
最上伝承野菜
 うまいものフェア

mogami denshou-yasai

８月１日（月）～８月31日（水）

☎お問合せ　最上伝承野菜推進協議会事務局（山形県最上総合支庁農業振興課）
TEL （0233）29－1317　FAX （0233）22－0662

Instagram最上伝承野菜HP

参加店舗名
ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＮＯＮＮＯ
ニューグランドホテル
ＪｕＪｕ・マルシェ
Castagna
山海料理　福原
からあげ十兵衛
パパ・クチーナ
万場町　のくらし
新国亭
Ristorante filo（アクーユ マリエ Tamahime）
お食事処　千起
Otto
マッシュルームスタンド舟形
レストラン・ラ・テール
梅の里ラーメン　大吉
まむろ川温泉「梅里苑」（うめ助・梅カフェ）
喫茶いおり
大蔵山蕎麦ねぎぼうず
いきいきランドぽんぽ館レストラン
高見屋最上川別邸　紅
山形フレンチ　シェ・ボン
Cafe&Dining990
もがみ物産館
産直まゆの郷
げたぱん
おかしの平和堂
新庄KURAぷりん
マルコの蔵
川の駅ヤナ茶屋もがみ 産直 最上四季香
産直ゆけむり（赤倉ゆけむり館内）
産直まんさく
㈱近岡商店
産直さけまるくん
ひかりふぁーむ
やきとり・からあげ家 米っこ最上
とざわ農楽市
COZAB GELATO

８月１日（月）～８月31日（水）

豪華景品が当たる！

スタンプラリー 　参加店舗でお会計500円（税込）ごとにスタンプ
を押印。スタンプを４つ集めて応募可能。景品から
１つ選んで、事務局へ郵送もしくは店頭の応募箱へ
投函。

①スタンプラリーでの応募（A賞～E賞が当たります）

①フェア参加店を利用。②「最上伝承野菜」Instagram
（@denshoyasai.mogami）をフォロー。③参加店舗の
商品メニュー写真に「#2022最上伝承野菜・うまいも
のフェア」・「#利用店舗名」の２つの「#（ハッシュタ
グ）」をつけて投稿。

②Instagramでの応募
　（Instagram賞のみ当たります）

3本

各3本

4本

Ａ賞　店舗商品券【産直さけまるくん】3,000円分
Ｂ賞　店舗商品券【米っこ最上またはOtto】2,000円分
Ｃ賞　伝承野菜加工品セット　1,500円相当
Ｄ賞　レシピ本　3,000円相当
Ｅ賞　参加店舗の商品券　1,000円分

1本

37本

3本Instagram賞　店舗商品券【げたぱん】1,000円分

プレゼントは
合計
54本!

©東海林晴哉



ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＮＯＮＮＯ
畑なすとバジルのトマトスパ ランチ：1,400円～（税込）
 ディナー：単品1,360円（税込）
新庄市本合海字福宮1802－24　☎0233－26－2726
●営 11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）/17：30～22：00（ラストオーダー 21：00）
●休 火曜日　◆テイクアウト可

ＪｕＪｕ・マルシェ
レモンラーメンと伝承野菜のコラボランチ
 1,380円（税込）
新庄市本町6－11　☎0233－23－2345
●営 11：00～18：30（ラストオーダーは16：00）
●休 日曜日　◆テイクアウト 要相談

山海料理　福原
最上赤にんにくを使った唐揚げ定食 定食：968円
（唐揚げ単品もあり）・単品：508円（5個）/956円（10個）/1,452円（15個）

/2,420円（30個）

※価格はいずれも税込

新庄市下金沢町15－11　☎0233－23－2812
●営 10：00～18：00（ランチ：11：30～14：00（ラストオーダー 13：30））
●休 水曜日　◆テイクアウト可　※店内飲食は前日までの予約

ニューグランドホテル
最上伝承野菜のパスタランチ 1,800円（税込）
　・畑なすと最上赤にんにくのパスタ　海老添え
　・弥四郎ささぎ入りサラダ　・エゴマムース　・コーヒー
新庄市若葉町4－23　☎0233－23－1111
●営 11：30～13：30（ラストオーダー 13：00）　●休 不定休

Castagna
【夜】畑なすとモッツアレラのトマトスパゲティ 1,880円（税込）
　（仕入れ状況によってはグラタン等に変更）
【昼】米の娘ぶたのハンバーグ 1,000円（税込）
新庄市沖の町4－3　☎080－9633－5558
●営 ランチ 11：30～/ディナー 17：30～  ●休 月曜日

からあげ十兵衛
チキンカツ南蛮弁当～勘次郎胡瓜のタルタルソースがけ～
　・畑なすのラタトゥーユ　・弥四郎ささぎのソテー
 800円（税込）新庄市若葉町9－53　☎0233－32－1551
●営 10：30～18：30（ラストオーダー 18：00）
●休 日曜日　◆テイクアウト可

