税込）

彩あつめ
MAY-33
3,564円（税込）

●480g

MB-62
2,376円（税込）

●260g

MB-63
1,188円（税込）＊ご家庭用袋入り594円もございます

十種類にのぼる山形の山菜と特産野菜
を刻み一年から二年にわたる漬込みで、
しっかりと熟成させた漬物。

鯉詰合せ
KT-5

●鯉の甘煮 170g×2袋
　長寿巻×2本
　ことこと煮 300g×1袋

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。

●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

米
沢
鯉
・
漬
物

3,354円（税込）

季節限定 7月～9月季節限定 7月～9月

牛肉と舞茸のみそ煮、しぐれ煮、
大和煮、牛すじごぼう



●飲む生姜の力（265ml）・飲む酢オレンジ+密柑黒酢（200ｍｌ）・
チーズディップ（80g）・フルーツソースブルーベリー（200ｇ）・リッ
チスタイルジャムいちご（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）

セレクションギフト50I
SS-50 I

5,400円（税込）

●さくらんぼジャム（155g）
ラフランスジャム（155g）

山形県内
限定ジャム詰合せ

●謹製ジャムあまおういちご（235ｇ）
謹製ジャムマンゴー（240ｇ）

謹製ジャム
2個詰合せ

JSJ-15SJK-20

1,620円（税込）2,214円（税込）
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セレクションギフト30I
SS-30 I

●にんじんドレッシング（130ml)・チーズディップ（80g）・
リッチスタイルジャムいちご（100g）・フルーツソースブ
ルーベリー（200g）・黒酢たまねぎドレッシング（130ml）

3,240円（税込）

●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）

ドレッシング5本詰合せ
DR-30

3,240円（税込）

●チーズのバジルオイル漬１３０ｇ
●バジル＆ガーリック マヨネーズ１３０ｇ
●タルタルソース１３０ｇ
●ご飯にかける生姜焼き１３０ｇ

後藤屋オリジナル４本セット
SB-30

後藤屋ディップソース３本セット
DC-18

3,240円（税込）

●バジル＆ガーリック マヨネーズ１３０ｇ
●バジル＆ガーリック トマトソース１３０ｇ
●タルタルソース１３０ｇ
1,944円（税込）

●チーズのバジルオイル漬１３０ｇ
●チーズと国産ペッパーのオリーブオイル漬１３０ｇ
●オリーブとチーズのオイル漬１３０ｇ
●チーズと塩麹のオリーブオイル漬１３０ｇ

チーズのオリーブオイル漬４本セット
NC-34

後藤屋ディップソース６本セット

3,672円（税込）

●バジル＆ガーリック トマトソース１３０ｇ×２
●バジル＆ガーリック マヨネーズ１３０ｇ×２
●タルタルソース１３０ｇ×１
●バーニャカウダ＆マヨネーズ ディップソース１３０ｇ×１
3,996円（税込）

DC-37



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

山形のジャムセット
YJ-06

VS-01

●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

※収穫状況により内容が変更になる場合があります。

山形のジャムセット
YJ-03

●さくらんぼ・ラ・フランス・県産ブルーベリー各145g
1,890円（税込）

3,780円（税込）

2,700円（税込） 5,583円（税込）

バラエティセット
VA-05J

バラエティセット
SV-D

●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
3,240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
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●サクランボ、ラ・フランス250g（固形量120g）×各1

サクランボとラ・フランスの
コンポート詰合せ
TS-01 1,080円（税込）

●サクランボ、ラ・フランス250g（固形量120g）×各2
TS-02 2,052円（税込）

ミックスゼリー詰合せ

3,726円（税込）

●ミックスゼリー（ミックスジュエリー）×２個
（ピンクグレープフルーツと西洋梨、パールフラワー、
グリーンストライプ、ホワイトリボン、ホワイト&イエロー
ピーチ、イエローフルーツ、レッドベリー）×各1個
●各125g

ジャム・ドレッシング詰合せ
JD-02J

●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
3,348円（税込）

健康ドリンクセット
TAK-23

2,435円（税込）

●玄米甘酒(135g×2)
●ラ・フランス果汁入り飲料（133g×2）
●デラウェア果汁入り飲料（133g×2）

DT-09B

●飲む生姜の力（265ml）・飲む酢オレンジ+密柑黒酢（200ｍｌ）・
チーズディップ（80g）・フルーツソースブルーベリー（200ｇ）・リッ
チスタイルジャムいちご（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）

