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山形県のおみやげ「山形セット」について（リンベル株式会社提供） 

【商品名】やまがた晩ごはんセット 

 

【内容】 

○特別栽培米山形県産つや姫＆雪若丸 

・特別栽培米つや姫 2 ㎏×1・特別栽培米雪若丸 2 ㎏×1 

・乾燥納豆汁の素 25ｇ×2 

○骨まで食べれる鯉の特選甘煮 

・鯉の甘煮 140ｇ×3 

○具だくさん納豆汁セット 

・山菜納豆汁の具 130ｇ×2・こんにゃく 150ｇ×2 

※商品代：9,720 円（送料無料） 

※期間限定：お届け期間：11 月 1 日～3 月 31 日 

【ストーリー】 

山形を代表する郷土料理セットです。 

コシヒカリを凌ぐ米を目指して、10 年以上の歳月を費やして開発された「つや姫」。

その後つや姫以来の新品種となる“つや姫の弟君”として登場したのが「雪若丸」。ど

ちらも旨みの成分が豊富なおいしいお米です。 

鯉を砂糖・醤油・酒で煮た郷土料理。コイはかつて内陸農村部で貴重なタンパク源

として食べられていた食材で、米沢藩 9 代目藩主・上杉鷹山公が、内陸で水産資源が

乏しい米沢の地で滋養のある食材を確保するために、鯉の養殖を進めるように提案し

たことがはじまりとされています。山形では寒い時期に身体が温まり栄養のある「納

豆汁」が食べられてきました。 

年越しからお正月や七草粥のかわりとしてもたべられる山形の郷土料理です。 

 

【商品名】やまがた晩酌セット 

 【内容】 

○寿虎屋酒造 純米大吟醸霞城寿＆純米霞城寿 

・純米大吟醸 アルコール分 15 度日本酒度＋1(普通) 

・特別純米酒 アルコール分15度日本酒度＋2(やや辛口） 

○青龍窯 平清水焼 残雪酒器セット 

・徳利（最大径 9×高さ 12 ㎝、容量 300ml）×1 

・盃(口径 6×高さ 4 ㎝)×2 材質：磁器[電子レンジ可] 

※商品代：11,000 円（送料無料） 

【ストーリー】 

お酒の美味しさや香りが引き立つ、平清水焼の酒器と老舗酒蔵のお酒セットです。 

蔵王山系の自然の中、江戸から続く老舗の酒蔵、寿虎屋酒造。ジブリ映画「おもい

でぽろぽろ」の舞台になったことでも有名な美しい紅花畑を象徴する環境は、日本酒

を醸し出すのに適した土地柄。骨太でしっかりとした味わい、辛さと苦味が効いたコ

クがある「純米 霞城寿」と山形の日本酒の特徴である、やわらかくて端麗な酒「純米

大吟醸 霞城寿」。 

山形の工芸品、平清水焼「残雪酒器セット」でお楽しみください。 
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【商品名】山形の極み おやつセット 

 

【内容】 

○プレミアムデザートジュース 12 本 

・アップル､グレープ､ラ・フランス､ピーチ各 160ｇ×3 

○フロランタン 10 個入り 

・フロランタン 10 個 

○しっとりフィナンシェ＆マドレーヌ 

・フィナンシェ、マドレーヌ×各 5 個／賞味期限常温 30

日 

※商品代：9,180 円（送料無料） 

【ストーリー】 

山形のお菓子メーカー・洋菓子店・飲料メーカーとリンベルがコラボレーションし

て誕生したスイーツのセット。 

真心こもったおいしいお菓子を山形から届ける〈シベール〉とのコラボレーション

「しっとりフィナンシェ＆マドレーヌ」、山形市の洋菓子店〈ESCARGOT〉とのコラボレ

ーション「フロランタン」、そして山形のフルーツを堪能できる、人気の「プレミアム

デザートジュース」の山形づくしのスイーツセットです。 

 

