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山形県 白鷹町

米沢牛牛肩ロース＜薄切り＞

30,000円
すき焼きに適しています。
■内容量：500g
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

米沢牛サーロイン＜薄切り＞

40,000円
すき焼きやしゃぶしゃぶでお楽しみください。
■内容量：500g
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

米沢牛サーロイン＜ステーキ用＞

50,000円
特別な日に豪華な米沢牛のステーキを。
お好みの焼き加減でお楽しみください。
■内容量：190g×3枚
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

米沢三元豚豚肩切り落とし

10,000円
さまざまな炒め物や煮物に重宝します。
■内容量：400g×4パック
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

米沢三元豚豚の味噌漬

10,000円
当店独自の味付けでお届けいたします。
■内容量：80g×6枚
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

米沢三元豚ローススライス

10,000円
生姜焼きや鍋にもおすすめです。
■内容量：600g×2P
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

米沢三元豚豚ロース＜厚切り＞

10,000円
カツやソテーにどうぞ。
■内容量：1.2kg/適量カット
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

やまがた地鶏

11,000円
肉味にコクがあり、歯ごたえも良いのが特徴です
。
■内容量：1羽分の胸肉、もも肉（1kg～1.3kg）
※1.2kgを目安としますが、鶏の個体差により重
量にばらつきがある事をご了承下さい。

冷凍 時間指定

白鷹産馬刺しブロック(生食用)

15,000円
柔らかな肉質をお楽しみください。
※部位の指定はできません。
■内容量：5～6人前
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定
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山形県　白鷹町

馬肉まるごとセット

15,000円
ご飯のお供にも酒のつまみにも最適です。
■内容量：馬刺し（3～4人前）・馬肉チャーシュ
ー（200g）・馬モツみそ煮込み（350g）
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

馬肉味わいセット

15,000円
柔らかな肉質の馬刺しと、しっかりとした歯ごた
えのあるチャーシューのセットです。
■内容量：馬刺し（3～4人前）・馬肉チャーシュ
ー（200g×2袋）
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

＜新米予約＞「棚田米」山形95号【白米
】5kg
5,000円
白鷹北部地区の中山間地域で生産された貴重な棚
田米です。
■産年：令和5年
■発送時期：10月下旬～11月末日

常温 時間指定

特別栽培米つや姫5kg【白米】

8,000円
高い品質を保つために、山形県内では県が認定し
た農家に栽培が限定されます。
※直射日光が当たらない、涼しくて風通しのよい
場所で保管してください。
■産年：令和4年

常温 時間指定

つや姫5kg【白米】

10,000円
山形がほこる、最高品質のお米「つや姫」。
大きくツヤツヤした粒・適度な粘り気・バランス
の良い甘みと旨味が特徴です。
※風通しのよい冷暗所で保管してください。
■産年：令和4年

常温 時間指定

特別栽培米つや姫10kg【白米】

15,000円
高い品質を保つために、山形県内では県が認定し
た農家に栽培が限定されます。
※直射日光が当たらない、涼しくて風通しのよい
場所で保管してください。
■産年：令和4年

常温 時間指定

山形の米食べ比べ(つや姫・雪若丸各5kg
)【白米】
15,000円
タイプの全く違う、山形の人気2品種をぜひ食べ
比べてみてください。
※風通しのよい冷暗所で保管してください。
※バラでの発送はできかねます。
■産年：令和4年

