
　最上伝承野菜
うまいものフェア

11月13日日～12月31日土まで

2022
Autumn

プレゼント
は

合計

72本!
プレゼント

は
合計

72本!
最上伝承野菜HP Instagram

①スタンプラリーでの応募 （A賞～特別賞が当たります）

（Instagram賞のみ当たります）

スタンプラリー
豪華景品が当たる!

くるみ豆

原木なめこ

雁喰い 肘折かぶ

② Instagramでの応募

　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。さらに､スタ
ンプを２つ（合計６つ）集めてご応募いただくと､特別賞の抽選にもご参加いただけます。

①フェア参加店舗を利用。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「＃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。

11月13日（日）～
12月31日（土） Ａ賞　店舗商品券【産直さけまるくん】（3,000円分）

店舗商品券【新庄KURAぷりん】（2,000円分）

店舗商品券【Otto】（2,000円分）

店舗商品券【産直まゆの郷】

各店舗の商品券

きのこ詰合せセット

（1,500円分）

（1,000円分）

【最上地域林業振興協議会提供】（2,000円相当）

Ｂ賞　

Ｃ賞　

Ｄ賞　

Ｅ賞　

特別賞　

3本

20本

36本

4本

3本

3本

3本

店舗商品券【パパ・クチーナ】（1,000円分）Instagram賞



参加店舗 報情 飲食店・宿泊施設
産直・菓子店等

ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＮＯＮＮＯ

2,000円（税込）
新庄市本合海字福宮１８０２ー２４　☎０２３３ー２６ー２７２６
●営 11：30～15：00（L.O.14：00）/17：30～22：00（L.O.21：00）●休 火曜日　

★テイクアウト可

最上町向町７９４ｰ１５　☎０２３３ー２５ー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

ニューグランドホテル
・お肉ランチ　・お魚ランチ
※最上伝承野菜（最上かぶ､米さずべ芋など使用）

ランチ（限定10食（予約不要））

（要予約）

1,480円（税込）
 

新庄市若葉町４ｰ２３　☎０２３３ー２３ー１１１１
●営 ●休 日・月・火　

ＪｕＪｕ・マルシェ
・伝承野菜と牛すじのビーフシチュー
・エゴマとオリーブオイルのさっぱりサラダ
・伝承かぶのピクルス･ライスまたはパン
新庄市本町６ｰ１１ ☎０２３３ー２３ー２３４５
●営 月～土 11：00～18：30（L.O.16：00）●休 日曜日、12/31休業

★テイクアウト可
11：30～13：30(L.O.13：00)

山海料理　福原
最上赤にんにくを使った唐揚げ定食
（唐揚げ単品もあり） 

新庄市下金沢町１５ｰ１１　☎０２３３ー２３ー２８１２
●営 ランチ：11：30～14：00（L.O.13：30）ディナー：17：30～20:00（L.O.19:30）
●休 水曜日 ランチ・ディナー営業は12/26まで　★テイクアウト可

からあげ十兵衛
十兵衛特製ハンバーグ弁当～伝承豆ソースがけ～ 雁喰い豆と豚ひき肉のボロネーゼ
・甚五右ヱ門芋のグラタン・伝承かぶのあっさり酢漬け
・油淋鶏

全ての宿泊夕食膳に提供

（平日1泊２食付２名１室ご利用の場合）

お弁当：980円（税込）
 

新庄市若葉町９ｰ５３　☎０２３３ー３２ー１５５１
●営 ●休 日曜日

パパ・クチーナ

昼：サラダ･ドリンク付き 
夜：単品 

1,300円（税込）
1,150円（税込）

新庄市東谷地田町９ｰ１ ☎０２３３ー２９ー２３０４
●営 ランチ11：30～14：00(L.O.13：30)/ディナー17：00～21：00(L.O.20：30)
●休 第１・３・５日曜日、12/31休業★テイクアウト可10：30～18：30(L.O.18：00)

定食：1,000円
単品：508円（５個）/956円（10個）
1,452円（15個）/2,420円（30個）

万場町　のくらし
最上のかぁちゃん定食（月・火）
キーマカレー（木～土） ランチ：850円（税込）

１０食限定（予約優先）

2,160円（税込）
900円（税込） 

新庄市万場町５ｰ１６　☎０２３３ー２９ー７２３０
●営 10：00～16：00 ●休 水・日　★

旬彩ダイニング喰う太

 