【商品名】やまがた老舗酒蔵名酒 飲み比べセット 

 【内容】 

○東の麓酒造 純米大吟醸 龍龍龍龍 

・アルコール度：16 度 日本酒度：+2（やや辛口） 

○出羽桜酒造 特別純米古酒 10 年熟成出羽桜 

・アルコール度：16 度 日本酒度：+5（辛口） 

○寿虎屋酒造 大吟醸 雄町 

・アルコール度：15 度 日本酒度：+2（やや辛口） 

※商品代：12,100 円（送料無料） 

【ストーリー】 

酒処山形が誇る老舗酒蔵「東の麓酒造」（南陽市）、「出羽桜酒造」（天童市）、「寿虎

屋酒造」（山形市）の飲み比べセット。 

「東の麓酒造 純米大吟醸 龍龍龍龍（てつ）」は幻の酒米「愛山」を使ったすっき

りと上品な大吟醸。「出羽桜酒造 特別純米古酒 10 年熟成出羽桜」は、まろやかに熟

成された古酒の深い味わいがあるお酒。「寿虎屋酒造 大吟醸 雄町」は落ち着いた吟

醸香に力強いコクとフカイ味わいが楽しめます。 
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【商品名】やまがた鋳物すき焼き鍋セット 

 【内容】 

○鋳心ノ工房 羽落ちすき焼き鍋 

・「鋳心ノ工房」のすき焼き鍋 

○山形の極み 山形牛すき焼き用 

・肉質等級 4 等級以上 肩ロース 520ｇ（消費期限は冷

蔵で 4 日） 

※商品代：21,800 円（送料無料） 

【ストーリー】 

全国有数の鋳物である山形鋳物は「薄肉美麗」という、肉厚の薄さや、鋳肌の美し

さが特徴。 

鉄鋳物は炭素を多く含み、細かい粒になって鉄の表面に出ているため、油とよくなじ

み焦げつきにくい、適度な厚みが熱を均一に伝えてくれるのでおいしい料理ができあ

がるなど、優れた利点を備えております。 

山形牛のすき焼用肩ロース肉とのセットで、すぐ山形を堪能できる嬉しいセットで

す。 

 

【商品名】やまがた郷土料理＆地酒セット 

 

【内容】 

○山形牛芋煮鍋セット 

・山形牛バラ肉 200g、洗い里芋 500g、ぶなしめじ 150ｇ、

長ネギ 2 本、平こんにゃく 250g、芋煮のたれ 200ml 

○平野屋 味付け玉こん 

・味付け玉こん 250g（10 個） 

○寿虎屋酒造 純米吟醸生酒 蔵人秘蔵 

・アルコール度：16 度 日本酒度：0（普通）720ml 

※商品代：11,000 円（送料無料） 

※期間限定：お届けは 10 月 1 日～12 月 24 日 

【ストーリー】 

山形のソウルフード芋煮・玉こん。 

秋になると「日本一の芋煮会フェスティバル」が開催されるほか、河川敷では家族

友人同士で芋煮会が盛んに行われています。しょうゆ味がしみ込んだ玉こんにゃくは、

あつあつのうちに串に刺し、からしをちょっと塗って食べます。芋煮と玉こんにゃく

の合間に、冷たく冷した純米吟醸酒をぎゅっと一杯。なんとも山形愛あふれるセット

です。 
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【商品名】簡単ごはんセット 

 

【内容】 

○後藤屋 惣菜セット 

・米沢牛入り芋煮260g×3、ごはんにかける生姜焼き130

ｇ 

○山形の極み 大将の一膳 

・包装米飯（白飯）200g×15 

※商品代：6,480 円（送料無料） 

【ストーリー】 

全国推奨観光土産品審査会 農林水産大臣賞（食品の部）最高賞受賞の〈後藤屋〉の

「米沢牛入り芋煮」、平牧三元豚を使用した「ごはんにかける生姜焼き」、食味値数の

高い厳選された山形県産のブレンドで実現した「大将の一膳」。 

いずれも調理簡単で、手軽に山形を味わえるセットです。 

 

 

【商品名】やまがたディナーセット 

 