セレクションギフト50I
SS-50 I

5,400円（税込）

●さくらんぼジャム（155g）
ラフランスジャム（155g）

山形県内
限定ジャム詰合せ

●謹製ジャムあまおういちご（235ｇ）
謹製ジャムマンゴー（240ｇ）

謹製ジャム
2個詰合せ

JSJ-15SJK-20

1,620円（税込）2,214円（税込）
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セレクションギフト30I
SS-30 I

●にんじんドレッシング（130ml)・チーズディップ（80g）・
リッチスタイルジャムいちご（100g）・フルーツソースブ
ルーベリー（200g）・黒酢たまねぎドレッシング（130ml）

3,240円（税込）

●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）

ドレッシング5本詰合せ
DR-30

3,240円（税込）

●チーズのバジルオイル漬１３０ｇ
●バジル＆ガーリック マヨネーズ１３０ｇ
●タルタルソース１３０ｇ
●ご飯にかける生姜焼き１３０ｇ

後藤屋オリジナル４本セット
SB-30

後藤屋ディップソース３本セット
DC-18

3,240円（税込）

●バジル＆ガーリック マヨネーズ１３０ｇ
●バジル＆ガーリック トマトソース１３０ｇ
●タルタルソース１３０ｇ
1,944円（税込）

●チーズのバジルオイル漬１３０ｇ
●チーズと国産ペッパーのオリーブオイル漬１３０ｇ
●オリーブとチーズのオイル漬１３０ｇ
●チーズと塩麹のオリーブオイル漬１３０ｇ

チーズのオリーブオイル漬４本セット
NC-34

後藤屋ディップソース６本セット

3,672円（税込）

●バジル＆ガーリック トマトソース１３０ｇ×２
●バジル＆ガーリック マヨネーズ１３０ｇ×２
●タルタルソース１３０ｇ×１
●バーニャカウダ＆マヨネーズ ディップソース１３０ｇ×１
3,996円（税込）

DC-37



●12個入
くるみゆべし
NGY-01

1,600円（税込）

●20個入

NGY-03
2,650円（税込）

香ばしい胡桃は入った
醤油味の餅菓子です。

●12個入

上杉五沾水
NGK-01

2,549円（税込）

●8個入

NGK-03
1,699円（税込）

クルミをたっぷり使って
焼き上げた洋菓子です。

●3個入
舘山りんごの樹
RA-03

648円（税込）

●6個入

 RA-06
1,512円（税込） ●10個入

黒糖まんじゅう
TR-01

1,270円（税込）

●9枚入 1,188円（税込）

●10個入
吾妻の白猿
SM-01

1,404円（税込）

●15個入

SM-03
2,106円（税込）

●大2本
献上 小倉羊羹
NS-01

2,616円（税込）

●小2本

NS-02

1,877円（税込）
献上 小倉羊羹

「殿場栗」とは、
殿様のお屋敷の多くな栗の
こと。

●殿場栗（栗入り）10個
最中 殿場栗詰合せ
TN-02

2,710円（税込）

（ごてんすい）

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。

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。

独特のもちもち感がある皮が命。
厳選した黒糖の使用した皮と、北海
道産小豆のこしあんが絶妙な一品。
もちもち食感がクセになる饅頭です。

●480g
時雨の松（大・桐箱入）
MT-01

1,650円（税込）

時雨の松（10切入）
MT-04

900円（税込）

舘
山
り
ん
ご
の
樹

三
奥
屋

た
く
あ
ん
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

たくあんチョコレート
TMO-1

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。

●6個入

KN-04

993円（税込）
雪まろ

銘

　
　菓

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。

●サクランボ・ラ・フランス 各2個入

旬香果
KN-01 1,728円（税込）

●サクランボ・ラ・フランス 各3個入
KN-02 2,505円（税込）

●サクランボ・ラ・フランス 各4個入
KN-03 3,283円（税込）

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 し々
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。

●8個入
じんだんまんじゅう
OM-1

1,026円（税込）

●15個入

OM-2

1,836円（税込）
じんだんまんじゅう

一枚一枚を手作りで仕上げること約ひと月。ほんのりと檸檬の
爽やかさ、砂糖漬け（氷室沢庵）
の甘さが落ち着きのある和の美
味しさ、そこにチョコレートを合わ
せた新食感スイーツ。



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C、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。

