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③ 『山ぶどうセット』3,000 円
森が恋しい！山ぶどう食品とお蕎麦のセット

① 『月山ワインセット』5,000 円
【ワイン付】山ぶどう商品とお蕎麦のセット

④ 『あさひふるさとセット』3,000 円
全部入り！舌がよろこぶ朝日の想い出味

② 『山の幸セット』5,000 円
朝日の食文化！保存食の絶品うまうまセット

■ご自宅で「ふるさとの味」を楽しめる 3,000 円、5,000 円のセットをご用意。
　家族や友人へ、お好きなセットをお選びください！ ※価格は全て税込み

朝日

あなたの懐かしい味を
詰め込みました。

“おうち帰省” でホッと一息。
ふるさとを噛みしめながら
食べて互いを支えましょう。

ふるさと
食べささえ

送料無料 送料は出羽商工会が全額負担いたします

＊画像はイメージです



『山ぶどうセット』3,000 円

『月山ワインセット』5,000 円

・山ぶどう果汁(720ml)
・山ぶどうジャム(150ｇ)
・大梵字乾麺 2食分（180ｇ×3袋)
・トビウオのつゆ(20ｇ希釈用×3袋)

・月山ワイン[オリジナル](720ｍｌ)
・山ぶどう果汁(720ｍｌ)
・山ぶどうジャム(150ｇ)
・大梵字乾麺 2食分（180ｇ×3袋)
・トビウオのつゆ(20ｇ希釈用×3袋)

③

① 

『あさひふるさとセット』
3,000 円

・笹まき(5個きな粉・蜜入り×1パック)
・沖田なす粕漬け(200ｇ)
・きゅうりのからし漬け(200g)
・沖田なす浅漬け(200g)
・あん入りとちもち(5個×1パック)
・湯殿の山塩(50g)

④

『山の幸セット』5,000 円②

鶴岡市、朝日地域の風土が育
んだ、特色のある食材の良さを
丸ごと味わっていただける贅沢
なセットです！

発送元：㈱月山あさひ振興公社
電話：0235-53-3411

山のめぐみと母の味をご用
意いたしました！ ふるさと
の味をお楽しみください。

発送元：産直あさひ・グー
電話：0235-58-1455

■販売期間 ： 令和2年8月11日～令和2年12月10日　

■申込締日 ： 毎月5日・20日     

■発送期間 : 締日から2週間以内に順次発送　　■熨斗対応 : 不可

■商品についてのお問合せ先 : 各商品発送元

■購入方法についてのお問合せ先: 出羽商工会 山形県鶴岡市大山字中道74-1

代表：上野 隆一　　電話：0235-33-2117（本所）
URL：http://dewa-shokokai.com/

■主催 : 出羽商工会　■後援 : 鶴岡市、三川町、首都圏庄内あさひ会、首都圏

櫛引会、東京羽黒会、東京藤島会、ふるさと温海会、東京尾浦会、望郷みかわ会

難波 智枝さん 店長　佐藤 照子さん

・干しぜんまい(50ｇ×1袋)
・山ぶどう原液(180cc×1本)
・山ぶどうジャム(140ｇ)
・はちみつ(180g)
・わらびうどん(200ｇ×1袋)
・のし山ぶどう(8枚入り×1袋)
・月山筍水煮(200g×1袋)