【内容】 

○だだちゃ豆入緑のパスタ 

・だだちゃ豆入りパスタ 180g×14 

○山形の極み無塩せきベーコン 

・無塩せきベーコン 400g（2 個） 

○タケダワイナリー 紅白ワインセット 

・ｸﾘｵｴｸｽﾄﾗｸｼｵﾝ（白）375ml、ｻﾝ･ｽﾌﾙ（赤）750ml 

※商品代：12,100 円（送料無料） 

【ストーリー】 

山形を堪能できる洋食ディナーセットです。 

だだちゃ豆を使った「だだちゃ豆緑のパスタ」は大豆の多様な味わいを楽しめます。

最上川ファーム産の庄内 SPF 豚肉を使用した「無塩せきベーコン」はバラ肉に岩塩、

香辛料と砂糖のみを丹念にすりこみ、桜のチップでスモークした一品です。どちらも

自社農園でぶとう栽培している〈タケダワイナリー〉のワインが合うこと間違いなし

です。 
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【商品名】山形まるごとセット 

 

【内容】 

○東の麓酒造 純米大吟醸 龍龍龍龍 

・アルコール度：16 度 日本酒度：+2（やや辛口） 

○プレミアムデザートジュース 12 本 

・アップル、グレープ、ラ・フランス、ピーチ各 160ｇ

×3 

○山形の極み お米食べくらべセット 

・つや姫・夢ごこち・はえぬき・ミルキークイーン・サ

サニシキ・コシヒカリ各 300g 

※商品代：9,900 円（送料無料） 

【ストーリー】 

白くて艶があり、冷めてもおいしい「つや姫」をはじめ、「夢ごこち」「はえぬき」

「ミルキークイーン」「ササニシキ」「コシヒカリ」と山形県産の人気の銘柄米を食べ

比べできます。ジュースのセットも山形県産のフルーツを使用した「アップル」「グレ

ープ」「ラ・フランス」「ピーチ」のセット。 

食べ比べ、飲み比べができて、山形をまるごと味わえるセットです。 

 

 

【商品名】山形のおいしいお米とおいしいお水セット 

 

【内容】 

○特別栽培米山形県産つや姫 

・特別栽培米つや姫 2 ㎏×2 

○山形の極み 月光の水 ～月山自然水～ 

・ナチュラルミネラルウォーター（350ml×20） 

※商品代：6,480 円（送料無料） 

【ストーリー】 

山形自慢の美味しい米と美味しい水のセットです。 

「特別栽培米つや姫」は、通常の栽培に比べて農薬や肥料の使用を厳しく管理され

たお米です。 

「月光の水～月山自然水～」は、霊峰月山の清廉な湧き水をセラミックフィルター

で濾過し、クリーンブースで無菌パック。非加熱処理のため、より自然のままで味わ

うことができます。ミネラルを適度に含む軟水で、そのクリアでマイルドな水質は、

ご飲用はもちろん、どのような料理にも合い、素材の味を引き立たせます。 
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山形県のおみやげ「山形セット」について（清川屋提供） 

【商品名】山形魅力発信モール 0035 晩御飯１week セット 

 

