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山形県 川西町

Kyoyaku
毎日おいしくグルコサミン

5,000円

グルコサミンをはじめ、歩みを力強
く後押しする3つの成分を配合した
健康飲料です。ラ・フランス果汁(
山形県産)を配合。おいしくグルコ
サミンを摂取できます。【容量】5
倍希釈時10%西洋なし果汁入り飲料
500ml×1本

Kyoyaku　植物発酵プラス

5,000円

自然の植物がもつパワーがギュッと
つまった植物発酵エキスを配合した
健康飲料です。お好みの濃さで美味
しく飲める希釈タイプ。サラリとし
た爽やかな飲み口です。【容量】清
涼飲料水(き釈用)　500ml×1本

Kyoyaku　黒酢プラス

5,000円

米でつくられた黒酢を主原料に、ビ
タミンB2・B6を強化した「栄養機能
食品」の黒酢飲料です。水などで薄
めて飲む希釈タイプ。まろやかなリ
ンゴ味で美味しく飲むことができま
す。【容量】清涼飲料水(き釈用)
500ml×1本

令和2年産　雪若丸　4kg

7,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスをかけない栽培で作ったお米
です。是非ご賞味ください。【容量
】雪若丸2kg×2袋

クリスタルダリヤ

7,000円

ダリア生花を特殊な技術で加工し、
その色合いや華やかさをアクリル樹
脂に封じ込めました。ひとつとして
同じものがないところが貴重です。
※ハンドメイドの為、サイズは多少
の誤差が生じることもあります。【
容量】クリスタルダリヤ四角型極小
1個(幅4cm×奥行4cm×高さ4cm)

令和2年産　雪若丸　4kg

7,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスをかけない栽培をして作った
お米です。是非ご賞味ください。【
容量】・雪若丸2kg×2袋

令和2年産　つや姫・雪若丸セット
計4kg

8,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスをかけない栽培をして作った
お米です。是非ご賞味ください。【
容量】・特別栽培米つや姫2kg×1袋
・雪若丸2kg×1袋

令和2年産　雪若丸　5kg

8,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスをかけない栽培で作ったお米
です。是非ご賞味ください。【容量
】雪若丸5kg×1袋

樽平酒造　菰樽詰め　「樽平」

8,000円

歴史ある酒蔵「樽平酒造」の日本酒
を菰樽に入れた特別純米酒です。麹
の風味が際立った日本酒本来の力強
さが特徴です。飲み終わった後はき
れいに洗ってインテリアとしてもお
楽しみいただけます。【容量】樽平
酒造　「菰樽　樽平」300mlx1

令和2年産　特別栽培米つや姫　4kg

8,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
です。美しく美味しいお米『つや姫
』を是非ご賞味ください。【容量】
つや姫2kg×2袋

令和2年産　つや姫・雪若丸セット
計4kg

8,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスをかけない栽培をして作った
お米です。是非ご賞味ください。【
容量】・特別栽培米つや姫2kg×1袋
・雪若丸2kg×1袋

令和2年産　特別栽培米つや姫　4kg

8,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
。美しくおいしいお米『つや姫』を
是非ご賞味ください。【容量】つや
姫2kg×2袋
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山形県　川西町

令和2年産　特別栽培米　つや姫
5kg

9,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
。美しく美味しいお米『つや姫』を
是非ご賞味ください。【容量】つや
姫5kg×1袋

「衆病悉除　願(ねがい)」

9,000円

「衆病悉除(しゅびょうしつじょ)」
人々の病をことごとく除くと書かれ
た「木札」付きです!お酒は、川西
町の中沖酒造純米大吟醸原酒出羽燦
々100%です。旨味のある濃厚な辛口
の美味しいお酒です。【容量】720m
lx1本

ジェットストリーム多機能ペン
4&1Metal　Edition　0.5㎜

9,000円

なめらかな書き味の「ジェットスト
リーム」シリーズ、4色(黒、赤、青
、緑)ボールペン0.5mmとシャープペ
ンシル0.5mmの機能を搭載していま
す。落ち着いた配色はビジネスシー
ンにもぴったりです。アイスシルバ
ー、ガンメタリック、ダークグリー
ン、ピンクゴールドよりお選びくだ
さい。【容量】ジェットストリーム
多機能ペン4&1MetalEdition0.5㎜×
1本

＜特選米沢牛A-5＞切り落とし
400g

10,000円

米沢牛生産地(山形県置賜管内の三
市五町)県内有数の子牛生産を誇る
米沢牛の里川西町より、最高格付け
A-5より厳選した米沢牛の切り落と
しをご用意いたしました。深い旨味
で煮ても焼いても普段の料理が格別
な味わいに変わります。【容量】切
り落とし400g

＜特選米沢牛A-5＞　焼肉用　210g

10,000円

深い味わいの部位を選び、網焼き用
の厚みにカットしご用意いたしまし
た。牛肉本来の濃厚な味をご堪能く
ださい。【容量】焼肉用210g

＜特選米沢牛A-5＞赤身ステーキ
70g×2枚

10,000円

赤身の中でも柔らかいランイチより
食べきりサイズにカットしご用意い
たしました。赤身ならではの深い味
わい、香りをご堪能ください。【容
量】赤身ステーキ70g×2枚

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用
240g

10,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
薦めいたします。【容量】すき焼き
用240g

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用
210g

10,000円

赤身のモモ肉を薄くしゃぶしゃぶ用
にスライスし、ご用意いたしました
。柔らかく、ご年配の方や脂を気に
なさる女性の方にお薦めいたします
。【容量】しゃぶしゃぶ用210g

＜特選米沢牛A-5＞カレー・シチュ
ー用　400g

10,000円

煮込み用に適した赤身の部位を角切
りにカットしご用意いたしました。
煮込めば柔らかく、格別の味をご堪
能ください。【容量】カレー・シチ
ュー用400g

豚の米麹味噌漬け
甘口3枚辛口3枚セット

10,000円

厳選した山形県産格付け上豚の肩ロ
ースに甘みが特徴の米麹味噌を使用
。豚肉のおいしさを損なわぬよう味
付けし、厳選唐辛子を使用した辛口
をセットでご用意いたしました。【
容量】豚肩ロース120g×3、米麹味
噌40g×3（甘口、辛口の2種類）

米沢牛すじ煮込み

10,000円

砂糖と醤油を継ぎ足し100年間受け
継がれてきた秘伝のタレで煮込まれ
た逸品です。【容量】米沢牛すじ煮
込み160g×3パック

令和2年産
川西町産米「つや姫」精米
真空パック詰　5kg

10,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。※精米のみの受付と
なります。【容量】川西町産
特別栽培米「つや姫」5kg×1袋
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山形県　川西町

令和2年産　川西町産米「雪若丸」
「つや姫」精米セット
真空パック詰　5kg

10,000円

山形の新しいブランド米「雪若丸」
は、粘りと硬さ(しっかりした粒感)
のバランスが新食感のお米です。「
つや姫」は農薬と化学肥料の使用を
50%減らして栽培した米で、ツヤ・
甘味・旨味・粘り気のバランスが良
いお米です。※精米のみの受付とな
ります。【容量】・川西町産米「雪
若丸」2.5kgx1袋・川西町産
特別栽培米「つや姫」2.5kgx1袋

