
① 『くしびき葉月セット』5,000 円 ② 『くしびき長月セット』5,000 円
茶豆増量！くしびきの夏、勢揃い！ 果物倍増！ “くだもの王国” の厳選旬セット

④ 『フルーツセット』3,000 円③ 『えだまめセット』3,000 円
くしびきの夏、勢揃い！ “くだもの王国” の厳選旬セット
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■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

＼８月
限定／

＼9月
限定／

＼８月
限定／

＼9月
限定／

送料無料 送料は出羽商工会が全額負担いたします

※8 月限定の①③のセットは 8/20 まで、9 月限定の②④のセットは 9/20
までにお申し込みください。

櫛引

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



「この時期、櫛引にいらしたら絶対
に食べてほしいもの！」をパッケー
ジにしました。なかなか帰省できな
いみなさまに、箱を開けたらふる里
に瞬間移動したような気分になっ
ていただきたいです。

(株)産直 あぐり　店長 叶野 由佳さん 

9 月限定

８月限定

■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(発送元) : ㈱産直あぐり　0235-57-3300

■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

『えだまめセット』3,000 円

『くしびき長月セット』
5,000 円

・茶豆(500ｇ×２)
・デラウェア(１㎏)
・しなべきゅうり(110ｇ)
・ぜんご漬け(110ｇ)
・しょうゆの実(200ｇ)

③ 

② 

『くしびき葉月セット』5,000 円①

『フルーツセット』3,000 円④
・旬のおまかせぶどう(１㎏)
・和梨(１㎏)
・笹巻(５個)
・黒蜜(120ｇ)
・青きなこ(130ｇ)

・旬のおまかせぶどう(2㎏)
・和梨(2.5㎏)
・笹巻(５個)
・黒蜜(120ｇ)
・青きなこ(130ｇ)

８月限定

9月限定

・茶豆(500ｇ×3)
・デラウェア(１㎏)
・しなべきゅうり(110ｇ)
・ぜんご漬け(110ｇ)
・しょうゆの実(200ｇ)
・とちもち(2個)
・草もち(2個)
・翁もなか(2個)



【商品詳細】出羽ふるさと応援便　櫛引

①【8月限定】くしびき葉月セット（5,000円）※8/20まで要申込

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

茶豆 500g 3 冷蔵 生鮮品
風味の強い香りと甘みが特徴。到着

後なるべく早くゆでるのが◎

デラウェア 1㎏ 1 冷蔵 生鮮品

櫛引に夏を告げる小粒ながらも存在

感のあるぶどうは冷やしてどうぞ

※デラウェア終了時は大玉ブドウ1房

で対応させていただきます

しなべきゅうり 110g 1 常温
製造から120日

開封後は要冷蔵で早めに

櫛引を代表するロングセラー漬物。

ピリ辛の味付けにパリパリの触感

ぜんご漬け 110g 1 常温
製造から120日

開封後は要冷蔵で早めに

「ぜんご」とは方言で田舎の意味。7

種の野菜を生かした人気の漬物

しょうゆの実 200g 1 常温
製造から90日

開封後は要冷蔵で早めに

ほかほかご飯にかけるだけ。旬の

きゅうりにまぶすだけでもおいしい

一品

とちもち 2 常温 製造から2日
とちの風味豊かな人気のお餅。冷凍

可能（こしあん）

草もち 2 常温 製造から2日
春のもち草で作った人気のお餅。冷

凍可能（つぶあん）

翁もなか 2 常温 製造から4日
黒川能の能面をかたどった伝統のも

なか。あんこの中には牛皮入り

発送元情報

②【9月限定】くしびき長月セット（5,000円）※9/20まで要申込

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

旬のおまかせぶどう 2㎏ 1 冷蔵 生鮮品

栽培品種約70品種の中から旬の3～4

品種を厳選。

※房の大きさにより3～4房入りとな

ります

和梨 2.5㎏ 1 常温（冷蔵推奨） 生鮮品

シャキシャキと心地よい歯触りとみ

ずみずしい甘さの櫛引の梨。

※8～9玉目安

笹巻 5個 1 冷蔵 製造から5日
南庄内地域特有の木灰を使用。黄色

くぷるぷる触感の昔懐かしい笹巻。

黒蜜 120ｇ 1 常温（冷蔵推奨）
製造から30日

開封後はお早めに

国産黒糖を丁寧に煮詰めて作った黒

蜜。笹巻と一緒にどうぞ。

㈱産直あぐり　住所：山形県鶴岡市西荒屋字杉下106-3

電話：0235-57-3300



【商品詳細】出羽ふるさと応援便　櫛引

青きなこ 130ｇ 1 常温（冷蔵推奨）
製造から150日

開封後はお早めに

庄内町跡産の青大豆を鉄鍋で焙煎。

笹巻の他、お餅やヨーグルトにも。

発送元情報

③えだまめセット（3,000円） ※8/20まで要申込

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

茶豆 500ｇ 2 冷蔵 生鮮品
風味の強い香りと甘みが特徴。到着

後なるべく早くゆでるのが◎。

デラウェア １㎏ 1 冷蔵 生鮮品

櫛引に夏を告げる小粒ながらも存在

感のあるぶどう。冷やしてどうぞ。

※デラウェア終了時は大玉ブドウ１

房で対応させていただきます

しなべきゅうり 110ｇ 1 常温
製造から120日

開封後は要冷蔵で早めに

櫛引を代表するロングセラー漬物。

ピリ辛の味付けにパリパリの触感。

ぜんご漬け 110ｇ 1 常温
製造から120日

開封後は要冷蔵で早めに

「ぜんご」とは方言で田舎の意味。7

種の野菜を生かした人気の漬物。

しょうゆの実 200ｇ 1 常温
製造から90日

開封後は要冷蔵で早めに

ほかほかご飯にかけるだけ。旬の

きゅうりにまぶすだけでもおいしい

一品。

発送元情報

④フルーツセット（3,000円） ※9/20まで要申込

品　名 量 個数 保存方法 賞味期限 商品説明

旬のおまかせぶどう 1㎏ 1 冷蔵 生鮮品

栽培品種約70品種の中から旬の２品

種を厳選お届け。

※約2房目安

和梨 1㎏ 1 常温（冷蔵推奨） 生鮮品

シャキシャキと心地よい歯触りとみ

ずみずしい甘さの櫛引の梨。

※約4玉目安。時期により幸水また

は豊水

笹巻 5個 1 冷蔵 製造から5日間

南庄内地域特有の木灰を使用。黄色

くぷるぷる触感の昔懐かしい笹巻。

※巻き方はこぶし巻きです

黒蜜 120ｇ 1 常温（冷蔵推奨）
製造から30日

開封後はお早めに

国産黒糖を丁寧に煮詰めて作った黒

蜜。笹巻と一緒にどうぞ。

青きなこ 130ｇ 1 常温（冷蔵推奨）
製造から150日

開封後はお早めに

庄内町跡産の青大豆を鉄鍋で焙煎。

笹巻の他、お餅やヨーグルトにも。

発送元情報

㈱産直あぐり　住所：山形県鶴岡市西荒屋字杉下106-3

電話：0235-57-3300

㈱産直あぐり　住所：山形県鶴岡市西荒屋字杉下106-3

電話：0235-57-3300

㈱産直あぐり　住所：山形県鶴岡市西荒屋字杉下106-3

電話：0235-57-3300