払込取扱票「なし」
2.
郵便局の払込取扱
票(赤)に記入し、
郵便局で振込送金

払込取扱票「あり」■購入方法
2.
同封の払込取扱票
に記入し、郵便局で
振込送金

1.
チラシ、出羽
商工会HPか
ら商品を選ぶ

3.
申込完了

4.
商品到着

※HPから直接購入はできません



【商品詳細】出羽ふるさと応援便 朝日

①月山ワインセット（5,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

月山ワイン

（オリジナル）
720ml 1本

直射日光・高温多

湿を避け常温で保

存

開栓後は早めにお召

し上がりください

山ぶどう・山ぶどう交配種を

使用。少しの酸味とすっきり

とした深みのあるワイン。

山ぶどう果汁 720ml 1本

高温・直射日光を

避けて保存。開栓

後は冷蔵で保管

2021年4月9日

開栓後は早めにお飲

みください

絞ったっまま！保存料等を一

切使用していない100％ぶどう

果汁。

山ぶどうジャム 150ｇ 1個

直射日光・高温多

湿を避け開栓後は

10℃以下で保管

2021年5月27日

開栓後は早めにお飲

みください

野性味あふれる朝日の山ぶど

う。バニラアイスやヨーグル

トと相性抜群。

大梵字乾麺
180ｇ

（2食分）
3袋

直射日光・高温多

湿を避けて保存

2020年11月

開戦後は早めにお飲

みください

風味抜群！里山を活かして栽

培された朝日地域産「でわか

おり」を使用。

トビウオのつゆ
20ｇ

（希釈用）
4袋

直射日光を避け常

温で保存
2020年11月19日

日本海沿岸を代表する味「飛

び魚だし」。深みのある旨み

が堪能できる上品な出汁。

発送元情報

②山の幸セット（5,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

干しぜんまい 50g 1袋
高温・多湿を避け

常温
賞味期限1年

地元の深山で採れた手もみの

ぜんまい。

山ぶどう原液 180cc 1本 常温 賞味期限180日

こだわりの栽培方法で作った

山ぶどうの原液。とてもまろ

やかで飲みやすい。

山ぶどうジャム 140g 1本 常温 賞味期限180日

野性味あふれる朝日の山ぶど

う。バニラアイスやヨーグル

トと相性抜群。

はちみつ 180g 1本 常温 賞味期限2年
地元の遊蜂園で作られた、ク

セの無い本物の味。

わらびうどん 200g 1袋 常温 賞味期限1年

わらびを乾燥・粉末にし練り

込んだ、のどごしの良いうど

ん。

のし山ぶどう 8枚入り 1袋 常温 賞味期限120日

朝日地区で作られた山ぶどう

を原料にした甘酸っぱい和菓

子。

㈱月山あさひ振興公社　住所：山形県鶴岡市越中山字名平3-1

電話：0235-53-3411



【商品詳細】出羽ふるさと応援便 朝日

月山筍水煮 200g 1袋 常温 賞味期限120日

月山で取れる希少な筍。一度

口にするとやみつきになる味

わい。

発送元情報

③山ぶどうセット（3,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

山ぶどう果汁 720ml 1本

高温・直射日光を

避けて保存

開栓後は冷蔵で保

管

2021年4月9日

開栓後は早めに飲ん

でください

絞ったっまま！保存料等を一

切使用していない100％ぶどう

果汁。

山ぶどうジャム 150ｇ 1個

直射日光・高温多

湿を避け

開栓後は10℃以下

で保管

2021年5月27日

開栓後は早めに飲ん

でください

野性味あふれる朝日の山ぶど

う。バニラアイスやヨーグル

トと相性抜群。

大梵字乾麺
180ｇ

（2食分）
3袋

直射日光・高温多

湿を避けて保存

2020年11月

開戦後は早めに飲ん

でください

風味抜群！里山を活かして栽

培された朝日地域産「でわか

おり」を使用。

トビウオのつゆ
20ｇ

（希釈用）
3袋

直射日光を避け常

温で保存
2020年11月19日

日本海沿岸を代表する味「飛

び魚だし」。深みのある旨み

が堪能できる上品な出汁。

発送元情報

④あさひふるさとセット（3,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

笹まき
5個

きな粉・蜜入り
1パック 冷蔵 賞味期限10日

【きな粉・糖みつ付き】

灰汁で煮た、朝日の黄色い笹

まきセット。

沖田なす粕漬け 200ｇ 1袋 冷蔵 賞味期限60日

朝日地区特産の大粒の沖田な

すを酒粕でじっくり漬け込ん

だ一品。

きゅうりのからし漬け 200ｇ 1袋 冷蔵 賞味期限14日

ピリ辛＆甘い！地元のお母さ

ん達が作った食欲をそそる

きゅうり漬け。

沖田なす浅漬け 200ｇ 1袋 冷蔵 賞味期限7日

朝日地区特産の沖田なす。薄

皮で食べ応えある歯触りが好

評。

㈱月山あさひ振興公社　住所：山形県鶴岡市越中山字名平3-1

電話：0235-53-3411

産直あさひ・グー　住所：鶴岡市下名川字落合183　電話：0235-58-1455



【商品詳細】出羽ふるさと応援便 朝日

あん入りとちもち 5個 1パック 常温（冷凍も可） 消費期限3日

行沢地区で採れたとちの実を

使用。とちの香りが堪能でき

る伝統の味。

湯殿の山塩 50ｇ 1袋 常温
地下1300ｍから湧き出た源泉

を精製して作られたお塩。

発送元情報
㈱月山あさひ振興公社　adless：山形県鶴岡市越中山字名平3-1

tel：0235-53-3411