【内容】 

〇許してちょんまげ 1 本 

○いかの塩辛 1 個 

○タコのやわらか煮 1 個 

〇冷凍特撰だだちゃ豆 1 袋 

〇清川屋ハンバーグ ２袋 

〇三元豚ロールステーキ ２個 

〇三元豚生ソーセージ 1 袋 

〇ががちゃおこわ ２袋 

〇米沢牛メンチカツ １箱 

〇米の娘ぶた餃子 １袋 

〇三元豚ワンタンスープ 1 袋 

※商品代：10,118 円 

【ストーリー】 

今日の晩御飯は山形の美味しい逸品を味わってみませんか。 

高級食パン専門店「許してちょんまげ」の角食パンを焼きたてそのまま冷凍しまし

た。耳までやわらかな絶品パンです。 

茹でたてを急速冷凍しただだちゃ豆は、解凍するだけで食べられる優れもの。だだ

ちゃ豆独特の甘い味わいで晩酌のお供にぴったりです。米沢牛と月山芳醇豚、二つの

ブランド肉を合い挽きにして仕込んだハンバーグと、三元豚のロールステーキ、ソー

セージは、肉の旨味が抜群！これだけでメインのご馳走になります。米沢牛メンチカ

ツは、米沢牛と国産豚肉の合い挽きのジューシーなメンチカツ。パンにはさんでカツ

サンドにするのもおすすめ。米の娘ぶた餃子は、山形の銘柄豚「米の娘ぶた」の肉汁

が溢れる大ぶりの本格餃子。三元豚ワンタンスープは寒河江市の有名ラーメン店「福

屋そばや」の特製。ワンタンはつるっ、ととろけるような触感です。ご飯のお供には、

魚醤で作ったイカの塩辛とタコのやわらか煮でどうぞ。塩辛さの中にも魚介の旨味が

ぎっしり詰まっていてご飯が進みます。 
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【商品名】庄内米４種食べ比べ 

 

【内容】 

○つや姫５kg １袋  

〇雪若丸５kg １袋  

〇こしひかり５kg １袋   

〇はえぬき５kg １袋    

〇だだちゃ豆ごはんのもと×1 

〇孟宗筍ごはんのもと×1 

〇山形だしの素 36ｇ×1 

〇黒毛和牛しぐれ煮×1 

 ※商品代：23,044 円 

【ストーリー】 

米どころ庄内から自慢のブランド米４種と、お米のおいしさを引き立てるごはんの

おともをセットにしてお届けします。 

甘み・旨味・粘り気・歯ごたえ・ツヤ・粒の大きさなど、全てにおいてバランスが

良いのが特徴の「つや姫」。一粒一粒に弾力があり、食べ応え抜群、しっかりとした食

感で、濃い目の料理と合わせてもピッタリの「雪若丸」。強い旨味と粘りが全国的にも

人気の「コシヒカリ」。粒揃いで冷めても風味が落ちないので、お弁当やおにぎりにも

最適な「はえぬき」。気分に合わせて食べ比べもおすすめです。 

ご飯と一緒に炊くだけで簡単に炊き込みご飯ができる｢炊き込みご飯の素」２種類

と、黒毛和牛と山椒の香りでご飯が進む「黒毛和牛しぐれ煮」、きゅうりのみじん切り

を入れれば、簡単に山形の伝統料理｢だし｣ができるだしの素をセットでお届けします。 

 

【商品名】米沢牛・三元豚味噌漬けセット 

 【内容】 

○米沢牛焼肉肩ロース １箱 

〇三元豚みそ漬４袋入 １箱   

 ※商品代：10,805 円 

【ストーリー】 

創業 52 年の牛肉専門店で、ベテラン職人が選んだ良質の米沢牛。注文を受けてから

カットし急速冷凍してお届けします。まずは塩コショウで食し、その後はお好みのタ

レでどうぞ。 

三元豚は、肉の味を左右する脂のあっさりとしていてコクのある甘さが定評です。

「三元豚みそ漬け」は、肩ロースをガーゼで巻き、特製味噌にじっくりと漬け込むこ

とで、上品かつまろやかな味わいに。サッと火を通せば香ばしい味噌の香りが漂い、

肉本来の甘みと旨味が味噌の甘さと相まってやみつきになる美味しさです。 
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【商品名】山形のブランド肉米沢牛と米の娘豚ごちそうセット 

 

【内容】 

○米沢牛入りハンバーグ５ケ入 １箱 

〇米の娘ぶた焼肉セット小 １箱 

〇米の娘ぶた餃子６ケ×４Ｐ １箱  

 ※商品代：10,190 円 

【ストーリー】 

Ａ４ランク以上の米沢牛と、知る人ぞ知る山形県のブランド豚：月山芳醇豚を粗挽

きしブレンドした「清川屋ハンバーグ」。ソースなしでそのまま楽しめるハンバーグで

す。 

金山町で、国産飼料米とホエーを食べて育つ「米の娘ぶた」。脂身のあっさりとした

甘みと肉の旨味が特徴です。素材本来の味をぜひ焼肉で味わってください！ 

「米の娘ぶた餃子」は一口食べた瞬間、米の娘ぶたの旨みと、野菜の甘みがじゅわ！

っとあふれだす大ぶりの餃子です。 

 

【商品名】山形素材のジェラート＆スイーツセット 

 