常温 時間指定

《定期便3ヶ月》つや姫5kg【白米】

24,000円
山形がほこる、最高品質のお米「つや姫」。
3ヶ月連続でお届けします。
※風通しのよい冷暗所で保管してください。
■産年：令和4年

常温 定期 時間指定

《定期便5ヶ月》つや姫5kg【白米】

39,000円
山形がほこる、最高品質のお米「つや姫」。
5ヶ月連続でお届けします。
※風通しのよい冷暗所で保管してください。
■産年：令和4年

常温 定期 時間指定
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山形県　白鷹町

《定期便3ヶ月》つや姫10kg【白米】

46,000円
山形がほこる、最高品質のお米「つや姫」。
3ヶ月連続でお届けします。
※風通しのよい冷暗所で保管してください。
■産年：令和4年

常温 定期 時間指定

《定期便5ヶ月》つや姫10kg【白米】

77,000円
山形がほこる、最高品質のお米「つや姫」。
3ヶ月連続でお届けします。
※風通しのよい冷暗所で保管してください。
■産年：令和4年

常温 定期 時間指定

山形の米食べ比べ(つや姫・雪若丸各10k
g)【玄米】
25,000円
タイプの全く違う、山形の人気2品種をぜひ食べ
比べてみてください。
※風通しのよい冷暗所で保管してください。
※バラでの発送はできかねます。
■産年：令和4年

常温 時間指定

高級マスクメロン1玉

8,000円
果肉が厚く、みずみずしく、芳香な香りです。
お届けから1週間程度で食べごろとなります。
■内容量：1玉（1.6kg～1.7kg）
■発送時期：9月上旬～9月中旬

常温 時間指定

高級マスクメロン2玉

12,000円
果肉が厚く、みずみずしく、芳香な香りです。
お届けから1週間程度で食べごろとなります。
■内容量：2玉（総重量3.5kg～4.0kg）
■発送時期：9月

常温 時間指定

《旬の取り寄せ2回便》【枝豆／マスク
メロン】
12,000円
■1回目：枝豆ゆかた娘（250ｇ×4袋）※8月中旬
に冷蔵発送
■2回目：マスクメロン1玉(1.6kg～1.7kg)※9月
上旬～中旬に常温発送
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

豊かな自然で、園主が愛情を注ぎ込んだ
桃
10,000円
■内容量：2kg約6～11玉（あかつき・まどか・な
つおとめの中から旬な桃をお送りします）
■配送不可地域：北海道・中国・四国・九州・沖
縄・離島
■発送時期：8月上旬〜8月下旬

常温 時間指定

園主が愛情を注ぎ込んだ桃（赤桃・黄桃
)
12,000円
■内容量：2kg約6～11玉（あかつき・まどか・な
つおとめから1品種とつきあかりの詰め合わせ）
■配送不可地域：北海道・中国・四国・九州・沖
縄・離島
■発送時期：8月上旬〜8月下旬

常温 時間指定

もも(川中島白桃・まどか・桃水など)

13,000円
※品種の指定はできません。
■内容量：3kg（8玉～11玉）
■配送不可地域：離島
■発送時期：8月下旬～9月下旬

冷蔵 時間指定
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山形県　白鷹町

大粒！種無しぶどう3色セット

14,000円
■内容量：2kg（シャインマスカット・高尾・安
芸クイーン）
■配送不可地域：北海道・中国・四国・九州・沖
縄・離島
■発送時期：9月下旬～10月上旬

常温 時間指定

シャインマスカット秀2～4房

18,000円
皮ごと食べられる人気の高いぶどうです。
■内容量：秀2～4房（約1.4kg）
■配送不可地域：離島
■発送時期：9月中旬～10月上旬

冷蔵 時間指定

冬のシャインマスカット秀2～4房

23,000円
特別な保存方法により、旬そのままの美味しさで
す。
■内容量：秀2～4房（約1.4kg）
■配送不可地域：離島
■発送時期：12月中旬～12月下旬

冷蔵 時間指定

ラ・フランス（特秀）2kg

7,000円
なめらかな舌触りと上品な甘さが特徴です。
お手頃なサイズですので、ご家庭用として人気で
す。
■内容量：2kg(5玉～6玉)化粧箱入り
■発送時期：11月上旬～12月上旬

常温 時間指定

ラ・フランス（特秀）3kg

11,000円
芳醇な香りと甘さ、ジューシーな食味のラ・フラ
ンス。
贈答用としても喜ばれています。
■内容量：3kg（8玉～11玉）化粧箱入り
■発送時期：11月上旬～12月上旬