営 テイクアウト可

Ristorante filo（アクーユ マリエTamahime）

最上かぶの餡かけラーメン　他
※メニューが週替わりで変更になります

新庄市金沢２１３６ｰ１　☎０２３３ー２３ー８３３８
●営 ●休 なし

お食事処 千起（最上総合支庁内食堂）
580円（税込）

970円～（税込）

870円（税込）

1,620円（税込）～
1,080円（税込）～

700円（税込）
800円（税込）

1,650円（税込）

1,300円（税込）

14,450円/人～（税込）

1,000円（税込）

1,050円（税込）
1,000円（税込） 2,200円～（税込）

4,400円～（税込）新庄市金沢字大道上２０３４ ☎０２３３ー２３ー２９４５
●営 11：30～14：00
●休 土・日・祝

★テイクアウト可

最上赤にんにく使用ゴロゴロにんにくの
ガーリックシュリンプ 660円（税込）
新庄市若葉町８ｰ２６ ☎０２３３ー２９ー７７３９
●営 17：00～23：00（L.O. 22：30）
●休 日・祝 ★テイクアウト可 9：00～17：00

Otto
ハンバーグセット（最上牛使用）
ビーフカレーセット（最上牛使用）

コースランチ 前菜・メイン・デザート米の娘ぶたのロースト ローズマリーソースなど
ディナー（おまかせコース）

前菜１・前菜２・お魚・お肉・デザート
 

もがみのフランス料理　トトマビ

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

最上町大堀６７９　☎０２３３ー４４ー２８３３
●営

マッシュルームスタンド舟形

舟形町舟形字向山２７９１ｰ１ ☎０２３３ー３２ー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

戸澤豚一番育ちを使った肉丼
戸澤豚一番育ちを使った生姜焼き定食

いきいきランドぽんぽ館レストラン

戸沢村大字松坂字野口１５５ ☎０２３３ー７２ー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）

米の娘ぶたのしゃぶしゃぶ（角川かぶのスライスを付け合わせ）
角川かぶのバーニャカウダ
（角川かぶの特製ソース添え）

高見屋最上川別邸　紅

戸沢村大字古口３０５８　☎０２３４ー５７ー２１００
 ●休 不定休（要予約、宿泊のみ）

野中玄米みそ1ｋｇ 842円（税込）  久五郎みそ1ｋｇ 731円（税込）
えごまドレッシング 453円（税込）
勘次郎胡瓜のピクルス 600円（税込）  他

もがみ物産館

新庄市多門町１ｰ２最上広域交流センター「ゆめりあ」1階 ☎０２３３ー２８ー８８８６
●営 8：30～18：30（11/30と12/31は17時閉店）

十割板そば（最上早生使用）
大蔵山蕎麦ねぎぼうず

大蔵村合海５４４ｰ５５ ☎０２３３ー２９ー８８２５
●営 ランチ  11：15～14：30（L.O.14：00）夜17：00～
●休 ランチ  火曜日/夜 月曜日・火曜日

甚五右ヱ門芋と山形牛のビーフシチュー
昼：コース料理として提供

夜：単品

山形フレンチ　シェ・ボン

天童市桜町１２ｰ８エトワールK１０１号 ☎０２３ー６５１ー９５３３
●営 ランチ11：30～15：00（L.O.14：00）ディナー18：00～22：00（L.O.21：00）
●休 火曜日、第３水曜日

さくらんぼ鶏のカスレランチセット
（サラダ・スープ付）限定10食

Cafe&Dining990

山形市十日町２ｰ１ｰ８ ☎０２３ー６７９ー５１０３
●営 ランチ11：00～15：30  ディナー17：30～21：00（L.O.20：30）
※金・土・祝前日は１時間延長 ●休 水曜日※祝日の場合営業

大蔵産ネギを使用した鍋焼きうどん
（デザート付き）1日限定６食[要予約]

喫茶いおり

大蔵村大字清水５２５６　☎０２３３ー７５－２９２５
●営 11：30～13：30
●休 土・日・祝日

さくらんぼ鶏のバスク風（限定10食）
レストラン・ラ・テール

舟形町長沢８０６７あゆっこ村センターハウス内
☎０７０ー７５６２ー００７５
●営 11：30～14：30
●休 月曜日、第２・第４火曜日

ランチ：11：30～15：00 ディナー：18：00～21：00 ●休 日・月

●休 なし

最上かぶ（生200円～300円（税込）/束）（漬物250円～300円（税込）/袋）
最上赤にんにく 500円（税込）/束 くるみ豆 700円（税込）/kg
野中玄米味噌 800円（税込）/kg　他

