
送料無料 送料は出羽商工会が全額負担いたします
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① 『地酒とそばのこだわりセット』
5,000 円

相性抜群！呑んでスッキリお酒とお蕎麦

② 『羽黒晩酌セット』3,000 円
ほろ酔いセット！今夜の家呑みはこれで決定

④ 『月山高原ブルーベリーと
お菓子セット』3,000 円

贅沢ご褒美！羽黒スイーツでティータイム

③ 『羽黒の旬やさい・くだもの
おまかせセット』　3,000 円

元気の源！羽黒の旬野菜をお届け

■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

羽黒

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

＊画像はイメージです



■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

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

『羽黒の旬やさい・くだもの
おまかせセット』　3,000 円

・季節の旬の野菜・くだもの
10種類程度

③

発送元：産直 羽黒あねちゃ
電話：0235-62-3895

『地酒とそばのこだわりセット』5,000 円①

発送元：御食事処いしい
電話：0235-62-2461

『月山高原ブルーベリーと
お菓子セット』　3,000 円

② 

発送元：鈴木農園 
電話：0235-62-4042

④ 

羽黒の特色ある品 を々厳選し詰
合せしました。コンセプトは“ふる
さとの香り”です。自然豊かな羽黒
で育まれた食材と文化が醸し出
す懐かしい香りで、みなさまをゆ
ったり包み込みたいと思います。

羽黒・のうきょう食品加工㈲のみなさん

・竹の露 はくろすいしゅ 無濾過純米酒(７２０ｍｌ)
・木升とグラスセット(各１個)
・三山そば 結び(１８０ｇ×５把)
・しょうゆの実(１１５ｍｌ×2個)
・むきそば（真空パック）(１５０ｇ×２個)
・絶品飛び魚だし(２７０ｍｌ)

『羽黒晩酌セット』
3,000 円

・羽黒のしそ巻(3ケ5串)
・柿大根カット(250g)
・長いも わさび漬(100g×1袋)
・羽黒小なす漬(120g×1袋)
・山形仕込み小なす(120g×1袋)
・赤かぶら柿酢漬(150g×1袋)
・くどき上手 吟醸生酒(300ml)
・竹の露 純米吟醸(300ml)

・ブルーベリージュース(７２０ｍｌ)
・ブルーベリージャム(１８０ｇ)
・ブルーベリークッキー(４０ｇ×1袋)
・ココアクッキー(４０ｇ×1袋)
・羽黒山スイートポテト(1個)

発送元：羽黒・のうきょう食品加工㈲
電話：0235-62-2200



【商品詳細】出羽ふるさと応援便 羽黒

①地酒とそばのこだわりセット（5,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

竹の露はくろすいしゅ

無濾過純米酒
720ml 1本 常温

山形が誇る酒米「出羽の里66」を使用、

透明感があり心地よく広がる旨味を無濾

過でお届け

※酒米出羽の里６６

木升とグラスセット 各1個
自宅にいながら居酒屋気分、木升には

「竹の露酒造」の焼き印入り（限定品）

三山そば　結び 180g 5把 常温 賞味期限1年
羽黒特産の「でわかおり」を使用したお

蕎麦、お酒の後の〆にぜひ

しょうゆの実 115ml 2個 常温 賞味期限6ケ月

江戸時代からつづく伝統の発酵食品、ご

飯や日本酒のお供としてはもちろん調味

料としても活躍

むきそば

（真空パック）
150g 2個 常温 賞味期限6ケ月

玄そばの殻を剥いて真空パックに、暑い

季節には冷たいおだしでつるっとどうぞ

絶品飛び魚だし 270ml 1本 常温 賞味期限6ケ月

一番だしのみ使用したこだわりの本返し

製法、上品な口あたりでうまみの効いた

おいしさ

発送元情報

②羽黒晩酌セット（3,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

羽黒のしそ巻 3ケ5串 1P 常温 60日

ふるさとの懐かしい味、巻いたしその葉

はカリッと、中の甘辛味噌との相性も抜

群

柿大根カット 250g 1P 冷蔵 10日

羽黒特産の庄内柿と大根を漬けた甘酢漬

け、柿の果肉のやわらかさと大根のしゃ

きっとした歯ざわりが絶妙

長いも　わさび漬 100g 1P 冷蔵 10日
長いものさくさく食感が人気の一品、ご

飯にもお酒にも合うわさび風味

羽黒小なす漬 120g 1P 冷蔵 12日
旬の丸小なすの浅漬け、あっさりとしな

がらも肉厚な食べ応え

山形仕込み小なす 120g 1P 冷蔵 12日
旬の長小なすの浅漬け、軽くプリッとし

た食感

赤かぶら柿酢漬 150g 1P 冷蔵 25日

庄内特産の柿酢で漬け込んだ庄内特産あ

つみかぶ、かぷっとかじればまろやかな

酸味、自然の赤みがそそる食欲

※自然色＝無着色の意味です

御食事処いしい　住所：山形県鶴岡市羽黒町手向字聖山２１２−１

電話：0235-62-2461



【商品詳細】出羽ふるさと応援便 羽黒

くどき上手 吟醸生酒 300ml 1P 冷蔵 無

羽黒の酒蔵「亀の井酒造」、華やかな香

りで誘いすっきりとした後味、まさにく

どき上手

竹の露 純米吟醸 300ml 1P 冷蔵 無

首都圏では白露垂珠（はくろすいしゅ）

として人気のお酒を醸す羽黒の酒蔵「竹

の露」、その地元銘柄はやわらかな風味

と喉ごしが特長

発送元情報

③羽黒のくだもの・やさいおまかせセット（3,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

羽黒の旬やさい・くだ

ものおまかせセット

10種類

程度
旬の新鮮野菜・果物を産地直送でお届け

発送元情報

④月山高原ブルーベリーとお菓子セット（3,000円）

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

ブルーベリージュース 720ml 1本 常温

賞味期限6ケ月

開封後は冷蔵庫で

保存

月山高原産のブルーベリーを100％使用

したジュース、そのままでよし、炭酸や

お酒で割ってもよし

ブルーベリージャム 180g 1本 常温 賞味期限５ケ月

月山高原産のブルーベリーを100％使用

したジャム、トーストやヨーグルトと一

緒に、お菓子作りにも

ブルーベリークッキー 40g 1袋 常温 製造から2週間

月山高原産のブルーベリーをたっぷりと

練りこんだクッキー、お子様のおやつに

も

ココアクッキー 40g 1袋 常温 製造から2週間
口の中で広がるココアの風味、ティータ

イムにどうぞ

羽黒山スイートポテト 1個 常温 製造から2週間
出羽三山のひとつである羽黒山を形どっ

たスイートポテト

発送元情報
鈴木農園　住所：山形県鶴岡市羽黒町上野新田字上台８０

電話：0235-62-4042

産直 あねちゃ　住所：山形県鶴岡市羽黒町手向字聖山２１２−１

電話：0235-62-3895

羽黒・のうきょう食品加工㈲　住所：山形県鶴岡市羽黒町川代字川代山406

電話：0235-62-2200