常温 時間指定

【訳あり】りんご（サンふじ・〇秀）10
kg
12,000円
キズ・色むら・変形・割れなどがあるりんごです
。
ご家庭用として人気です。
■内容量：10kg〇秀（約28玉～46玉）
■発送時期：11月中旬～12月上旬

常温 時間指定

りんご（秋映・秀）5kg

13,000円
着色が良く、食味が濃いバランスの取れたりんご
です。
■内容量：5kg（14玉～18玉）
■発送時期：9月下旬～10月上旬

常温 時間指定

りんご（高徳・秀）1.8kg

13,000円
市場にほとんど出回らない希少な品種です。
歯ごたえがあり果汁をたっぷり含み、あとを引く
ような美味しさです。
■内容量：1.8kg（7玉～11玉）
■発送時期：11月上旬～中旬

常温 時間指定

りんご（サンふじ・秀）5kg

13,000円
硬い肉質と高い香りの調和のとれた甘酸っぱさが
魅力です。
■内容量：5kg（14玉～18玉）
■発送時期：11月中旬～12月上旬

常温 時間指定
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山形県　白鷹町

ラ・フランス＆サンふじりんご計4kg

15,000円
「ラ・フランス」と「サンふじ」、旬の果実をご
堪能下さい。
■内容量：ラ・フランス約2kg（5～6玉）／サン
ふじりんご約2kg（5～8玉）
■発送時期：11月中旬～12月上旬

常温 時間指定

さくらんぼ（佐藤錦）1kg

18,000円
甘味と酸味のバランスが良く、さくらんぼの代表
品種です。
■内容量：特秀Lもしくは2L1kg
■配送不可地域：沖縄県・離島
■発送時期：6月中旬～7月上旬

冷蔵 時間指定

さくらんぼ（紅秀峰）1kg

18,000円
甘味が強く鮮やかな着色で、プリッとした食感が
人気です。
■内容量：特秀2Ｌもしくは3L1kg
■配送不可地域：沖縄県・離島
■発送時期：6月下旬～7月上旬

冷蔵 時間指定

やまのえくぼトマト2kg

7,000円
化学肥料は使用せず、減農薬で栽培した、おいし
いトマトです。
■内容量：大玉2kg（10～15個）
■配送不可地域：北海道・九州・沖縄県・離島
■発送時期：7月中旬～9月上旬

冷蔵 時間指定

やまのえくぼトマト1kg分とトマトジュ
ース500ml
10,000円
化学肥料は使用せず、減農薬で栽培した、おいし
い大玉トマトとジュースのセットです。
■配送不可地域：北海道・九州・沖縄県・離島
■発送時期：7月中旬～9月上旬

冷蔵 時間指定

トマト2種セット（アイコ・フルティカ
）約3kg
15,000円
※気温によって常温／冷蔵でどちらかでのお届け
になります。
■内容量：ラグビーボール型のミニトマト（アイ
コ）／中玉トマト（フルティカ）合計約3kg
■発送時期：8～9月

冷蔵 時間指定

枝豆（初だるま）1kg

8,000円
ビールのおつまみにも夏休みのおやつにも最適で
す！
■内容量：初だるま250g×4袋
■配送不可地域：離島
■発送時期：8月上旬

冷蔵 時間指定

枝豆（ゆかた娘）1kg

8,000円
食欲の落ちやすい残暑でも、さっぱりと食べやす
くオススメです！
■内容量：ゆかた娘250g×4袋
■配送不可地域：離島
■発送時期：8月下旬

冷蔵 時間指定

枝豆（あおゆたか）1kg

8,000円
秋の気配が感じられる夜長に、ゆっくり味わって
みませんか？
■内容量：青豊250g×4袋
■配送不可地域：離島
■発送時期：9月上旬

冷蔵 時間指定
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山形県　白鷹町

白鷹産殻つき落花生（中手豊）600g

11,000円
白鷹山の麓、清らかな自然の中で栽培された、風
味豊かな落花生を是非ご賞味ください。
■内容量：200g×3パック（密封包装）
■配送不可地域：離島
■発送時期：1～3月