【内容】 

○つや姫、だだちゃ豆ジェラート各６ケ入 

○ほわいとぱりろーる さくらんぼ １本 

○出羽の月 6 ケ入 １箱 

〇さくらんぼマドレーヌ 5 ケ入 １箱   

※商品代：8,880 円 

【ストーリー】 

米沢市の専門店が作る山形ならではの「ジェラート」。〝つや姫味〟は米の甘さが引

き立ち〝だだちゃ豆味〟は素材本来の甘みと香りが広がり何度でも口に運びたくなり

ます。 

「ほわいとぱりろーるさくらんぼ」のクリームに加えているさくらんぼはもちろん

山形県産 100％。しゅわっとミルキーなクリームの中に、果実感をしっかりと感じら

れるよう、大きめにクラッシュしてふんだんに加えました。頬張るほどにさくらんぼ

の優しい香りと甘酸っぱい味わいが広がります。 

さくらんぼ好きにはこちらも！「さくらんぼマドレーヌ」は、さくらんぼの果汁を

生地に混ぜ込み、 自家製さくらんぼチョコレートでコーティングしました。 

山形の月に見立ててつくった「出羽の月」。しっとりクリーミー、ですが後味はスッ

キリとしていてふわっとチーズの香りが残ります。 
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【商品名】ばばちゃんの定番ごちそうセット 大 

 

【内容】 

○しそ巻 １箱 

○いも煮しょうゆ １箱 

○いも煮会みそ １箱 

○赤かぶ DP １袋 

〇青菜漬 １袋 

〇おみ漬 １袋 

〇からし漬 170g １袋 

〇山形のだし １個 

〇わらびしょうゆ漬 １袋 

〇玉こんにゃくたれ付 １袋 

〇だだちゃ豆ごはんの素 1 袋 

〇山形味噌汁の友 1 袋   

 ※商品代：8,584 円 

【ストーリー】 

ばばちゃんの家に行くと、食卓にはいつもこのおかずがあった―。どこか懐かしい

山形の「ごっつぉ」を詰合せました。 

甘辛い味噌を紫蘇の葉で包んだ郷土料理「しそ巻」、コロンと可愛らしい形の玉こん

は醤油で炒りつけ、からしでどうぞ。「青菜漬」「おみ漬」「あつみ赤かぶ」「わらびの

醤油漬」「からし漬」「山形のだし」は、山形の家庭に常備されているお漬物。ご飯の

お供にも、お茶請けにも活躍します。庄内の夏の味「だだちゃ豆の炊き込みご飯」を

手軽に作れる素に、お味噌汁に入れるだけの手軽な味噌汁の具もご用意しました。 

山形の郷土料理の代表と言えば「芋煮」。温めるだけで簡単に芋煮を楽しめる「いも

煮会」は、山形風の牛肉醤油味と庄内風の豚肉味噌味の 2 種類を堪能できます。 

まるで山形にいるような気分になれるセットです。 
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【商品名】金華豚しゃぶしゃぶと金賞ソーセージセット 

 

【内容】 

○金賞ソーセージ小 １箱 

〇金華豚しゃぶしゃぶ小 １箱    

 ※商品代：8,500 円 

【ストーリー】 

ドイツの食肉コンテストで金賞を 7 度も受賞した職人の作る世界に認められた大人

気「金賞ソーセージ」。国産の豚肉と、無農薬で育てた大豆で作る醤油、野菜は地元の

新鮮なものを吟味し、素材の持ち味を存分に引き出します。 

しっとりと甘い脂身、網のようにキメ細かくやわらかな肉質が特徴の銘柄豚「平田

牧場金華豚」。その美味しさを余すところなく堪能できるしゃぶしゃぶセットです。 

肉と脂身のバランスの良いロース肉と脂身の甘さが引き立つバラ肉２種類の詰め合わ

せ。お家で本格的な高級しゃぶしゃぶをお楽しみいただけます。 

 

【商品名】地ワインと地ワインケーキ〜大人スイーツセット〜 

 