銘 

菓
・
う
こ
ぎ
商
品

●5個入

MZ-1

830円（税込）
ずんだん餅

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。

●9個入

MZ-2

760円（税込）
なっともづ

うこぎ

RU-05
615円（税込）

●5個入り

米沢の新しい銘菓。
米沢のうこぎパウ
ダーを、ふっくらパ
イ生地と合せ焼き
上げました。サクサ
クっとした優しい食
感を楽しみながら、
米沢に想いを馳せ
てみるのも良いか
もしれません。

「うこぎ」をフリーズドラ
イし、ぶどうの種子から
搾ったグレープシードオ
イルを合わせた地ソー
スです。ピーナッツ、
アーモンド、味噌、ガー
リックなどを加えて、う
こぎをバジルに見立て
たジェノベーゼ風の
ソースに仕上げました。

RU-10
1,134円（税込）
●10個入り

RU-20
2,268円（税込）
●20個入り

うこぎ街道  
うこぎパイ

®

こんにゃくうこぎ麺NO-6
1,029円（税込）

こんにゃくにウコギの葉を散らし、麺状に加工し
ました。健康とカロリーを気遣う方に。

●120g×4袋（タレ付き）

うこぎのジェノベーゼ
FU-4

486円（税込）●50ｇ

うこぎハーブティーMAD-40
4,108円（税込）

円（税込）
うこぎのドレッシング
FU-3

432●120ml
※数に限りがあります

グレープシードオイル
と味噌やりんご酢を使
用し、独特のほろ苦さ
と香りを持つうこぎを
合わせて、味わい深い
ドレッシングに仕上げ
ました。

うこぎのふりかけ
FU-2

486円（税込）●16ｇ

「うこぎ」と、自らの
葉を栄養源として
雪の中で育つ米沢
の伝統野菜「雪菜
（ゆきな）」をフリー
ズドライし、ごま、
食塩、のり、味噌な
どを加えてふりか
けにしました。

●ウコギハーブティー／ウコギ茶葉100％２ｇ×１０個入（ティーバッグ）
●ウコギハーブティー／ペパーミントブレンド２ｇ×１０個入（ティーバッグ）
●ウコギハーブティー／カモミールブレンド２ｇ×１０個入（ティーバッグ）

上杉鷹山公由来「うこぎ」を使用
した饅頭。ほろ苦さと甘さのバラ
ンスが特徴。

●6個入
うこぎまんじゅう
MT-03

770円（税込）

●12個入
くるみゆべし
NGY-01

1,600円（税込）

●20個入

NGY-03
2,650円（税込）

香ばしい胡桃は入った
醤油味の餅菓子です。

●12個入

上杉五沾水
NGK-01

2,549円（税込）

●8個入

NGK-03
1,699円（税込）

クルミをたっぷり使って
焼き上げた洋菓子です。

●3個入
舘山りんごの樹
RA-03

648円（税込）

●6個入

 RA-06
1,512円（税込） ●10個入

黒糖まんじゅう
TR-01

1,270円（税込）

●9枚入 1,188円（税込）

●10個入
吾妻の白猿
SM-01

1,404円（税込）

●15個入

SM-03
2,106円（税込）

●大2本
献上 小倉羊羹
NS-01

2,616円（税込）

●小2本

NS-02

1,877円（税込）
献上 小倉羊羹

「殿場栗」とは、
殿様のお屋敷の多くな栗の
こと。

●殿場栗（栗入り）10個
最中 殿場栗詰合せ
TN-02

2,710円（税込）

（ごてんすい）

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。

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。

独特のもちもち感がある皮が命。
厳選した黒糖の使用した皮と、北海
道産小豆のこしあんが絶妙な一品。
もちもち食感がクセになる饅頭です。

●480g
時雨の松（大・桐箱入）
MT-01

1,650円（税込）

時雨の松（10切入）
MT-04

900円（税込）

舘
山
り
ん
ご
の
樹

三
奥
屋

た
く
あ
ん
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

たくあんチョコレート
TMO-1

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。

●6個入

KN-04

993円（税込）
雪まろ

銘

　
　菓

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。

●サクランボ・ラ・フランス 各2個入

旬香果
KN-01 1,728円（税込）

●サクランボ・ラ・フランス 各3個入
KN-02 2,505円（税込）

●サクランボ・ラ・フランス 各4個入
KN-03 3,283円（税込）

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 し々
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。

●8個入
じんだんまんじゅう
OM-1

1,026円（税込）

●15個入

OM-2

1,836円（税込）
じんだんまんじゅう

一枚一枚を手作りで仕上げること約ひと月。ほんのりと檸檬の
爽やかさ、砂糖漬け（氷室沢庵）
の甘さが落ち着きのある和の美
味しさ、そこにチョコレートを合わ
せた新食感スイーツ。