常温 時間指定

《旬の取り寄せ2回便》枝豆1kg分×2回

12,000円
※2品種を1品種ずつ2回に分けてお届けします。
■1回目：枝豆1品種（250g×4袋）※8月上旬発送
■2回目：枝豆1品種（250g×4袋）※8月下旬発送
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

キリン一番搾り350ml×24缶《1回のみお
届け》
16,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンラガービール350ml×24缶《1回の
みお届け》
16,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンクラシックラガー350ml×24缶《1
回のみお届け》
16,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリン一番搾り500ml×24缶《1回のみお
届け》
21,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンラガービール500ml×24缶《1回の
みお届け》
21,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンクラシックラガー500ml×24缶《1
回のみお届け》
21,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリン一番搾り350ml×24缶【2ケース】
《1回のみお届け》
32,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定
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山形県　白鷹町

キリンラガービール350ml×24缶【2ケー
ス】《1回のみお届け》
32,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンクラシックラガー350ml×24缶【2
ケース】《1回のみお届け》
32,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリン一番搾り500ml×24缶【2ケース】
《1回のみお届け》
42,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンラガービール500ml×24缶【2ケー
ス】《1回のみお届け》
42,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンクラシックラガー500ml×24缶【2
ケース】《1回のみお届け》
42,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリン一番搾り350ml×24缶【3ケース】
《1回のみお届け》
48,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンラガービール350ml×24缶【3ケー
ス】《1回のみお届け》
48,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンクラシックラガー350ml×24缶【3
ケース】《1回のみお届け》
48,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

《定期便3ヶ月》キリン一番搾り350ml×
24缶
48,000円
3ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定
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山形県　白鷹町

《定期便3ヶ月》キリンラガービール350
ml×24缶
48,000円
3ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便3ヶ月》キリンクラシックラガ
ー350ml×24缶
48,000円
3ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

キリン一番搾り500ml×24缶【3ケース】
《1回のみお届け》
63,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンラガービール500ml×24缶【3ケー
ス】《1回のみお届け》
63,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

キリンクラシックラガー500ml×24缶【3
ケース】《1回のみお届け》
63,000円
県内で有数のホップ生産地である白鷹町では、キ
リンビールと提携して全量を出荷し、製品に使用
されています。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定

《定期便3ヶ月》キリン一番搾り500ml×
24缶
63,000円
3ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便3ヶ月》キリンラガービール500
ml×24缶
63,000円
3ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便3ヶ月》キリンクラシックラガ
ー500ml×24缶
63,000円
3ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリン一番搾り350ml×
24缶
96,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定
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山形県　白鷹町

《定期便6ヶ月》キリンラガービール350
ml×24缶
96,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリンクラシックラガ
ー350ml×24缶
96,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリン一番搾り500ml×
24缶
126,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリンラガービール500
ml×24缶
126,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリンクラシックラガ
ー500ml×24缶
126,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便12ヶ月》キリン一番搾り350ml
×24缶
192,000円
12ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリン一番搾り350ml×
24缶【2ケース】
192,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便12ヶ月》キリンラガービール35
0ml×24缶
192,000円
12ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便12ヶ月》キリンクラシックラガ
ー350ml×24缶
192,000円
12ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定
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山形県　白鷹町

《定期便6ヶ月》キリンクラシックラガ
ー350ml×24缶【2ケース】
192,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリンラガービール350
ml×24缶【2ケース】
196,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便12ヶ月》キリン一番搾り500ml
×24缶
252,000円
12ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリン一番搾り500ml×
24缶【2ケース】
252,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便12ヶ月》キリンラガービール50
0ml×24缶
252,000円
12ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリンラガービール500
ml×24缶【2ケース】
252,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便12ヶ月》キリンクラシックラガ
ー500ml×24缶
252,000円
12ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

《定期便6ヶ月》キリンクラシックラガ
ー500ml×24缶【2ケース】
252,000円
6ヶ月連続でお届けいたします。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 定期 時間指定