令和2年産　川西町産米「つや姫」
「はえぬき」精米セット
真空パック詰　5.5kg

10,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。「はえぬき」は米の
一粒一粒がしっかりとしていて、適
度な水気と甘味が特徴のお米です。
※精米のみの受付となります。【容
量】・川西町産　特別栽培米「つや
姫」2.5kgx1袋・川西町産米「はえ
ぬき」3kgx1袋

令和2年産
川西町産米「はえぬき」精米
真空パック詰　6kg

10,000円

「はえぬき」は米の一粒一粒がしっ
かりとしていて、適度な水気と甘味
が特徴のお米です。お米の粒がしっ
かりしているのでふっくらとたきあ
がり、冷めても美味しく食べること
が出来ます。※精米のみの受付とな
ります。【容量】川西町産米「はえ
ぬき」3kg×2袋

令和2年産
川西町産米「雪若丸」精米
真空パック詰　5kg

10,000円

山形の新しいブランド米「雪若丸」
は、粘りと硬さ(しっかりした粒感)
のバランスが新食感のお米です。※
精米のみの受付となります。【容量
】川西町産米「雪若丸」5kg×1袋

ひと口羊かん詰合せ

10,000円

上杉藩の時代、塩問屋であった先祖
をしのんでつくり上げた「塩小倉」
羊羹。塩の辛味と砂糖の甘味、海と
大地の二つの味が、一粒撰りの大納
言にとけ込みます。新製品の「いい
よかん」と共にこだわりの味をご賞
味くださいませ。【容量】・ひと口
塩小倉×10本・ひと口いいよかん×
5本

献上　小倉羊羹
うすづくり(15枚入り)

10,000円

「献上小倉羊羹」は、昭和27年、山
形県に天皇皇后両陛下が行幸啓され
ました際に献上の栄を預かりました
。羊羹1本を切る手間がなく、いつ
でも手軽に食べることができます。
最初から薄くカットしてあるので、
食べやすく、気軽に食べられる羊羹
です。【容量】小倉羊羹×15枚

ジェットストリームプライム単色0.
7mm

10,000円

ジェットストリームシリーズの中で
もクセになるなめらかな書き味に上
質で先進的なデザインが特徴です。
山形県川西町に三菱鉛筆(株)の工場
があることで実現した特産品です。
ブラック、ネイビー、シルバーより
お選びください。【容量】ジェット
ストリームプライム単色0.7mm×1本

ジェットストリームプライム単色0.
5mm

10,000円

ジェットストリームシリーズの中で
もクセになるなめらかな書き味に上
質で先進的なデザインが特徴です。
山形県川西町に三菱鉛筆(株)の工場
があることで実現した特産品です。
ピンク、ライトピンクよりお選びく
ださい。【容量】ジェットストリー
ムプライム単色0.5mm×1本

山形県産　はえぬき　玄米　10kg

10,000円

川西町には多くの酒蔵があり、綺麗
な地下水と雪解けの豊かな水源に恵
まれた地域です。綺麗な水の恩恵と
独自の肥料の使用で土の持つ力を引
き出し、植物にストレスのかけない
栽培をして作ったお米です。【容量
】はえぬき　玄米　5kg×2袋

山形県産　はえぬき　10kg

10,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスのかけない栽培をして作った
お米です。是非ご賞味ください。【
容量】はえぬき　5kg×2袋

フラワー長井線応援福袋

10,000円

山形鉄道フラワー長井線は南陽市、
川西町、長井市、白鷹町を結ぶ30.5
キロを走る第三セクター方式の鉄道
会社です。沿線2市2町に花の名所が
あることから「フラワー長井線」と
なりました。【容量】・山形鉄道タ
オル(今治産)1枚(約83×35㎝)・利
用券(特殊回数乗車券)11枚綴り・も
っちぃ駅長チェーンぬいぐるみ・【
鮎貝りんご】スタンド付き缶バッチ

米沢牛・山形地鶏のおこわセット

11,000円

特産品おこわセットです。五目おこ
わを米沢牛で巻いた牛俵と置賜農業
高校産の地鶏を使用した鶏俵です。
それぞれ4個ずつのセットでお届け
します。【容量】・米沢牛巻きおこ
わ約80g×4個・山形地鶏おこわ約80
g×4個
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山形県　川西町

令和2年産　川西町産米「つや姫」
「雪若丸」精米セット
真空パック詰　5.5kg

11,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。山形の新しいブラン
ド米「雪若丸」は、粘りと硬さ(し
っかりした粒感)のバランスが新食
感のお米です。※精米のみの受付と
なります。【容量】・川西町産　特
別栽培米「つや姫」3kg×1袋・川西
町産米「雪若丸」2.5kg×1袋

令和2年産　川西町産米「つや姫」
「はえぬき」精米セット
真空パック詰　6kg

11,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。「はえぬき」は米の
一粒一粒がしっかりとしていて、適
度な水気と甘味が特徴のお米です。
※精米のみの受付となります。【容
量】・川西町産　特別栽培米「つや
姫」3kg×1袋・川西町産米「はえぬ
き」3kg×1袋

かわにし森のマルシェ
オリジナル日本酒　(720ml×2本)

11,000円

山形県川西産の出羽燦燦を100%使い
、低温発酵で丁寧に仕込んだ純米吟
醸酒です。冷や・お燗でお楽しみく
ださい。パッケージに川西出身の画
家、黒澤悟郎画伯の獅子の絵を使用
しました。川西の懐かしい祭り風景
が思い出されます。【容量】マルシ
ェオリジナル日本酒720ml×2本

Kyoyaku　セサミンS

11,000円

ゴマの希少成分「セサミン」を毎日
手軽に摂取できる健康補助食品です
。オルニチン、ウコン、亜鉛をプラ
スしました。1日4粒でセサミンを15
mg摂取できるほか、現代人が不足し
がちな亜鉛も3mg補給できます。【
容量】・白ゴマエキス加工食品
30g(250mg×120粒)

お米甲子園最高金賞受賞！置賜農業
高校　白米食べ比べセット

11,000円

山形県の新品種「雪若丸」は、しっ
かりとした食感、際立つ白さとつや
が特徴のお米です。アイガモ栽培「
コシヒカリ」は、化学肥料や農薬を
使用せず、アイガモ達の活躍で害虫
や雑草の発生を抑えられました。収
穫後は杭掛け、天日乾燥でお米の旨
味を凝縮しています。【容量】・雪
若丸(白米)1kg×3袋・アイガモ栽培
コシヒカリ(白米)1kg×3袋【申込期
日】3月5日～3月31日

山形おきたま産　つや姫　5kg

12,000円

「ほどよい粘りと弾力性」「香りと
甘みがつよく濃い味わい」「粒揃い
が良く光沢と白度が高い」これらを
兼ね備えたつや姫です。【容量】山
形おきたま産つや姫5kg×１