3,300円（税込）

TKJ-30

●720ml

東光純米大吟醸
山田錦
東光純米大吟醸
山田錦

3,300円（税込）

Y-3

●720ml

純米
大吟醸
亀の尾

4,020円（税込）

U-06
殿様の酒
詰合せ
殿様の酒
詰合せ

3,932円（税込）

Y-4

●720ml×各1本

殿様の酒・
盗み吟醸大吟

興譲  山田錦
純米大吟醸
興譲  山田錦
純米大吟醸

1,600円（税込）

U-01

●720ml

700円（税込）

U-33
●300ml

殿様の酒
純米吟醸酒

2,200円（税込）

HM-02

●720ml

本格
米焼酎
シェリー
樽貯蔵

1,320円（税込）

U-02

●720ml

殿様の酒
本格米焼酎

2,200円（税込）

HM-22

●720ml

純米大吟醸
雪女神38

3,300円（税込）

HO-1

●720ml

3,300円（税込）

KO-2

●720ml×各1本

純米吟醸
香梅・
純米香梅
詰合せ

純米吟醸
香梅・
純米香梅
詰合せ

3,520円（税込）

KO-1

●720ml

純米大吟醸
香梅

3,300円（税込）

YKM-30

●720ml

東光純米大吟
雪女神
東光純米大吟
雪女神

3,388円（税込）

K-30J

5,000円（税込）

OTK-50

●720ml×各1本

吟醸梅酒
（500ml×1本）
純米吟醸原酒
（720ml×1本）

●純米吟醸酒・
本格米焼酎
720ml×各1
酒肴梅肉・
蕎麦味噌

吟醸梅酒・
純米吟醸
原酒

東光
左利き・
辛口
純米大吟セット
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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。