赤すももワイン720ml×2本

12,000円
葡萄とはまた違う赤すもも特有の甘酸っぱい味と
香り、そして鮮烈な赤色をお楽しみください。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています
。20歳未満の方は、お申し込みいただけません。

常温 時間指定
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やまのえくぼトマトジュース500ml×2本

12,000円
化学肥料は使用せず、減農薬で栽培した「やまの
えくぼトマト」だけを丁寧に絞ったトマトジュー
スです。
濃厚なのに、爽やかな味なので、冷やしても温め
ても、ＧOＫＵＧＯＫＵ飲めます。

常温 時間指定

白鷹町産トマトジュースとりんごジュー
スセット
13,000円
りんごジュースはふじりんごを使用。
トマトジュースはお料理のソースや煮込み料理・
カクテルにも使えます。
■内容量：白鷹町産トマトジュース1000ml／白鷹
町産りんごジュース1000ml

常温

やまのえくぼトマトジュース160ml×6本
セット
13,000円
化学肥料は使用せず、減農薬で栽培した「やまの
えくぼトマト」だけを丁寧に絞ったトマトジュー
スです。
濃厚なのに、爽やかな味なので、冷やしても温め
ても、ＧOＫＵＧＯＫＵ飲めます。

常温 時間指定

やまのえくぼトマトジュース1000mlとド
ライトマトセット
15,000円
ドライトマトは、皮がないので口あたりなめらか
。お料理にも戻さずにそのまま使えます。
■内容量：トマトジュース1000ml1本／ドライト
マト(15g×2袋)

常温 時間指定

あべ工房特製手づくり梅干し500g×2

10,000円
熟した梅を塩漬け後、3日3晩天日干しを行い、自
家栽培のシソで漬け込んだ酸味の優しい手づくり
梅干しです。
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

贅沢鮎づくしと漬物セット

17,000円
鮎をすぐ食べられる真空パックにしました。
■内容量：鮎寒風干し2尾／子持ち鮎甘露煮2尾×
2パック／子持ち鮎の昆布巻1本×2パック／季節
の漬物
■配送不可地域：離島

冷蔵 時間指定

しらたか金ちゃんラーメン3食セット

8,000円
地元の食材にこだわった、自家製の麺・塩たれ・
味付メンマ・やわらかチャーシューです。
■内容量：正油ラーメン×1食／みそラーメン×1
食／塩ラーメン×1食（メンマ、チャーシュー付
）

冷凍 時間指定

しらたか金ちゃんラーメン冷たいラーメ
ンセット
15,000円
■内容量：冷たいラーメン×3食／冷し中華×3食
（メンマ、チャーシュー付）／餃子（5ケ）×3人
前
■配送不可地域：離島

冷凍 時間指定

しらたか金ちゃんラーメン食べくらべラ
ーメンセット
17,000円
■内容量：正油ラーメン×1食／みそラーメン×1
食／塩ラーメン×1食／担々麺×1食／とんこつラ
ーメン×1食（メンマ、チャーシュー付）／餃子
（5ケ）×3人前
■配送不可地域：離島

冷凍 時間指定
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麦切白鷹町産秘伝豆豆乳仕込紅花入り

11,000円
甘味が強く良食青大豆である一等級秘伝豆の豆乳
と、厳選した白鷹産紅花乱花を贅沢に使用し、他
にない強いコシとツルツル感の麦切に仕上げまし
た。（平打麺）
■内容量：90g×6束

常温

古民家カフェ「353KUROGAMO」ご利用券3
000円分
10,000円
山の麓に佇む古民家、ゲストハウス＆カフェ「35
3KUROGAMO」での食事券です。
※このご利用券では、つり銭は出ません。
■内容量：ご利用券3,000円分（500円券×6枚）

常温 時間指定

ふるさと納税限定イタリア料理SIATTACA
(シャッタカ)ペアランチ券
15,000円
その時期の旬の食材から、シェフお任せランチと
なります。
※お飲物代は含まれておりません。
■内容量：ペアランチ券1回分
■有効期限：発行日より1年間