川西町の人気の地酒
「住吉飲み比べセット」

12,000円

山田錦100%使用の「金住吉+5」は、
まろやかな深みのある美味しさが特
徴。こしひかり100%使用の「住吉+1
0　超辛口」は、きりっとした辛口
で後味すっきりです。【容量】・金
住吉+5720mlx1本・住吉+10
超辛口720mlx1本

プレー補助券(山形南カントリーク
ラブ)

12,000円

充実プレーを満喫できるコースの30
00円分のプレー補助券としてご利用
頂けます。※本券は3000円分の施設
ご利用券となります。発生した差額
につきましては、別途お支払いをお
願いします。※ご利用の際は、事前
に必ずお電話で直接ご予約ください
。※ご利用券の利用開始月は、申込
月の翌々月1日からとなります。【
容量】プレー補助券1枚

マルシェの美味しいお米三兄弟

12,000円

ササシグレは昭和30年代の主力品種
でした。現在は生産者も限られてい
る限定米で、淡白であっさりとした
柔らかい触感です。つや姫は粒ぞろ
いが良く、甘みがあり味が濃いです
。雪若丸はつや姫の「弟」としてデ
ビューしました。米粒は白く大粒で
、粘り硬さがあり上品な味わいです
。【容量】・ササシグレ、つや姫、
雪若丸　計6kg(各2kg袋×3)

純米酒2本とおつまみセット

13,000円

「樽平酒造」の特別純米酒「極辛口
住吉+７」は米のうまみが感じられ
飲み飽きのしないお酒です。「中沖
酒造」の純米酒「羽陽一献」は冷で
も燗でも幅広い楽しみ方が出来るお
酒です。戦国武将をイメージしたお
つまみとセットにしました。【容量
】・極辛口住吉+７(180ml×1本)・
羽陽一献(300ml×1本)・米沢牛入り
サラミ(55g×2)・伊達カルパス(43g
×2)・上杉カルパス(43g×2)・花の
慶事カルパス(43g×2)

Kyoyaku　コエンザイムQ10

13,000円

吸収性にこだわった「水溶化コエン
ザイムQ10」を使用しています。1日
4粒で60mgのコエンザイムQ10を摂取
できます。エネルギー産生サポート
成分であるローズヒップエキス、α
-リポ酸、L-カルニチンをプラスし
ました。確かな品質の認定健康食品
(JHFA)マーク品です。【容量】コエ
ンザイムQ10含有食品[27g(270mg×1
00粒)]

令和2年産　雪若丸　10kg

14,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスをかけない栽培で作ったお米
です。是非ご賞味ください。【容量
】雪若丸5kg×2袋
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山形県　川西町

Kyoyaku
ブルーベリー&クロセチンプラス

14,000円

目に大切なブルーベリー(北欧産ビ
ルベリー)エキスとクロセチンを配
合しました。カシスエキス、ルテイ
ン、アスタキサンチン、ビタミンB1
2、ビタミンEもプラスしました。【
容量】・ブルーベリー・クロセチン
含有食品　18g(300mg)×60粒

Kyoyaku
コラーゲンモアプレミアム

14,000円

7種の美容サポート成分を配合した
贅沢なコラーゲンドリンクです。コ
ラーゲンは吸収性の・機能性の高い
コラーゲンペプチド(コラーゲント
リペプチドを使用。)1本中に2000mg
配合しました。飲みやすいピーチ風
味で、カロリーは1本当り13.5kcal
です。【容量】清涼飲料水
50ml×20本

特別栽培米　つや姫　玄米　10kg

14,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
美しく美味しいお米『つや姫』を是
非ご賞味ください。【容量】特別栽
培米　つや姫　玄米　5kg×2袋

Kyoyaku　DHA&EPA

14,000円

健康に大切なn-3系脂肪酸の補給に
役立つ健康補助食品です。1日6粒で
DHA600mg、EPA108mg、DPA23mgを摂
取できます。ビタミンEの一種であ
るトコトリエノールをプラスしまし
た。確かな品質の認定健康食品(JHF
A)マーク品です。【容量】DHA含有
精製魚油加工食品[54g(300mg×180
粒)]

Kyoyaku　イチョウ葉エキス

14,000円

イチョウ葉エキスにナットウキナー
ゼをプラスした健康補助食品です。
1粒中にイチョウ葉エキスを60mg、
ナットウキナーゼを125FU含んでい
ます。ナットウキナーゼは無臭タイ
プで、ビタミンKやプリン体を除去
したものを使用しています。確かな
品質のJHFAマーク品です。【容量】
イチョウ葉エキス食品[30g(250mg×
120粒)]

Kyoyaku　クロレラ

14,000円

クロレラ原末100%でできた健康補助
食品です。鉄の含有量が高いクロレ
ラを厳選して使用しています。消化
吸収性にすぐれた品種のクロレラを
高度な加工技術によりそのまま粒状
にしていますので、消化吸収率もよ
くなっています。確かな品質のJHFA
マーク品です【容量】クロレラ食品
[240g(200mg×1200粒)]

Kyoyaku　ローヤルゼリープラス

14,000円

ローヤルゼリーに大豆イソフラボン
とレスベラトロールをプラスした健
康補助食品です。1日4粒でローヤル
ゼリー(生換算)を2,000mg、大豆イ
ソフラボン(アグリコン換算)を16mg
、レスベラトロールを4mg摂取でき
ます。糖衣粒にすることで、品質の
安定性を高めています。確かな品質
の認定健康食品(JHFA)マーク品です
。【容量】ローヤルゼリー含有食品
[60g(500mg×120粒)]

Kyoyaku　黒酢にんにく卵黄

14,000円

黒酢は鹿児島県伝統の「つぼ酢」の
濃縮末、にんにくは無臭タイプ、卵
黄油はレシチンを多く含むものを使
用しています。確かな品質のJHFAマ
ーク品です。【容量】にんにく含有
食品[36g(300mg×120粒)]

マルシェおすすめセット2【生ハン
バーグ入り】

14,000円

かわにし森のマルシェおすすめの4
品をセットにしました。【容量】・
生ハンバーグ(140g)×2個・紅大豆
味噌(500g)×1個・秘伝豆コロッケ5
個入(70g×5個入り)×1袋・紅大豆
コロッケ5個入(70g×5個入り)×1袋

令和2年産　特別栽培米　つや姫
10kg(5kg×2袋)

15,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
。美しく美味しいお米『つや姫』を
是非ご賞味ください。【容量】つや
姫5kg×2袋

令和2年産　つや姫・雪若丸セット
計10kg

15,000円

綺麗な水の恩恵と独自の肥料の使用
で土の持つ力を引き出し、植物にス
トレスをかけない栽培をして作った
お米です。是非ご賞味ください。【
容量】・特別栽培米
つや姫5kg×1袋・雪若丸5kg×1袋

令和2年産　特別栽培米　つや姫
10kg

15,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
。美しく美味しいお米『つや姫』を
是非ご賞味ください。【容量】10kg
×1袋
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山形県　川西町