銘

　
　酒

上杉城史苑限定　
オリジナルの　
日本酒です。



1,579円（税込）

TWS-4

●750ml
高畠シードル

1,892円（税込）

嘉（よし）スパークリングワイン

3,000円（税込）

TW-6
高畠バリック
メルロ&
カベルネ
樫樽熟成

3,102円（税込）

OW-3

●720ml×各1本

大浦葡萄酒
赤・白セット

3,792円（税込）

TKS-30

●720ml×各1本

高畠ワイナリー
ジャパネスクギフトセット

2,453円（税込）

OW-4

●赤、720ml

大浦葡萄酒
甘美

3,300円（税込）

YNO-30
米鶴きき酒セット（小）

5,984円（税込）
●750ml×各1本

3,344円（税込）

U-04

●500ml×各1本

ハウスワイン
赤・白セット

3,850円（税込）

HE-50
FAUCON

3,047円（税込）

KNO-30
山形地酒めぐり5本セット

11,000円（税込）
●1.8ℓ（化粧箱入）

YK-100
大吟醸
「巨匠」
袋取り

11,000円（税込）

SK-100

●1.8ℓ（化粧箱入）

純米大吟醸
雪女神

20歳未満の方への酒類の
販売は到しておりません。

酒類販売に関する注意

酒類販売管理者標識

上杉城史苑
米沢市丸の内1丁目1-22

酒類販売の名称
及 び 所 在 地

酒 類 販 売
管理者の氏名

酒類販売管理
研修受講年月日

次 回 研 修 の
受 講 期 限

研修実施団体名

渡 邉 直 彦

2020年10月5日

2023年10月4日

長井小売酒販組合

スパークリング
シャルドネ
（白辛口）
●750mlご贈答用に

2本詰合せ承ります
※箱代は別途承ります

赤・フルボディ
●750ml

デラウェア、ベリー
●750ml×各1本
（専用化粧箱）

※単品で赤・白・ロゼがございます。

1,892円（税込）

スパークリング
スウィート
●750ml

1,892円（税込）

TW-1
TW-2 TW-3

スパークリング
ロゼ（甘口）
●750ml
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銘

　
　酒

ジャパネスク リースリングフォルテ
ジャパネスク ベリーズブレンド

●鯉川純米酒 300ml・東光吟醸 300ml
　出羽桜純米酒一耕 300ml・初孫きもと純米酒 300ml
　銀嶺月山純米吟醸 300ml

●純米酒2種類、特別純米酒、大吟醸酒、純米大吟醸酒
　各1種類、合計5種類×100ml
　ミニ猪口×1、おつまみ皿用木製トレー×1

TKS-50
高畠ワイナリー
バリックギフトセット
バリック メルロー・カベルネ
バリック シャルドネ樫樽熟成絵

3,300円（税込）

TKJ-30

●720ml

東光純米大吟醸
山田錦
東光純米大吟醸
山田錦

3,300円（税込）

Y-3

●720ml

純米
大吟醸
亀の尾

4,020円（税込）

U-06
殿様の酒
詰合せ
殿様の酒
詰合せ

3,932円（税込）

Y-4

●720ml×各1本

殿様の酒・
盗み吟醸大吟

興譲  山田錦
純米大吟醸
興譲  山田錦
純米大吟醸

1,600円（税込）

U-01

●720ml

700円（税込）

U-33
●300ml

殿様の酒
純米吟醸酒

2,200円（税込）

HM-02

●720ml

本格
米焼酎
シェリー
樽貯蔵

1,320円（税込）

U-02

●720ml

殿様の酒
本格米焼酎

2,200円（税込）

HM-22

●720ml

純米大吟醸
雪女神38

3,300円（税込）

HO-1

●720ml

3,300円（税込）

KO-2

●720ml×各1本

純米吟醸
香梅・
純米香梅
詰合せ

純米吟醸
香梅・
純米香梅
詰合せ

3,520円（税込）

KO-1

●720ml

純米大吟醸
香梅

3,300円（税込）

YKM-30

●720ml

東光純米大吟
雪女神
東光純米大吟
雪女神

3,388円（税込）

K-30J

5,000円（税込）

OTK-50

●720ml×各1本

吟醸梅酒
（500ml×1本）
純米吟醸原酒
（720ml×1本）

●純米吟醸酒・
本格米焼酎
720ml×各1
酒肴梅肉・
蕎麦味噌

吟醸梅酒・
純米吟醸
原酒

東光
左利き・
辛口
純米大吟セット
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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。

銘

　
　酒

上杉城史苑限定　
オリジナルの　
日本酒です。



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

⑤スプレッドブルーベリー
⑥クリームチーズ
⑦クリームチーズトマト&バジル
⑧ブラックペッパー右記の8種の商品からお好きなものを詰め合せいたします

お好きな商品の組み合わせをお選びください
組合せ
自由

チ  

ー  

ズ

14

●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
●ペッパーゴーダ

蔵王チーズ詰合せ
ZA-04

2,884円（税込）

蔵王チーズ詰合せ
ZA-01

1,836円（税込）●3個

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

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・クリーム
　　　　チーズガーリック・ブラックペッパー

蔵王チーズ詰合せ
ZA-02

3,618円（税込）●6個

●クリームチーズ　●ブラックペッパー
●スプレッドバニラ　●ペッパーゴーダ
●ミルクキューブ　●シュレッドチーズ

蔵王チーズ詰合せ
ZA-05

3,487円（税込）

●クリームチーズガーリック　●クリームチーズ
●スプレッドバニラ　●ブラックペッパー
●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

蔵王チーズ詰合せ
ZA-06

4,652円（税込）

●クリームチーズ　●ブラックペッパー
●スプレッドバニラ　●シュレッドチーズ
●ホワイトザオー　●ゴーダチーズ
●ペッパーゴーダ

蔵王チーズ詰合せ
ZA-07

4,046円（税込）



季
節
の
フ
ル
ー
ツ
・
米
・
ア
イ
ス

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 取り扱い期間／11月～12月初旬

15,000円（税込）

●500ｇ・手詰め
（2L～3L）

いろいろ詰め合せ
（品種：佐藤錦、紅秀峰など）

3,618円（税込）

●5kｇ・2L
（約16玉）

ふじりんご

5,500円（税込）

●5kｇ・4L～3L
（約14～16玉）

ラ・フランス

4,320円（税込）

JK-22

●5kｇ
ミルキークイーン

3,456円（税込）

JK-24

●5kｇ
つや姫

3,240円（税込）

JK-21

●5kｇ
コシヒカリ

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。

私たちは「安心、安全な米作り」をモットー
に、農薬と化学肥料を半分にする特別栽培
米に取り組んでいます。私たちが作った「こ
だわり安心米」を是非一度ご賞味ください。

もちもち感が特徴の「つや姫」は、冷
めてもおいしいので、お子様のおや
つとしておにぎりがおすすめ！何よりも
白いご飯が大好きというあなたへ。

有機質を入れて土壌微生物
を活性化した土作りを基本
に、自然の生態系を正常にし
て、稲の生理を重視した栽培
法（健康稲）により特別栽培
米を実現しました。
「おいしい米ほど消毒が必
要」という一般栽培とはまるで
違う栽培技術です。
おいしく安全なお米を産地直
送でお届けすることにより、20
数年たくさんのお客様に
喜んでいただけたことが私たち
の何よりのやりがいです！