常温 時間指定

ふるさと納税限定イタリア料理SIATTACA
(シャッタカ)ペアディナー券
30,000円
その時期の旬の食材から、シェフお任せディナー
となります。
※お飲物代は含まれておりません。
■有効期限：発行日より1年間

常温 時間指定

パレス松風ペア宿泊券（1泊2食付）

70,000円
松林に囲まれた静かな宿です。
※休・祝前日は、差額（1,100円×2人）をチェッ
クアウト時にお支払いください。
■有効期限：発行日より半年間

常温 時間指定

パラグライダー利用券「タンデム体験コ
ース」しらたかスカイパーク
37,000円
インストラクターと二人乗りで高度差500ｍのフ
ライトを体験します。
※ご入金確認後に詳細についてお知らせし、後日
体験日程などを打合せさせていただきます。
■有効期限：発行日より1年間

常温 時間指定

べにたかちゃんぬいぐるみ（小）

5,000円
白鷹町のご当地キャラクター「べにたかちゃん」
。
紅花の髪飾りをつけた、そばと鮎が大好きな白い
鷹の女の子です。
■サイズ：高さ10cm

常温 時間指定

べにたかちゃんぬいぐるみ（中）

7,000円
白鷹町のご当地キャラクター「べにたかちゃん」
。
紅花の髪飾りをつけた、そばと鮎が大好きな白い
鷹の女の子です。
■サイズ：高さ20cm

常温 時間指定

紅花セット（サボン、ローション、バー
ム、お茶、お茶づけ）
34,000円
■内容量：紅花サボン「清」100g×1点・紅花ロ
ーション「福」100ml×1点・紅花バーム「祈」10
ml×1点・紅花さらさら茶6g×5パック・紅花のお
花のお茶漬け8g×1点

常温 時間指定
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山形県　白鷹町

アンデルセンバッグ・HAVFRUE(ハウフー
)ピンク
125,000円
革はソフトでしなやかなタッチ感のある牛革を、
内装は表革とバイカラーとなっている裏地を使用
し、開けた瞬間パッと明るい気持ちになります。
■サイズ：横285×縦260×マチ120mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・HAVFRUE(ハウフー
)ブラック
125,000円
革はソフトでしなやかなタッチ感のある牛革を、
内装は表革とバイカラーとなっている裏地を使用
し、開けた瞬間パッと明るい気持ちになります。
■サイズ：横285×縦260×マチ120mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・HAVFRUE(ハウフー
)グレー
125,000円
革はソフトでしなやかなタッチ感のある牛革を、
内装は表革とバイカラーとなっている裏地を使用
し、開けた瞬間パッと明るい気持ちになります。
■サイズ：横285×縦260×マチ120mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ギャザーバッグS
ブラウン
170,000円
必要最低限のモノが入るサイズ感で、斜めがけが
できるショルダーを付けた小さいモデルが欲しい
というお客様の声から生まれました。
■サイズ：横320×縦150×マチ130mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ギャザーバッグS
トープ
170,000円
必要最低限のモノが入るサイズ感で、斜めがけが
できるショルダーを付けた小さいモデルが欲しい
というお客様の声から生まれました。
■サイズ：横320×縦150×マチ130mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ギャザーバッグS
ブラック
170,000円
必要最低限のモノが入るサイズ感で、斜めがけが
できるショルダーを付けた小さいモデルが欲しい
というお客様の声から生まれました。
■サイズ：横320×縦150×マチ130mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグレザーメッシュブラ
ック
195,000円
しっかりとした舟底のマチシルエットです。
※メッシュ部分は、手染め加工のため部分により
自然な色むら、変化がございます。
■サイズ：横310×縦170×マチ100mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグレザーメッシュホワ
イト
195,000円
しっかりとした舟底のマチシルエットです。
※メッシュ部分は、手染め加工のため部分により
自然な色むら、変化がございます。
■サイズ：横310×縦170×マチ100mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグレザーメッシュブラ
ウン
195,000円
しっかりとした舟底のマチシルエットです。
※メッシュ部分は、手染め加工のため部分により
自然な色むら、変化がございます。
■サイズ：横310×縦170×マチ100mm