ハイユニアートセット

15,000円

なめらかな書き味を誇る鉛筆の名作
ハイユニを、10Hから10Bまで各1本
ずつ、22本入りセットでお届けいた
します。【容量】ハイユニアートセ
ット(22本入)

川西町の地酒
純米大吟醸雪むかえ永楽

16,000円

雪むかえは　種類が豊富で、生酒や
季節品もあります。中でもファンの
多い「雪むかえ永楽」しっかりした
旨味のある辛口のお酒です。冷やし
て、常温で、人肌燗で、お好みの温
度でお楽しみいただけます。お酒の
好きな方におすすめです!【容量】
純米大吟醸　雪むかえ
永楽1800ml×1本

純米大吟醸雪むかえ永楽、純米吟醸
雪むかえ　飲み比べセット

16,000円

純米大吟醸雪むかえ永楽は、山田錦
を100%使用したコクのあるしっかり
とした味わいで、冷からお燗まで楽
しめる幅の広いお酒です。純米吟醸
雪むかえは、ササニシキ100%を使用
したさわやかなキレのある味わいで
、冷か常温がおすすめです。【容量
】・純米大吟醸雪むかえ永楽720ml
×1・純米吟醸雪むかえ720ml×1

羽陽一献
300ml6種類飲み比べセット

16,000円

純米大吟醸
醸心(雪女神100%使用)、純米大吟醸
　一献(酒の華100%使用)、純米吟醸
夜游(出羽燦々100%)、純米吟醸　一
献山廃仕込み(出羽の里100%使用)、
純米酒一献甘口(出羽の里100%使用)
、一献スパークリング純米(発泡性
・出羽の里100%使用)となっており
、様々な味わいのお酒が楽しめる豪
華なセットです。【容量】・羽陽一
献
6種類飲み比べセット[各300ml×6本
]

純米生酒と米沢牛切り落とし500gセ
ット

17,000円

地元川西町の歴史ある酒蔵「樽平酒
造」の人気製品「純米生酒　雪むか
え」は爽やかな風味で口当たりがよ
く、新鮮でまろやかな味わいのする
喉越しの良い生酒です。あわせて米
沢牛の中でも様々な料理にも使い勝
手のいい切り落としをご用意しまし
た。【容量】・樽平酒造　純米酒生
酒「雪むかえ」1本(720ml)・米沢牛
切り落とし500g×1パック

純米大吟醸　願と羊羹と紅大豆茶の
セット【1207399】

17,000円

皆様の健康とコロナの終息を願って
「衆病悉除　願」と名付けました。
伊予柑ピール入りの珍しいようかん
は「きっといいことがありますよう
に!」との思いが込められています
。「紅大豆茶」は、川西町の特産品
の紅大豆を優しいノンカフェインの
お茶にしたものです。ご家族皆さま
で楽しめるセットです。【容量】・
純米大吟醸　願
720ml×1本・羊羹(いいよかん)
300g・紅大豆茶　60g

令和2年産
川西町産米「つや姫」精米
真空パック詰　10kg

18,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。※精米のみの受付と
なります。【容量】川西町産
特別栽培米「つや姫」5kg×2袋

＜特選米沢牛A-5＞サーロインステ
ーキ　200g(100g×2枚)

20,000円

霜降りのサーロインを食べきりサイ
ズにカットしご用意いたしました。
甘く、とろけるように口の中に広が
る肉汁の旨味をご堪能ください。【
容量】サーロインステーキ200g(100
g×2枚)

＜特選米沢牛A-5＞切り落とし
840g(420g×2包)

20,000円

米沢牛の生産地(山形県置賜管内の
三市五町)県内有数の子牛生産を誇
る米沢牛の里川西町より、最高格付
けA-5より厳選した米沢牛の切り落
としをご用意いたしました。深い旨
味で煮ても焼いても普段の料理が格
別な味わいに変わります。【容量】
切り落とし840g(420g×2包)

＜特選米沢牛A-5＞焼肉用　500g

20,000円

深い味わいの部位を選び、網焼き用
の厚みにカットしご用意いたしまし
た。牛肉本来の濃厚な味をご堪能く
ださい。【容量】焼肉用500g

＜特選米沢牛A-5＞赤身ステーキ
300g(100g×3枚)

20,000円

赤身の中でも柔らかいランイチより
食べきりサイズにカットしご用意い
たしました。赤身ならではの深い味
わい、香りをご堪能ください。【容
量】赤身ステーキ300g(100g×3枚)

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用
500g

20,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
薦めいたします。【容量】すき焼き
用500g
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山形県　川西町

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用
500g

20,000円

赤身のモモ肉を薄くしゃぶしゃぶ用
にスライスし、ご用意いたしました
。柔らかく、ご年配の方や脂を気に
なさる方にお薦めいたします。【容
量】しゃぶしゃぶ用500g

＜特選米沢牛A-5＞カレー・シチュ
ー用　840g(420g×2包)

20,000円

煮込み用に適した赤身の部位を角切
りにカットしご用意いたしました。
煮込めば柔らかく、格別の味をご堪
能ください。【容量】カレー・シチ
ュー用840g(420g×2包)

つや姫と米沢牛ビーフカレー

20,000円

「お米はここまでおいしくなれる」
でお馴染みの、「食味ランキング」
の最優秀「特A」評価を受けた自慢
のつや姫です。米沢牛入りカレー、
サラミとカルパスをセットでお召し
上がりください。【容量】・山形産
特別栽培米つや姫　2kg×2袋・米沢
牛ビーフカレー200gx4箱・米沢牛入
りさらみ170g×1袋・伊達カルパス1
30g×1袋

山形おきたま産　つや姫　10kg

20,000円

「ほどよい粘りと弾力性」「香りと
甘みがつよく濃い味わい」「粒揃い
が良く光沢と白度が高い」これらを
兼ね備えたつや姫です。【容量】山
形おきたま産つや姫5kg袋×2

こだわり羊かんとゆべしの詰合せ

20,000円

塩の辛味と砂糖の甘味、海と大地の
二つの味が、一粒撰りの大納言にと
け込みます。「梅羊かん」「栗羊か
ん」「いいよかん」「ひと口塩小倉
」「くるみゆべし」と共にこだわり
の味をご賞味くださいませ。【容量
】・塩小倉300g・梅羊かん300g・栗
羊かん300g・いいよかん300g・ひと
口塩小倉5本・くるみゆべし5個入×
2袋

まどか遊・湯券

20,000円

川西温泉「浴浴センターまどか」の
レストラン・温泉・施設内(売店を
除く)でご利用できる利用券です。
【注意事項】・券に記載の発行日よ
り1年間有効です。・毎月第4月曜日
は定休日となります。（祭日の場合
は翌日）【容量】浴浴センターまど
か利用券6000円分

ジェットストリームプライム多機能
ペン0.7mm

20,000円

黒・赤・青の0.7mmボールペンと0.5
mmシャープペンがついた、4機能タ
イプの回転繰り出し式多機能ペンで
す。ブラック、シルバー、ピンクよ
りお選びください。【容量】ジェッ
トストリームプライム多機能0.7mm
×1本