パパ・クチーナ
勘次郎胡瓜とローストチキンの冷製パスタ
 昼：サラダ、ドリンク付き　1,350円（税込）
 夜：単品　1,300円（税込）
新庄市東谷地田町9－1　☎0233－29－2304　●休 第１・３・５日曜日
●営 11：30～14：00（ラストオーダー 13：30）/18：00～20：30（ラストオーダー 20：00）

新国亭
畑なすおろしそば 710円（税込）
畑なすおろしうどん 730円（税込）
 大盛＋100円
 特盛＋300円
新庄市沼田町6－39　☎0233－22－3255
●営 11：00～16：00（そばがなくなり次第終了）
●休 第１・３火曜日　◆テイクアウト可（電話にて予約）

お食事処　千起
畑なすと勘次郎胡瓜のジャージャー麵
 580円（税込）
新庄市金沢字大道上2034　☎0233－23－2945
●営 11：00～14：00
●休 土・日・祝日　◆テイクアウト可

万場町　のくらし
最上伝承野菜×かあちゃん定食ランチセット（月・火）
最上伝承野菜×キーマカレーランチセット（水～土）
 1,150円（税込）新庄市万場町5－16　☎0233－29－7230
●営 10：00～16：00
●休 日曜日　◆テイクアウト可

Ristorante filo（アクーユ マリエ Tamahime）
【テイクアウト】選べるメインと畑なすのカポナータ弁当 864円
【ランチビュッフェ、ビアガーデン】炙り畑なすのキッシュ
 ランチビュッフェ：1,800円
 ビアホール：5,000円
 （各税込）

新庄市金沢2136－1
☎0233－23－8338
●営 9：00～17：00　●休 なし　◆テイクアウト可

Otto
ハンバーグセット（最上牛使用） 1,050円（税込）
ビーフカレーセット（最上牛使用） 1,000円（税込）
最上町向町794－15　☎0233－25－8941
●営 9：00～18：00（ランチ 11：30～14：00）
●休 木曜日・第１、３日曜日　◆テイクアウト可

マッシュルームスタンド舟形
マッシュルームピザ※フレッシュスライスマッシュルーム食べ放題
 970円（税込）～
舟形町舟形字向山2791－1　☎0233－32－0733
●営 9：00～18：00（ランチ11：00～14：00）
●休 水曜日〈予約可〉　◆テイクアウト可

梅の里ラーメン　大吉
勘次郎胡瓜の冷しラーメン 850円（税込）

真室川町大字木ノ下979　☎0233－62－2752
●営 ランチ 11：00～14：00/ディナー 17：00～19：00
●休 毎週月曜日　14：00～　◆テイクアウト可

喫茶いおり
最上赤にんにくと畑なすのスタミナ豚丼
 1,000円（税込）
大蔵村大字清水5256　☎0233－75－2925
●営 11：30～13：30
●休 土・日・祝日　※１日限定５食

レストラン・ラ・テール
舟形マッシュルームのクロックムッシュ
（サラダなどがセット） 1,200円（税込）
舟形町長沢8067 あゆっこ村センターハウス内　☎070－7562－0075
●営 11：30～14：30
●休 月曜日、第２・第４火曜日

まむろ川温泉「梅里苑」（うめ助・梅カフェ）
宿泊・カフェで提供する料理で地場産食材使用（勘次郎胡瓜、甚五右ヱ門芋 等）
 ランチ：カフェ1,000円（税込） ディナー：宿泊 11,000円～（税込）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平日お1人様1泊2食付きご利用の場合）真室川町大字平岡894－2
☎0233－62－2373　●休 月・火曜日　※宿泊要予約
●営 10：00～15：00（ラストオーダー 14：30）　※ランチは11：00から提供

大蔵山蕎麦ねぎぼうず
大蔵村産トマトと十割そば 980円（税込）
畑なすの天ぷら 550円（税込）
大蔵村合海544－55　☎0233－29－8825
●営 ランチ 11：15～14：30（ラストオーダー 14：00）/夜 17：00～
●休 ランチ  火曜日/夜  月・火曜日

いきいきランドぽんぽ館レストラン
戸澤豚一番育ちを使った肉丼 700円（税込）
戸澤豚一番育ちを使った生姜焼き定食 800円（税込）
戸沢村大字松坂字野口155　☎0233－72－3600
●営 11：00～15：30
●休 第２、第４水曜日　◆テイクアウト 肉丼のみ可能

山形フレンチ　シェ・ボン
勘次郎胡瓜と海の幸のクリスタルマリネ
　　　　　　　　昼：コース料理として提供　1,620円～
　　　　　　　　夜：1,080円～　　　　　　　（各税込）
天童市桜町12－8エトワールK101号　☎023－651－9533　●休 火曜日、第３水曜日
●営 11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）/18：00～22：00（ラストオーダー 21：00）

高見屋最上川別邸　紅
畑なすの揚げ出し蟹餡かけ
 全ての宿泊夕食膳に提供16,500円／人～(税込）
 （平日１泊２食付２名１室ご利用の場合）
戸沢村大字古口3058　☎0234－57－2100
●休 不定休（要予約）