常温 時間指定
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山形県　白鷹町

アンデルセンバッグ・ギャザーバッグM
トープ
200,000円
革の質感を生かして革のみで包み込むように作ら
れている独特のフォルムが特徴です。
650gととても軽量です。
■サイズ：横430×縦200×マチ160mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ギャザーバッグM
ブラウン
200,000円
革の質感を生かして革のみで包み込むように作ら
れている独特のフォルムが特徴です。
650gととても軽量です。
■サイズ：横430×縦200×マチ160mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ギャザーバッグM
ブラック
200,000円
革の質感を生かして革のみで包み込むように作ら
れている独特のフォルムが特徴です。
650gととても軽量です。
■サイズ：横430×縦200×マチ160mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ミドルトートブラ
ック
230,000円
A4ファイルが入るのでビジネスシーンにも大活躍
。
流行に左右されず、シンプルに長く使えるデザイ
ンです。
■サイズ：横420×縦280×マチ170mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ミドルトートトー
プ
230,000円
A4ファイルが入るのでビジネスシーンにも大活躍
。
流行に左右されず、シンプルに長く使えるデザイ
ンです。
■サイズ：横420×縦280×マチ170mm

常温 時間指定

アンデルセンバッグ・ミドルトートブラ
ウン
230,000円
A4ファイルが入るのでビジネスシーンにも大活躍
。
流行に左右されず、シンプルに長く使えるデザイ
ンです。
■サイズ：横420×縦280×マチ170mm

常温 時間指定

しらたか人形（さくら姫）

7,000円
「さくら姫」は、町の桜をイメージして、伝統あ
る深山和紙で丁寧に仕上げております。
※一つ一つ手作りのため、発送までお時間をいた
だく場合がございます。
■サイズ：高さ5cm、横6.5cm、奥行6.3cm

常温 時間指定

しらたか人形（べにばな姫）

7,000円
「べにばな姫」は、町の紅花をイメージして、伝
統ある深山和紙で丁寧に仕上げております。
※一つ一つ手作りのため、発送までお時間をいた
だく場合がございます。
■サイズ：高さ5.3cm、横6.6cm、奥行6.3cm

常温 時間指定

深山焼フリーカップ（2個セット）

15,000円
花摘みを終えた紅花から、ほんの少ししか取れな
い貴重な灰を釉薬にした「深山焼紅花釉」。
紅花の色合いは焼成温度で違い、黄色から赤色の
バリエーションがあります。

常温 時間指定
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山形県　白鷹町

しらたか人形（花笠）＆ブローチ

17,000円
白鷹町の伝統工芸深山和紙で作った和紙人形。
山形ならではの花笠を持っています。
※一つ一つ手作りのため、発送までお時間をいた
だく場合がございます。
■サイズ：（人形）高さ17cm・幅7cm・奥行7cm

常温 時間指定

しらたか人形（立ち雛）＆ブローチ

17,000円
白鷹町の伝統工芸深山和紙で作った和紙人形。桃
の節句に可愛らしい雛人形を飾ってみませんか。
※一つ一つ手作りのため、発送までお時間をいた
だく場合がございます。
■サイズ：（人形一体あたり）高さ10cm、幅３cm

常温 時間指定

【しらたかの木シリーズ】御朱印帳ケー
ス（小）
19,000円
※こちらの製品は《御朱印サイズ16×11cm厚み2c
m》までの御朱印帳しか入らない対応となってお
ります。
※御朱印帳、バンドは付属しません。
■発送時期：入金日の翌々月

常温 時間指定

しらたか人形（ゆきんこ）水色

21,000円
※一つ一つ手づくりのため、色や形が若干異なる
場合がございます。また、発送までお時間をいた
だく場合ございます。
■サイズ：高さ15cm、横9cm、奥行6cm