ジェットストリームプライム多機能
ペン0.5mm

20,000円

黒・赤・青の0.5mmボールペンと0.5
mmシャープペンがついた、4機能タ
イプの回転繰り出し式多機能ペンで
す。ダークネイビー、ダークボルド
ーよりお選びください。【容量】ジ
ェットストリームプライム多機能ペ
ン0.5mm×1本

純米大吟醸醸心　純米大吟醸
酒の華一献セット

20,000円

地元の中沖酒造店が丁寧に醸す、純
米大吟醸酒の2本セットです。酒米
「雪女神」と「酒の華」を100%使用
したお酒はとても華やかな香りが特
徴で、味わいもフルーティーであり
ながら、しっかりとしたお米の旨味
が感じられる美味しいおすすめのお
酒です。【容量】・純米大吟醸醸心
720ml×1・純米大吟醸720ml×1

【特選米沢牛A-5】すき焼き用
500g

20,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
勧めいたします。【容量】すき焼き
用500g

純米生酒と米沢牛赤身すき焼き用30
0gセット

21,000円

地元川西町の歴史ある酒蔵「樽平酒
造」の人気製品「純米生酒　雪むか
え」は爽やかな風味で口当たりがよ
く、新鮮でまろやかな味わいのする
喉越しの良い生酒です。よく脂がの
った赤身とともにお召し上がりくだ
さい。【容量】・樽平酒造　純米生
酒「雪むかえ」1本(720ml)・米沢牛
赤身すき焼き用300g

厳選地酒と米沢牛カルビ焼き肉用40
0gセット

22,000円

「羽陽一献」は山形県産米100％使
用し冷からお燗までおいしくいただ
けるお酒です。「特別純米酒　極　
辛口銀住吉＋7」は麹の風味が生き
た味わい深い日本酒です。米沢牛の
中でも人気の高いカルビとセットに
しました。【容量】・中沖酒造「羽
陽一献」純米酒1本(300ml)・樽平酒
造「特別純米酒　極辛口＋7」1本(1
80ml)・米沢牛カルビ焼き肉用400g
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山形県　川西町

マルシェおすすめセット

22,000円

山形の美味しいものを更に美味しく
味わっていただきたいという思いか
らできたセットです。ぜひ、お試し
ください。【容量】・紅大豆みそ×
2個(500g)・米沢牛コロッケ4個入×
1・米沢牛メンチカツ4個入×1・米
沢牛ハンバーグ(プレーン・チーズ)
各1個　計2個・秘伝豆コロッケ5個
入×1・紅大豆コロッケ5個入×1

＜3ヶ月定期便＞川西町産特別栽培
米「つや姫」精米4kg(2kg×2袋)
全3回

24,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
。美しく美味しいお米『つや姫』を
是非ご賞味ください。【容量】特別
栽培米つや姫　精米2kg×2袋
全3回

令和2年産
川西町産米「はえぬき」精米
真空パック詰　20kg

27,000円

「はえぬき」は米の一粒一粒がしっ
かりとしていて、適度な水気と甘味
が特徴のお米です。お米の粒がしっ
かりしているのでふっくらとたきあ
がり、冷めても美味しく食べること
が出来ます。※精米のみの受付とな
ります。【容量】川西町産米「はえ
ぬき」5kg×4袋

純米酒2本と米沢牛しゃくなげ漬け(
みそ漬け)セット

29,000円

「特別純米酒　極辛口銀住吉+7」は
日本酒本来の力強さに麹の風味が活
きた味わい深い日本酒です。「羽陽
一献」は山形県産米100%使用し、冷
からお燗まで美味しくいただけるお
酒です。米沢牛の味噌漬けとセット
でどうぞ。【容量】・樽平酒造「特
別純米酒　極辛口　銀住吉+7」1本(
180ml)・中沖酒造「羽陽一献　純米
酒」1本(300ml)・米沢牛しゃくなげ
漬け×1箱(350g)

川西町産つや姫2kgと米沢牛ビーフ
カレーと米沢牛釜飯の素のセット

29,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られた、美し
く美味しいお米『つや姫』です。人
気の米沢牛ビーフカレー4食と米沢
牛釜飯の素3合炊き対応を詰め合わ
せにしました。【容量】・米沢牛ビ
ーフカレー200g×4袋・米沢牛釜飯
の素165g×1袋・川西町つや姫2㎏×
1袋

川西町の地酒
純米大吟醸住吉&純米大吟醸樽平
2本セット

29,000円

川西町にある「樽平酒造」は、醸造
用アルコールを使用しない純米蔵で
す。純米大吟醸住吉と樽平は、酒造
好適米山田錦を100%使用して丁寧に
造られた、しっかりとした味わいの
お酒です。【容量】・純米大吟醸住
吉720ml×1本・純米大吟醸樽平720m
l×1本

＜特選米沢牛A-5＞サーロインすき
焼き用340g

30,000円

霜降りのサーロインをすき焼き用に
スライスしご用意いたしました。甘
く濃厚なおいしさ、まろやかな風味
をご堪能ください。【容量】サーロ
インすき焼き用340g

＜特選米沢牛A-5＞サーロインステ
ーキ　320g(160g×2枚)

30,000円

霜降りのサーロインを食べきりサイ
ズにカットしご用意いたしました。
甘く、とろけるように口の中に広が
る肉汁の旨味をご堪能ください。【
容量】サーロインステーキ320g(160
g×2枚)

＜特選米沢牛A-5＞焼肉用
800g(400g×2包)

30,000円

深い味わいの部位を選び、網焼き用
の厚みにカットしご用意いたしまし
た。牛肉本来の濃厚な味をご堪能く
ださい。【容量】焼肉用800g(400g
×2包)

＜特選米沢牛A-5＞赤身ステーキ
500g(100g×5枚)

30,000円

赤身の中でも柔らかいランイチより
食べきりサイズにカットしご用意い
たしました。赤身ならではの深い味
わい、香りをご堪能ください。　【
容量】赤身ステーキ500g(100g×5枚
)

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用
800g(400g×2包)

30,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
薦めいたします。【容量】すき焼き
用800g(400g×2包)

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用400g
焼肉用400g　計800gセット

30,000円

深い味わいで赤身部位ながらも霜降
りが適度に入るのが特徴のカタ肉を
すき焼き用にスライスし、焼肉用は
深い味わいの部位を選び、網焼き用
にカットしセットにしてご用意いた
しました。【容量】・すき焼き用40
0g・焼肉用400g　
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山形県　川西町

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用400g
しゃぶしゃぶ用400g　計800gセット

30,000円

深い味わいで赤身部位ながらも霜降
りが適度に入るのが特徴のカタ肉を
すき焼き用にスライスし、やわらか
くご年配の方や脂を気になさる女性
の方にお薦めの赤身のモモ肉をしゃ
ぶしゃぶ用にスライスし、セットに
してご用意いたしました。【容量】
・すき焼き用400g・しゃぶしゃぶ用
400g

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用
800g(400g×2包)