【内容】 

○地ワインケーキ赤 1 本 

○地ワインケーキ白 1 本 

〇月山ワイン 山ぶどう酒 1 本 

〇高畠ワイナリー ナイアガラ １本 

※商品代：7,753 円 

【ストーリー】 

山形を代表する地ワインと、そのワインを使って作られたワインケーキのセットで

す。 

「やまがた地ワインケーキ（赤）」は、山ぶどう 100%ワインのふくよかな味わいと独

特の酸味がケーキの程よい甘さと調和して、口いっぱいに芳醇な香りが広がります。

「やまがた地ワインケーキ（白）」は、穏やかな甘い香りとすっきりとした後味で食べ

飽きしない美味しさです。「高畠ワイン ナイアガラ」は山形県産ナイアガラ種をすば

やく仕込み、低温発酵させたフレッシュなワインです。香り・甘み・酸味のバランス

がよく、口当たりの良い優しい味わいです。ケーキに使われているワインとともに、

贅沢なひと時を味わってみませんか。 
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【商品名】おうちで庄内イタリアンセット 

 【内容】 

〇贅沢かにのピッツァ １枚 

〇マルゲリータ １枚 

〇魚介とお肉のラザニア １個 

〇庄内プロシュート「ノービレ」55g 

※商品代：6,500 円 

【ストーリー】 

鶴岡の地産地消レストラン「アル･ケッチァーノ」で人気のピザとラザニアのセット。 

ピッツァは「贅沢カニのピッツァ」と定番の「マルゲリータ」。カニは気仙沼のズワ

イガニを使用し、ズワイガニを超える旨さをつけない事を念頭に置き、バランス重視

で作りました。マルゲリータは、赤いトマト、白いモッツァレラチーズ、緑のバジル。

イタリア国旗の色にも由来していると言われる定番のピッツァです。イカ・タコの風

味が効いた「魚介とお肉のラザニア」は、アル･ケッチァーノのオーナーシェフ・奥田

政行が最初の修行先イタリア料理店で学んだ 1 番思い出深い味を再現。 オーブンで軽

く焼くだけで出来立ての美味しさが楽しめます。究極の無添加生ハム・庄内プロシュ

ート「ノービレ」はハム製造一筋の職人が作る、奥田シェフおススメの逸品です。 

 

 

【商品名】山形のご当地麺セット 

 

【内容】 

○伝承羽黒そば ３袋  

○庄内麦きり ３袋 

○山形牛ラーメン ３袋 

〇むきそば缶詰小 １個 

〇むきそばたれ小 １個 

〇飛魚のつゆ １本           

 ※商品代：5,860 円 

【ストーリー】 

蕎麦にラーメン、麦きりにむきそば、多種多様に富んだ山形の麺類を一度に楽しめ

るセットです。 

そばの実をむいて茹でたものにダシ汁をかけて食べる酒田の郷土料理「むきそば」

は、さらさらとしたのど越しとそばの香りが絶品。ツルッとしたのど越しとほどよい

歯応えが心地よい庄内のご当地うどん「麦切り」に、山形県産のそばの香りが引き立

つご当地蕎麦「羽黒そば」。つゆには、とび魚の出汁が効いた「とび魚のつゆ」でどう

ぞ。山形牛のガラを使った濃厚なスープが美味しい「山形牛ラーメン」は甘辛い味わ

いがクセになります。 
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【商品名】ばばちゃんの定番ごちそうセット 小 

 

【内容】 

○しそ巻 １箱 

○いも煮会しょうゆ １箱 

○赤かぶ DP １袋 

〇青菜漬 １袋 

〇おみ漬 １袋 

〇山形のだし １個 

〇わらびしょうゆ漬 １袋 

〇玉こんにゃくたれ付 １袋     

 ※商品代：5,470 円 

【ストーリー】 

ばばちゃんの家に行くと、食卓にはいつもこのおかずがあった―。どこか懐かしい

山形の〝ごっつぉ〟を詰合せました。 

甘辛い味噌を紫蘇の葉で包んだ郷土料理「しそ巻」、コロンと可愛らしい形の玉こん

は醤油で炒りつけからしでどうぞ。「青菜漬」「おみ漬」「あつみ赤かぶ」「わらびの醤

油漬」「山形のだし」は、山形の家庭に常備されているお漬物。ご飯のお供やお茶請け

に活躍します。山形の郷土料理の代表と言えば「芋煮」。温めるだけで簡単に芋煮を楽

しめる「いも煮会」は、包丁いらずで手軽に懐かしい味を楽しめます。 

まるで山形にいるような気分になれるセットです。 

 