常温 時間指定

しらたか人形（ゆきんこ）ピンク

21,000円
※一つ一つ手づくりのため、色や形が若干異なる
場合がございます。また、発送までお時間をいた
だく場合ございます。
■サイズ：高さ15cm、横9cm、奥行6cm

常温 時間指定

【しらたかの木シリーズ】御朱印帳ケー
ス（大）
22,000円
※こちらの製品は《御朱印サイズ18×12cm厚み2c
m》までの御朱印帳しか入らない対応となってお
ります。
※御朱印帳、バンドは付属しません。
■発送時期：入金日の翌々月

常温 時間指定

本革紅織名刺入れ黒タイプ

30,000円
名刺入れの開口部に紅織りの生地を合わせており
ます。
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により
実際の商品と色味が異なる場合がございます。

常温 時間指定

本革紅織名刺入れ白タイプ

30,000円
名刺交換の際には「名刺の座布団」として使用し
てください。
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により
実際の商品と色味が異なる場合がございます。

常温 時間指定

白たかお召袱紗（ふくさ）～紺～

30,000円
登録商標「白たかお召」の生地を贅沢に使用した
ふくさです。
■サイズ：W12cm×H20cm
■素材：絹100％（表・裏地共）

常温 時間指定
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山形県　白鷹町

白たかお召袱紗（ふくさ）～うぐいす～

30,000円
肌ざわりがよく鞄やポケットに入れてもシワにな
りにくいのが特徴です。
■サイズ：W12cm×H20cm
■素材：絹100％（表・裏地共）

常温 時間指定

小町紅竹に青海波

33,000円
希少な紅だけで作られる伝統的な口紅です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
■器材質：紙、鏡、ポリプロピレン
■サイズ：縦47×横49×厚さ8㎜
■成分：ベニバナ赤

常温 時間指定

小町紅撫子に麻の葉

33,000円
希少な紅だけで作られる伝統的な口紅です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
■器材質：紙、鏡、ポリプロピレン
■サイズ：縦47×横49×厚さ8㎜
■成分：ベニバナ赤

常温 時間指定

紅花香黄染めネックウェア

34,000円
スキンケア効力が高く、お肌に優しいオーガニッ
ク素材です。
※天然素材ですので退色いたします。
■素材：米沢織シルク100％
■サイズ：横20cm×縦68cm（輪になっています）

常温 時間指定

しらたか人形（おでかけ）

34,000円
白鷹町の伝統工芸深山和紙で作った和紙人形。
優しい手作りの人形です。
※一つ一つ手作りのため、発送までお時間をいた
だく場合がございます。
■サイズ：高さ22cm、幅20cm、奥行15cm

常温 時間指定

なめても安心しらたか材つみき

37,000円
白鷹町の杉材を使用し、四角や三角など大小異な
る23ピースの積み木。
塗装を施さずに製作したため舐めても安全です。
※木によって写真と積み木の色合いが異なる場合
があります。

常温 時間指定

小町紅華

55,000円
希少な紅だけで作られる伝統的な口紅です。
有職文様をデザインした典麗な小町紅です。
■器材質：磁器（有田焼）
■サイズ：径45×高さ24㎜
■成分：ベニバナ赤

常温 時間指定

しらたか人形（やよい）

60,000円
※一つ一つ手づくりのため、色や形が若干異なる
場合がございます。また、発送までお時間をいた
だく場合ございます。
■サイズ：高さ18cm、横33cm、奥行18cm
■発送時期：12月～2月に順次

常温 時間指定

紅花染めネクタイ

80,000円
「白鷹産最上紅花」の「紅（あか）の色素」を使
用。絹糸を紅花染めし、織り込んだ逸品。
締め心地はもちろん、紅花の「紅（あか）の色」
は光源によっていろいろな表情を出します。
■素材：絹100％

常温 時間指定
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山形県　白鷹町

紅花香黄染めショール

100,000円
スキンケア効力が高く、お肌に優しいオーガニッ
ク素材です。
※天然素材ですので退色いたします。
■素材：米沢織シルク100％（しぼ有）
■サイズ：縦180cm×横100cm

常温 時間指定
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