30,000円

赤身のモモ肉を薄くしゃぶしゃぶ用
にスライスし、ご用意いたしました
。柔らかく、ご年配の方や脂を気に
なさる女性の方にお薦めいたします
。【容量】しゃぶしゃぶ用800g(400
g×2包)

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用4
00g焼肉用400g　計800gセット

30,000円

やわらかくご年配の方や脂を気にな
さる女性の方にお薦めの赤身のモモ
肉をしゃぶしゃぶ用にスライスし、
焼肉用は深い味わいの部位を選び、
網焼き用にカットしセットにしてご
用意いたしました。【容量】・しゃ
ぶしゃぶ用400g・焼肉用400g

令和2年産
川西町産米「コシヒカリ」精米
真空パック詰　20kg

30,000円

「コシヒカリ」は甘みとねばりが強
く、つやや香りも良い品種のお米で
す。※精米のみの受付となります。
【容量】川西町産米「コシヒカリ」
5kg×4袋

＜3ヶ月定期便＞川西町産米「雪若
丸」「つや姫」精米セット
各2.5kg　全3回

30,000円

山形の新しいブランド米「雪若丸」
は、粘りと硬さ(しっかりした粒感)
のバランスが新食感のお米です。「
つや姫」は栽培期間中の農薬と化学
肥料の使用を50%減らした特別栽培
米で、ツヤ・甘味・旨味・粘り気の
バランスが良いお米です。【容量】
・川西町産「雪若丸」2.5kg×1袋・
特別栽培米「つや姫」2.5kg×1袋
合計5kg　全3回

【特選米沢牛A-5】すき焼き用800g(
400g×2包)

30,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
勧めいたします。【容量】すき焼き
用800g(400g×2包)

マルシェの美味しいお米三兄弟各5k
gずつ(計15kg)

30,000円

ササシグレは昭和30年代の主力品種
でした。現在は生産者も限られてい
る限定米で、淡白であっさりとした
柔らかい触感です。つや姫は粒ぞろ
いが良く、甘みがあり味が濃いです
。雪若丸はつや姫の「弟」としてデ
ビューしました。米粒は白く大粒で
、粘り硬さがあり上品な味わいです
。【容量】・ササシグレ・つや姫・
雪若丸　計15kg(各5kg袋×3)

令和2年産　川西町産米「雪若丸」
「つや姫」精米セット
真空パック詰　合計18kg

31,000円

山形の新しいブランド米「雪若丸」
は、粘りと硬さ(しっかりした粒感)
のバランスが新食感のお米です。「
つや姫」は農薬と化学肥料の使用を
50%減らして栽培した米で、ツヤ・
甘味・旨味・粘り気のバランスが良
いお米です。※精米のみの受付とな
ります。【容量】・川西町産　特別
栽培米「つや姫」4.5kg×2袋・川西
町産「雪若丸」4.5kg×2袋

厳選地酒と米沢牛切り落とし1kgセ
ット

33,000円

「樽平酒造」の人気製品「純米生酒
　雪むかえ」は爽やかな風味で口当
たりが良い生酒です。「中沖酒造」
の「羽陽一献」は山形県産米100％
使用し冷からお燗まで美味しくおた
だけるお酒です。使い勝手のいい切
り落としとともにお召し上がりくだ
さい。【容量】・樽平酒造　純米生
酒「雪むかえ」1本(720ml)・中沖酒
造　羽陽一献　純米酒1本(720ml)・
米沢牛切り落とし1kg(500g×2箱)

フリーリータッチ

34,000円

新しいカタチ、新しい心地よさが特
徴です。体に合わせて自在に曲がり
、4個のボールが包み込むようにも
みほぐします。本町にあるエーアン
ドエー工業(株)にて基幹部品が作成
されていることで実現した特産品で
す。【容量】フリーリータッチ1台

スパークリング日本酒と純米生酒と
5等級米沢牛肩ロースすき焼き用500
gセット

34,000円

「中沖酒造」の「羽陽一献スパーク
リング」と「樽平酒造」の「純米生
酒　雪むかえ」をセットにしました
。程よい食感と濃厚な味わいが特徴
の肩ロースとともにお召し上がりく
ださい。【容量】・中沖酒造「羽陽
一献スパークリング」1本(330ml)・
樽平酒造　純米生酒「雪むかえ」1
本(300ml)・米沢牛肩ロースすき焼
き用　500g

令和2年産
川西町産米「つや姫」精米
真空パック詰　20kg

35,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。※精米のみの受付と
なります。【容量】川西町産
特別栽培米「つや姫」5kg×4袋
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山形県　川西町

純米生酒と5等級米沢牛ロース焼き
肉用400gセット

36,000円

地元川西町の歴史ある酒蔵「樽平酒
造」の純米生酒「雪むかえ」は爽や
かな風味で口当たりがよく、新鮮で
まろやかな味わいのする喉越しの良
い生酒です。ロース肉は肉と脂の入
り具合がバランスよく、脂の甘さた
柔らかい食感がお楽しみいただけま
す。【容量】・樽平酒造　純米生酒
「雪むかえ」1本(720ml)・米沢牛ロ
ース焼き肉用400g

厳選地酒と5等級米沢牛サーロイン
ステーキ400gセット

38,000円

「中沖酒造」が精魂込めて仕込んだ
純米大吟醸「醸心
雪女神」と樽平酒造の「特別純米酒
　極辛口銀住吉＋7」をセットにし
ました。米沢牛サーロインステーキ
とともにお召し上がりください。【
容量】・純米大吟醸「醸心
雪女神」1本(300ml)・樽平酒造
特別純米酒　極辛口＋7　1本(180ml
)・5等級米沢牛サーロインステーキ
400g(200g×2枚)

川西町の厳選地酒
純米大吟醸2本セット

39,000円

樽平酒造「雪むかえ永楽は口当たり
が柔らかく、まろやかなうまみが特
徴であり、日本酒本来の麹の風味が
引き立った後味が心地よい酒です。
中沖酒造の「醸心　雪女神」は上品
ですっきりした口当たりの中にも程
よい麹の風味が余韻を残しつつ、ず
っと飲み続けていられるような後味
すっきりなお酒です。【容量】・純
米大吟醸「雪女神」1800ml×1本・
純米大吟醸「雪むかえ永楽」1800ml
×1本

＜特選米沢牛A-5＞サーロインすき
焼き用460g

40,000円

霜降りのサーロインをすき焼き用に
スライスしご用意いたしました。甘
く濃厚なおいしさ、まろやかな風味
をご堪能ください。【容量】・サー
ロインすき焼き用460g

＜特選米沢牛A-5＞サーロインすき
焼き用300g・赤身ステーキ用200g(1
00g×2枚)セット

40,000円

甘く濃厚なおいしさ、まろやかな風
味のサーロインをすき焼き用にスラ
イスし、赤身ならではの深い味わい
、芳醇でやわらかい、ランイチより
食べきりサイズにカットしご用意い
たしました。【容量】・サーロイン
すき焼き用300g・赤身ステーキ用20
0g(100g×2枚)

＜特選米沢牛A-5＞焼肉用
1kg(500g×2包)