【商品名】華やぐ朝食セット from 山形 

 

【内容】 

〇山形はちみつ アカシア 160ｇ １本 

〇山形はちみつ さくらんぼ 160ｇ １本 

〇ジャム さくらんぼ １本 

〇ジャム ラフランス １本 

〇タルタルソース １本 

〇あじまんの十勝あん 500g 

※商品代：4,980 円 

【ストーリー】 

朝食は一日の元気の源！華やいだ気持ちで１日スタートしてみませんか？ 

「山形はちみつさくらんぼ」は希少なさくらんぼの花から採取したはちみつです。

フルーティーな香りをお楽しみください。「山形はちみつアカシア」は優しい香りでは

ちみつ特有のクセが少なくさっぱりした味わいが特徴。果実そのままの粒がゴロゴロ

と入り、果実感に限りなくこだわった自然派嗜好の「山形フルーツジャム」。自家製ピ

クルスと紅花たまごで作った「タルタルソース」。そして山形のソウルフードあじまん

製造の「十勝粒あん」バターとパンにのせてあんバター、オススメです。 
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【商品名】米沢牛＆三元豚 山形ハンバーグセット 

 

【内容】 

○清川屋ハンバーグ ４個 

〇三元豚焼ハンバーグ ４個 

※商品代：4,440 円 

【ストーリー】 

冷凍のまま、袋ごと沸騰したお湯に入れて温めるだけで、簡単に絶品の味わいが堪

能できるハンバーグセットです。 

Ａ４ランク以上の米沢牛と知る人ぞ知る山形県のブランド豚、月山芳醇豚を粗挽き

しブレンドした「清川屋ハンバーグ」。三元豚そのものの旨味が味わえる、ふんわりと

した食感のハンバーグの「三元豚 焼きハンバーグ」。味がついておりますので、ソー

スなどの味付けは不要です！お肉の旨味を存分に味わってください。 

 

 

【商品名】山形ラーメンセット 

 

【内容】 

○和風とり中華 ２袋  

○山形牛ラーメン ５袋 

○そばやのラーメン ５袋           

 ※商品代：4,060 円 

【ストーリー】 

ラーメン消費量全国トップクラスの山形より、ご当地のインスタント中華そばセッ

トです。 

山形牛のガラを使った濃厚なスープが美味しい「山形牛ラーメン」。牛ガラの旨みに

野菜の甘みを加えた香り豊かで甘じょっぱい味わいの「そばやのラーメン」。そして、

和風のそばつゆ味に中華麺を入れて食べる、山形名物鶏中華をご自宅で手軽に楽しめ

る「和風とり中華」。 

山形らしい醤油味に、本場のだしが香るご当地ラーメンです。日持ちもしますので

保存食としてもおすすめです。 
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【商品名】山形パスタセット 

 

【内容】 

○つや姫パスタ ３袋 

〇山形ナポリタン １本 

○山形アラビアータ １本 

〇雪結晶パスタ １袋 

〇さくらパスタ １袋 

〇舟形ﾏｯｼｭﾙｰﾑとｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟの素 １袋 

※商品代：3,888 円 

【ストーリー】 

山形の素材を活かした、美味しいパスタが作れるセットです。 

「つや姫パスタ」は山形のブランド米・つや姫の米粉をブレンドしたパスタで、細

麺でもっちりとした食感が特徴。「サクラパスタ」「雪結晶パスタ」は美しい山形の四

季を模したショートパスタで、サラダやスープにもお使いいただけます。ソースは山

形県産トマトをふんだんに使ったピリ辛の「アラビアータ」、コク深い「ナポリタン」

でどうぞ。舟形町のマッシュルーム農家で作るスープの素は、クリームスープとして

も、パスタのクリームソースとしてもお使いいただけます。 

 

【商品名】つや姫と雪若丸食べ比べ TKG（たまごかけごはん）セット 

 