減農薬・減化学肥料

2,900円（税込）

USS-29

●5kｇ

上杉藉田米

YGD‐15

2,717円（税込）

米沢市・
上長井地区産

※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。

山形を代表する
果物の美味しさをギュッと詰合せ

●ミックス・ぶどう・ラフランス・りんご・もも
（各160g×15缶）

山形代表１５缶詰合せ

3,515円（税込）

JK-01

●90ml×12個
ラ・フランスアイス

3,748円（税込）

JK-03

●ラ・フランスアイス90ml×6個
●うこぎあいす120ml×6個
ラ・フランスアイス 詰合せ
米沢うこぎあいす

3,981円（税込）

JK-02

●120ml×12個
米沢うこぎあいす

上杉鷹山公ゆかりの「うこぎ」をおいしい
アイスクリームに仕立てました。自然の恵
みいっぱい、うこぎソースがけ!
＊うこぎソースは凍らないソースを使用しています

完熟ラ・フランスの果汁を
ぎゅっととじ込めました。
山形ならではのおいしさ。

ミネラルたっぷりの土づく
りにこだわり、最高のさく
らんぼを作っていくのが、
私の生きがいです!

太陽の光をいっぱい浴
びた果樹園で、真心を
込めて栽培。香り豊か
な最高の味をお届けし
ます。

美味しいりんごを作るた
め、りんごの気持ちに
なって、毎日一生懸命育
てています。

山形の旬をお楽しみください
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山形県米沢産超低農薬米
 （農薬70%減、化学肥料不使用）

米沢稔りの会

不明

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

⑤スプレッドブルーベリー
⑥クリームチーズ
⑦クリームチーズトマト&バジル
⑧ブラックペッパー右記の8種の商品からお好きなものを詰め合せいたします

お好きな商品の組み合わせをお選びください
組合せ
自由

チ  

ー  

ズ

14

●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
●ペッパーゴーダ

蔵王チーズ詰合せ
ZA-04

2,884円（税込）

蔵王チーズ詰合せ
ZA-01

1,836円（税込）●3個

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

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・クリーム
　　　　チーズガーリック・ブラックペッパー

蔵王チーズ詰合せ
ZA-02

3,618円（税込）●6個

●クリームチーズ　●ブラックペッパー
●スプレッドバニラ　●ペッパーゴーダ
●ミルクキューブ　●シュレッドチーズ

蔵王チーズ詰合せ
ZA-05

3,487円（税込）

●クリームチーズガーリック　●クリームチーズ
●スプレッドバニラ　●ブラックペッパー
●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

蔵王チーズ詰合せ
ZA-06

4,652円（税込）

●クリームチーズ　●ブラックペッパー
●スプレッドバニラ　●シュレッドチーズ
●ホワイトザオー　●ゴーダチーズ
●ペッパーゴーダ

蔵王チーズ詰合せ
ZA-07

4,046円（税込）



掲載商品の価格は2021年6月現在の価格です。
掲載商品は全て消費税込の表示になります。

ネットショップならいつでも注文できる

24時間
いつでも注文OK！24

貯めたポイントは1P=1円相当で利用可能
※対象商品に限ります。

食彩倶楽部内にある、商品QRコードをスマートフォンで
読み取ると簡単にお買物ができます。

会員登録で
ポイントが貯まる！

クレジットカード、コンビニ払い、商品代引き等を
御利用頂けます。 ※商品により異なります。

選べるお支払方法！

商品の出荷をメールでお知らせ

配送状況がわかる

P

￥

民芸品、地酒、米沢牛など米沢の
お土産すべてが揃うフロアー

物産販売フロア

すき焼・しゃぶしゃぶ・ステーキ・
郷土料理など

米沢牛レストラン［アビシス］

名産米沢牛コロッケサンドや
カフェメニューが充実

カフェ［ル・シエル］

https://www.uesugijoshien.com

お買物は上杉城史苑
ネットショップがお得！

山形県米沢市丸の内1-1-22（伝国の杜前） TEL.0238（23）0700
h t t p s : / / u e s u g i j o s h i e n . j p

●お電話・ファクシミリ・Eメールでのご注文

●●●●●●

●●●●●●
●●●●●●

食彩倶楽部の
QRコードを
読み込もう