40,000円

深い味わいの部位を選び、網焼き用
の厚みにカットしご用意いたしまし
た。牛肉本来の濃厚な味をご堪能く
ださい。【容量】焼肉用1kg(500g×
2包)

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用
1kg(500g×2包)

40,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
薦めいたします。【容量】すき焼き
用1kg(500g×2包)

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用500g
焼肉用500g　計1kgセット

40,000円

深い味わいで赤身部位ながらも霜降
りが適度に入るのが特徴のカタ肉を
すき焼き用にスライスし、焼肉用は
深い味わいの部位を選び、網焼き用
にカットしセットにしてご用意いた
しました。【容量】・すき焼き用50
0g・焼肉用500g

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用500g
しゃぶしゃぶ用500g　計1kgセット

40,000円

深い味わいで赤身部位ながらも霜降
りが適度に入るのが特徴のカタ肉を
すき焼き用にスライスし、やわらか
くご年配の方や脂を気になさる方に
お薦めの赤身のモモ肉をしゃぶしゃ
ぶ用にスライスし、セットにしてご
用意いたしました。【容量】・すき
焼き用500g・しゃぶしゃぶ用500g

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用
1kg(500g×2包)

40,000円

赤身のモモ肉を薄くしゃぶしゃぶ用
にスライスし、ご用意いたしました
。柔らかく、ご年配の方や脂を気に
なさる女性の方にお薦めいたします
。【容量】しゃぶしゃぶ用1kg(500g
×2包)

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用5
00g焼肉用500g　　計1kgセット

40,000円

やわらかくご年配の方や脂を気にな
さる方にお薦めの赤身のモモ肉をし
ゃぶしゃぶ用にスライスし、焼肉用
は深い味わいの部位を選び、網焼き
用にカットしセットにしてご用意い
たしました。【容量】・しゃぶしゃ
ぶ用500g・焼肉用500g

【特選米沢牛A-5】すき焼き用1kg(5
00g×2包)

40,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
勧めいたします。【容量】すき焼き
用1kg(500g×2包)
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山形県　川西町

＜3ヶ月定期便＞米沢牛煮込みセッ
ト

44,000円

砂糖と醤油を継ぎ足し100年間受け
継がれてきた秘伝のタレで煮込まれ
た逸品です。3ヶ月連続の定期便で
お届けします。【容量】・米沢牛煮
込み160g×2個・米沢牛入りすじ煮
込み160g×3個

令和2年産
川西町産米「つや姫」精米
真空パック詰　25kg

44,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。※精米のみの受付と
なります。【容量】川西町産
特別栽培米「つや姫」5kg×5袋

＜5ヶ月定期便＞川西町産特別栽培
米「つや姫」精米5kg

45,000円

綺麗な地下水と雪解けの豊かな水源
に恵まれた川西町で作られたつや姫
。栽培からお届けまでの全てを一括
管理している農家こだわりのお米を
、水分と品質が長持ちし、環境にや
さしい紙袋でお届けします。【容量
】特別栽培米つや姫　精米5kg×1袋
全5回

川西町産米「つや姫」玄米（真空パ
ック詰なし）30kg＜令和2年産＞

47,000円

「つや姫」は農薬と化学肥料の使用
を50%減らして栽培した米で、ツヤ
・甘味・旨味・粘り気のバランスが
良いお米です。玄米をお届けします
。【容量】川西町産
特別栽培米「つや姫」5kg×6袋

＜特選米沢牛A-5＞サーロインすき
焼き用600g

50,000円

霜降りのサーロインをすき焼き用に
スライスしご用意いたしました。甘
く濃厚なおいしさ、まろやかな風味
をご堪能ください。【容量】米沢牛
サーロインすき焼き用600g

＜特選米沢牛A-5＞サーロインステ
ーキ540g

50,000円

霜降りのサーロインを食べきりサイ
ズにカットしご用意いたしました。
甘く、とろけるような肉汁の旨味を
ご堪能ください。【容量】米沢牛サ
ーロインステーキ180g×3枚

＜特選米沢牛A-5＞サーロインすき
焼き用300g・赤身ステーキ用400gセ
ット

50,000円

甘く濃厚なおいしさ、まろやかな風
味のサーロインをすき焼き用にスラ
イスし、赤身ならではの深い味わい
と芳醇でやわらかいランイチより食
べきりサイズにカットしご用意いた
しました。【容量】・サーロインす
き焼き用300g・赤身ステーキ用100g
×4枚

＜特選米沢牛A-5＞焼肉用　1.3kg

50,000円

深い味わいの部位を選び、網焼き用
の厚みにカットしご用意いたしまし
た。牛肉本来の濃厚な味をご堪能く
ださい。【容量】米沢牛焼肉用650g
×2包

＜特選米沢牛A-5＞赤身ステーキ800
g

50,000円

赤身の中でも柔らかいランイチより
食べきりサイズにカットしご用意い
たしました。赤身ならではの深い味
わい、香りをご堪能ください。【容
量】米沢牛赤身ステーキ100g×8枚

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用
1.3kg

50,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
薦めいたします。【容量】米沢牛す
き焼き650g×2包

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用650g
焼肉用650g　計1.3kgセット

50,000円

深い味わいで赤身部位ながらも霜降
りが適度に入るのが特徴のカタ肉を
すき焼き用にスライスし、焼肉用は
深い味わいの部位を選び、網焼き用
にカットしセットにしてご用意いた
しました。【容量】・すき焼き用65
0g・焼肉用650g

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用650g
しゃぶしゃぶ用650g
計1.3kgセット

50,000円

深い味わいで赤身部位ながらも霜降
りが適度に入るのが特徴のカタ肉を
すき焼き用にスライスし、やわらか
くご年配の方や脂を気になさる女性
の方にお薦めの赤身のモモ肉をしゃ
ぶしゃぶ用にスライスし、セットに
してご用意いたしました。【容量】
・すき焼き用650g・しゃぶしゃぶ用
650g
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＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用
1.3kg

50,000円

赤身のモモ肉を薄くしゃぶしゃぶ用
にスライスし、ご用意いたしました
。柔らかく、ご年配の方や脂を気に
なさる方にお薦めいたします。【容
量】米沢牛しゃぶしゃぶ650g×2包

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用6
50g焼肉用650g　計1.3kgセット

50,000円

やわらかくご年配の方や脂を気にな
さる女性の方にお薦めの赤身のモモ
肉をしゃぶしゃぶ用にスライスし、
焼肉用は深い味わいの部位を選び網
焼き用にカットしセットにしてご用
意いたしました。【容量】・しゃぶ
しゃぶ用650g・焼肉用650g

【特選米沢牛A-5】すき焼き用1.3kg
(650g×2包)

50,000円

カタ肉をすき焼き用にスライスしご
用意いたしました。赤身部位ながら
も霜降りが適度に入るのが特徴です
。深い味わいで老若男女問わずにお
勧めいたします。【容量】すき焼き
用1.3kg(650g×2包)