産直まゆの郷

新庄市十日町６０００ｰ１  ☎０２３３ー２３ー５００７
●営 9：00～18：00 ●休 なし

くるみ豆 330円（税込）/330g
角川かぶ 250円（税込）/袋 最上かぶ 300円（税込）/袋
長尾かぶ（漬物）300円（税込）/袋　 他

JAおいしいもがみ 産直まんさく

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

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）     他

(株)近岡商店

真室川町大字新町８２３ ☎０２３３ー６２ー２３４８
●営 8：00～19：00 ●休 日曜日

産直：最上赤にんにく
レストラン：きのこラーメン（鮭川村産）

産直さけまるくん

鮭川村大字川口２７１ｰ２ ☎０２３３ー５５ー４４６０
●営 [産直]8：30～17：30 [レストラン]11：00～14：00（L.O.13：45)
●休 産直：火曜日　レストラン：月曜日・火曜日

えごま油
最上赤にんにく　角川かぶ 

とざわ農楽市

戸沢村大字蔵岡３７０４ー２０（道の駅 とざわ 敷地内） ☎０２３３ー７２ー２２４２
●営 平日：9：00～16：30　土日：9：00～17：00
12月から土日のみ営業（9：00～16：00） 火曜日　12/31休業

最上赤にんにく
久五郎豆の味噌

川の駅ヤナ茶屋もがみ産直　最上四季香

最上町大字志茂字柳ノ原１４６９ｰ７ ☎０２３３ー４４ー２５７７
●営 9：00～18：00 ●休 1/1

甚五右ヱ門芋（皮むき）
森の停車場

真室川町大字新町１３１ｰ３１　☎０２３３ー６２ー３０９９
●営 [平日] 6：30～18：30 [土日] 6：30～18：00 ●休 なし

鮭川村産ミニトマト
ひかりふぁーむ

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

最上どりからあげミックス６個
最上どり焼き鳥（もも・ねぎま串）

やきとり･からあげ家 米っこ最上（鮭川店）

鮭川村大字京塚字クゾ１２２５ｰ３ ☎０８０ー１４１６ー２３６０
●営 10：30～18：30 ●休 ●休水曜日、年末年始（要問合せ）

最上赤にんにく
産直ゆけむり（赤倉ゆけむり館内）

最上町大字富澤８１７ｰ１　☎０２３３ー４５ー３５３３
●営 9：00～21：30（最終受付：20：30）※第１･３･５水曜日は13：00～
●休 第２､第４水曜日

最上かぶ
他

JA産直いなふね

新庄市松本２８５  ☎０２３３ー２２ー４９２８
●営 9：00～18：00 ●休 12/31（12時～）

漆野いんげんジェラート
ビーナッツ＜素焼き＞＜揚げ塩＞ 

マルコの蔵

金山町大字金山３６３ｰ２  ☎０２３３ー３２ー１２１２
●営 9：00～17：30 (L.O.17：00) ●休 12/31

新庄kujiraぷりん
新庄KURAぷりん

新庄市大町１９ｰ２４  ☎０２３３ー３２ー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、12/29～31

甚五右ヱ門芋の揚げパン
げたぱん（大町店）（鳥越店）

（鳥越店）新庄市鳥越３８０７ｰ７  ☎０２３３ー７７ー４０１９
●営 8：00～18：30 土日（完売次第閉店）●休 月～金

（大町店）新庄市大町２ｰ１３  ☎０２３３ー７７ー４５７９
●営 9：00～18：00 火～金（完売次第閉店）●休 土・日・月

勘次郎胡瓜のジュレ
タルト甚五右ヱ門

おかしの平和堂（本店）（新庄駅東口店）

（新庄駅東口店）新庄市金沢１０７３ｰ２オフィス･サカエ
●営 10：00～19：00●休 毎月１・１１・２１日

（本店）真室川町新町１２９ｰ５  ☎０２３３ー６２ー２７６２
●営 9：00～19：00 ●休 毎月１・１１・２１日

★テイクアウト可

★テイクアウト

秋の彩り弁当（デザート付き）
最上きのこのクリームソースオムライス

※価格はいずれも税込み

200円～250円（税込）

360円（税込）

800円（税込）/450g

1,500円/㎏（税込）

200円/パック（税込） 550円（税込）
150円（税込）

1,400円/110g（税込）
時価

時価
850円（税込）

205円（税込）
216円（税込）

時価
702円（税込）

324円（税込）

330円（税込）
各432円（税込）

角川かぶと自家製サルシッチャのリゾット
小エビのクリームスパ～フレッシュマッシュルームがけ～

昼：サラダ･スープ･ドリンク付き 
夜：単品 

1,400円～（税込）
1,360円（税込）

 

他

他

他 他

他

他