Cafe&Dining990
舟形マッシュルームと若鶏のガランティーヌランチセット
（サラダ・スープ付） 1,650円（税込）
山形市十日町2－1－8　☎023－679－5103
●営 11：00～15：30/17：30～21：00（ラストオーダー 20：30）　※金・土・祝前日は１時間延長
●休 水曜日　※祝日の場合営業

COZAB GELATO
最上の農産物を使ったジェラート ２種盛り、３種盛り
 ２種盛り：550円（税込）／３種盛り：650円（税込）
山形市山寺4510－2　☎023－695－2335
●営 11：00～16：30　●休 火曜日　◆テイクアウト可
※平日限定100食　土日祝日限定300食

もがみ物産館
畑なす 650円/㎏　勘次郎胡瓜 800円/㎏
くるみ豆（乾燥） 400円/250g　野中玄米みそ１㎏ 842円
久五郎みそ１㎏ 731円　えごまドレッシング 453円
新庄市多門町1－2 最上広域交流センター「ゆめりあ」１階
☎0233－28－8886　●営 8：30～18：30　●休 なし

産直まんさく
最上赤にんにく 時価

舟形町舟形4421－2　☎0233－32－8155
●営 9：00～17：00
●休 水曜日

おかしの平和堂
勘次郎胡瓜のジュレ　　　　　205円（税込）
タルト甚五右ヱ門　　　　　　216円（税込）　ほか
本店／真室川町新町129－5 ●営 9：00～19：00
新庄駅東口店／新庄市金沢1073－2 ｵﾌｨｽ･ｻｶｴ ●営 10：00～19：00
☎0233－62－2762　●休 毎月1・21・31日

産直まゆの郷
畑なす 130円～150円（税込）/個 
くるみ豆 600円（税込）/500g 
野中玄米味噌（１㎏） 780円（税込）
新庄市十日町6000－1　☎0233－23－5007
●営 9：00～18：00　●休 なし

げたぱん
サバサンド（勘次郎胡瓜ピクルス） 540円（税込）

大町店／新庄市大町2－13  ☎0233－77－4579
鳥越店／新庄市鳥越3807－7  ☎0233－77－4019
●営 大町店 ㊋～㊎ 9：00～18：00（完売次第閉店）
　鳥越店 ㊏・㊐ 8：00～18：30（完売次第閉店）　●休 月曜日

新庄KURAぷりん
新庄kujiraぷりん 360円（税込）

新庄市大町19－24　☎0233－32－1165
●営 10：00～19：00　商品なくなり次第終了
●休 第１・第３水曜日、毎週木曜日

マルコの蔵
漆野いんげんジェラート 330円（税込）
ビーナッツ＜素焼き＞＜揚げ塩＞ 各432円（税込）
金山町大字金山363－2　☎0233－32－1212
●営 9：00～17：30（ラストオーダー 17：00）
●休 なし　◆テイクアウト可

産直ゆけむり（赤倉ゆけむり館内）
最上赤にんにく 250円（税込）～

最上町大字富澤817－1　☎0233－45－3533
●営 9：00～21：30（最終受付：20：30）　※水曜日は13:00～
●休 第２、第４水曜日

産直さけまるくん
産直：最上赤にんにく 時価
レストラン：きのこラーメン（鮭川村産） 850円（税込）
鮭川村大字川口271－2　☎0233－55－4460
●営 産直：8：30～17：30　レストラン：11：00～14：00（ラストオーダー 13：45)
●休 産直：火曜日　レストラン：月・火曜日

川の駅ヤナ茶屋もがみ 産直 最上四季香
最上赤にんにく 250円～2,500円（税込）
久五郎豆の味噌 702円（税込）
大字志茂字柳ノ原1469－7　☎0233－44－2577
●営 9：00～18：00
●休 なし

㈱近岡商店
純米吟醸やま富近岡「美山錦」720ml 1,815円（税込）
やま富近岡酒ケーキ１個 1,490円（税込）
真室川の梅酒「梅里苑」500ml　 1,100円（税込）
 ほか真室川町大字新町823　☎0233－62－2348
●営 8：00～19：00　●休 日曜日

ひかりふぁーむ
鮭川村産ミニトマト 190円（税込）/パック

鮭川村大字石名坂269－7　☎0233－64－4212
●営 9：00～17：00
●休 火曜日

とざわ農楽市
最上赤にんにく 時価

戸沢村大字蔵岡3704－20（道の駅 とざわ 敷地内）
☎0233－72－2242　●休 火曜日
●営 平日：9：00～16：30　土日及び連休になる場合：9：00～17：00

やきとり・からあげ家　米っこ最上
最上どりからあげミックス６個 500円（税込）
最上どり焼き鳥（もも・ねぎま串） 130円（税込）
鮭川村大字京塚字クゾ1225－3　☎0233－29－6252
●営 10：30～18：30
●休 水曜日　◆テイクアウト可

参加店舗 報情

飲食店・宿泊施設
産直・菓子店等

※価格はいずれも税込