＜3ヶ月定期便＞川西町産特別栽培
米「つや姫」精米10kg(5kg×2袋)
全3回

53,000円

「つや姫」は栽培期間中の農薬と化
学肥料の使用を50%減らしたお米で
、ツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラ
ンスが良いお米です。【容量】特別
栽培米「つや姫」5kg×2袋　全3回

プチローラー

53,000円

強いローラーが足をほぐしてくれ、
イタ気持ちよさが自慢の製品です。
幅はわずか21cmのコンパクトサイズ
。ネイビーブルー、アーバンレッド
、ダークブラウン、ベビーピンク、
ペパーミントグリーンよりお選びく
ださい。【容量】プチローラー×1
台

まどかペア宿泊券(1部屋2名)

69,000円

川西温泉「浴浴センターまどか」の
ペア宿泊券です。夕食デザートにオ
リジナルの紅花卵のクリームブリュ
レが付きます。隣接の川西ダリヤ園
開園中にご利用の場合は、川西ダリ
ヤ園のペア無料入場券付きです。【
注意事項】※券に記載の発行日より
1年間有効。※土曜日、祝祭日の前
日、ゴールデンウィーク、お盆、年
末年始【容量】ペア宿泊券×1枚

厳選地酒と米沢牛バラエティセット

71,000円

地元川西の酒蔵「樽平酒造」と「中
沖酒造」のお酒をセットにしました
。肉質の甘みと柔らかさが特徴の米
沢牛で様々な肉料理とともにご賞味
ください。【容量】・樽平酒造　純
米生酒「雪むかえ」1本(720ml)・中
沖酒造　羽陽一献　純米酒　1本(72
0ml)・5等級サーロインステーキ200
g×2枚・5等級肩ロースすき焼き用3
00g・赤身焼き肉用300g

＜5ヶ月定期便＞米沢牛煮込みセッ
ト

74,000円

砂糖と醤油を継ぎ足し100年間受け
継がれてきた秘伝のタレで煮込まれ
た逸品です。5ヶ月連続の定期便で
お届けします。【容量】・米沢牛煮
込み160g×2個・米沢牛入りすじ煮
込み160g×3個

ユニカラーペンシル100色

75,000円

自然の持つ精緻な色調も、心に浮か
んだ微妙な色調も、思いのままに表
現できるユニカラー100色セットで
す。山形県川西町に三菱鉛筆(株)の
工場があることで実現した特産品で
す。【容量】ユニカラーペンシル10
0色セット×1個

まどかペア宿泊券米沢牛ヒレステー
キ付(1部屋2名)

98,000円

川西温泉「浴浴センターまどか」の
ペア宿泊券です。夕食には本場米沢
牛ヒレステーキ(100g)が楽しめ、デ
ザートにはオリジナルの紅花卵のク
リームブリュレが付きます。隣接の
川西ダリヤ園開園中にご利用の場合
は、川西ダリヤ園のペア無料入場券
付きです。※券に記載の発行日より
1年間有効。※土曜日、祝祭日の前
日、ゴールデンウィーク、お盆、年
末年始のご利用は除きます。【容量
】ペア宿泊券×1枚

＜特選米沢牛A-5＞サーロインすき
焼き用1.2kg(400g×3包)

100,000円

霜降りのサーロインをすき焼き用に
スライスしご用意いたしました。甘
く濃厚なおいしさ、まろやかな風味
をご堪能ください。【容量】サーロ
インすき焼き用400g×3包

＜特選米沢牛A-5＞サーロインステ
ーキ　1.1kg(220g×5枚)

100,000円

霜降りのサーロインをカットしご用
意いたしました。甘く、とろけるよ
うな肉汁の旨味をご堪能ください。
【容量】サーロインステーキ220g×
5枚
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＜特選米沢牛A-5＞サーロインすき
焼き用600g・赤身ステーキ用800gセ
ット

100,000円

甘く濃厚なおいしさ、まろやかな風
味のサーロインをすき焼き用にスラ
イスし、赤身ならではの深い味わい
、芳醇でやわらかい、ランイチより
食べきりサイズにカットしご用意い
たしました。【容量】・サーロイン
すき焼き用600g・赤身ステーキ用10
0gx8包

＜特選米沢牛A-5＞モモブロック
1.6kg

100,000円

やわらかいモモ肉をブロックでご用
意いたしました。赤身ならではの深
い味わい香りをお好みの料理でご堪
能ください。【容量】モモブロック
1.6kg

＜特選米沢牛A-5＞すき焼き用・し
ゃぶしゃぶ用・焼肉用計2.4kgセッ
ト

100,000円

深い味わいで赤身部位ながらも霜降
りが適度に入るのが特徴のカタ肉を
すき焼き用、やわらかくご年配の方
や脂を気になさる方にお薦めの赤身
のモモ肉をしゃぶしゃぶ用、焼肉用
は深い味わいの部位を選び網焼き用
にそれぞれカットし、セットにして
ご用意しました。【容量】・すき焼
き用400g×2包・しゃぶしゃぶ用400
g×2包・焼肉用400g×2包

＜特選米沢牛A-5＞赤身ステーキ
1.6kg(100g×16枚)

100,000円

赤身の中でも柔らかいランイチより
食べきりサイズにカットしご用意い
たしました。赤身ならではの深い味
わい、香りをご堪能ください。【容
量】赤身ステーキ100g×16枚

＜特選米沢牛A-5＞しゃぶしゃぶ用
2.4kg

100,000円

赤身のモモ肉を薄くしゃぶしゃぶ用
にスライスし、ご用意いたしました
。柔らかく、ご年配の方や脂を気に
なさる方にお薦めいたします。【容
量】しゃぶしゃぶ用400g×6包

＜10ヶ月定期便＞川西町産特別栽培
米「つや姫」精米5kg　全10回

100,000円

「つや姫」は栽培期間中の農薬と化
学肥料の使用を50%減らしたお米で
、ツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラ
ンスが良いお米です。つきたて米を
お届けします。【容量】特別栽培米
「つや姫」5kg×1袋　全10回

コンフォートウィン・リバース

110,000円

指圧ローラーが常時反復運動を繰り
返すオートリバース機能で新しい手
もみ感覚のマッサージを!ライフシ
ーンに寄り添い、リフレッシュをサ
ポートします。本町にあるエーアン
ドエー工業(株)にて基幹部品が制作
されていることで実現した特産品で
す。【容量】コンフォートウィン・
リバース×1台

コンフォートウィン

122,000円

1分あたり22回転という回転数はで
じっくりと力強くからだを揉みほぐ
すことで手揉みに匹敵する揉み心地
を可能にしています。本町にあるエ
ーアンドエー工業(株)にて基幹部品
が制作されていることで実現した製
品です。【容量】コンフォートウィ
ン×1台

＜10ヶ月定期便＞米沢牛煮込みセッ
ト

147,000円

砂糖と醤油を継ぎ足し100年間受け
継がれてきた秘伝のタレで煮込まれ
た逸品です。10ヶ月連続の定期便で
お届けします。【容量】・米沢牛煮
込み160g×2個・米沢牛入りすじ煮
込み160g×3個
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