【内容】 

○つや姫５合 １袋  

○雪若丸５合 １袋 

○赤がら生卵 10 ヶ入パック×1 

〇卵かけごはん専用つゆ×1           

 ※商品代：3,480 円 

【ストーリー】 

炊き立てごはんに、濃厚な黄身とぷるりとした白身が踊れば、それだけで特別な食

卓の出来上がり！山形で育った希少な国産鶏種「もみじ」の赤玉卵を味わいの異なる

２種類の米で味わえる究極のＴＫＧ（たまごかけごはん）セットです。 

もっちりとした食感のつや姫は、溶いた卵をご飯にかけて卵と米、双方の旨味を味

わって食べるのがおすすめ。パラっとした食感の雪若丸は、卵とよ～く混ぜて召し上

がれば二つの味が交わる旨味を堪能できます。 
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山形県のおみやげ「山形セット」について（株式会社もがみ物産協会提供） 

【商品名】最上セット 

 【内容】 

○最上早生そば 150ｇ 

○純米吟醸「最上川」720ｍｌ  

○新庄東山焼おちょこ 

 ※商品代：2,900 円 

【ストーリー】 

お蕎麦は、夏季でも冷涼な気候で育った最上早生、豊かな香りとコシの強さを純米

酒と一緒にお楽しみ下さい。天保 12 年開窯の新庄東山焼のぐい吞みで飲む酒は格別で

す。 

 

 

【商品名】ご飯の“んめもの”セット 

 【内容】 

○山形県産つや姫＆雪若丸 

○お漬物 

・おみ漬 ・晩菊 ・新庄漬 

○豆むすめ（納豆） 

○秘伝豆 

○新庄東山焼の「お椀」 

※商品代：4,200 円 

【ストーリー】 

ご飯は日本人の主食。毎日食べるものだから、どうせならおいしいご飯を食べまし

ょう。つや姫は艶々と美しく炊き上がり、一口頬張るだけで甘みが感じられます。米

粒は、噛みしめるたびに甘みが増し、冷めても美味しいお米です。雪若丸はつや姫の

弟分で一粒一粒に弾力があり、食べ応え抜群です。是非、食べ比べて見て下さい。 

お漬物は、おばあちゃんの味、お袋の味 古里の味、炊き立てのご飯と一緒にお召

し上がりください。納豆とおみ漬を混ぜて食べても美味しいですよ。 

秘伝豆は枝豆でも大豆でも食べられる万能選手！ 甘みが強く、香り豊かな青豆で

す。炊き込みごはんなどもお勧めです。 

天保１２年開窯の新庄東山焼の「お椀」、原料は敷地内から採取しており、良く焼き

締まる特性があり、丈夫で割れにくく、使うほど風合いがます陶器です。 

ぜひ、このお椀でお召し上がり下さい。 
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【商品名】ご飯と健康納豆セット 
 【内容】 

○山形県産つや姫＆雪若丸 

○うまい納豆 

○秘伝豆 

○新庄東山焼の「お椀」 

※商品代：3,900 円 

【ストーリー】 

ご飯は日本人の主食。毎日食べるものだから、どうせならおいしいご飯を食べまし

ょう。つや姫は艶々と美しく炊き上がり、一口頬張るだけで甘みが感じられます。米

粒は、噛みしめるたびに甘みが増し、冷めても美味しいお米です。 雪若丸はつや姫

の弟分で一粒一粒に弾力があり、食べ応え抜群です。是非、食べ比べてみて下さい。 

納豆日本一・全国納豆品質鑑評会(平成 7 年)で「最優秀賞」を受賞した納豆をご飯

と一緒にお召し上がり下さい 

秘伝豆は枝豆でも大豆でも食べられる万能選手！ 甘みが強く、香り豊かな青豆で

す。炊き込みごはんなどもお勧めです。 

天保１２年開窯の新庄東山焼の「お椀」、原料は敷地内から採取しており、良く焼き

締まる特性があり、丈夫で割れにくく、使うほど風合いがます陶器です。 

ぜひ、このお椀でお召し上がり下さい。 

 

 

 

 


