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山形県 川西町

【冬季限定】つや姫・雪若丸・はえぬき
詰め合わせセット３００ｇ×６本
5,000円
米どころ山形で収穫されたつや姫・雪若丸・はえ
ぬきをお楽しみください。注文頂いてから精米し
ます。【容量】つや姫/雪若丸/はえぬき各300g×
2本(合計6本)【受付期間】10/20～3/11【配送時
期】12/1～3/31

令和４年産雪若丸４ｋｇ

6,000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【受付期間】～12/31【発送期
日】10/15～2/28

雪若丸４ｋｇ

6,000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

令和４年産つや姫・雪若丸計４ｋｇ

6,000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。【容量】特別栽培米つや姫2k
g×1袋・雪若丸2kg×1袋【受付期間】～12/31【
発送期日】10/15～2/28

つや姫・雪若丸セット計４ｋｇ

6,000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

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。※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４年産雪若丸５ｋｇ

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。【容量】雪若丸5kg×1袋【受
付期間】～12/31【発送期日】10/15～2/28

雪若丸５ｋｇ

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5kg×1袋

令和４年産特別栽培米つや姫４ｋｇ

7,000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【受付期間】～12/31【発送期日】10/
15～2/28
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山形県　川西町

特別栽培米つや姫４ｋｇ

7,000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2k
g×2袋

農家直送土付き里芋(大和早生)２ｋｇ

7,000円
緑豊かな川西町の土壌で育った里芋は、クリーミ
ーで上品な食味のうえに程よいねっとり感が特徴
です！小～大（サイズ）のミックスでお送りしま
す。【容量】里芋2kg【受付期間】～11/30【発送
期日】10/24～12/15

樽平酒造菰樽詰め「樽平」

8,000円
「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】
樽平酒造菰樽詰め「樽平」300mlx1個

令和４年産特別栽培米つや姫５ｋｇ

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5kg×1袋【受付期間】～12/31【発送期日】10/
15～2/28

特別栽培米つや姫５ｋｇ

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5kg×1袋

ラ・フランス特秀２ｋｇ（５～６玉）

9,000円
なめらかな舌触りと上品な甘さがたまらないラ・
フランスをお届けします。食べごろの目安記載あ
り。【容量】ラ・フランス2kg(5～6玉)【申込受
付】～11/5【発送期日】11/10～11/25

衆病悉除「願(ねがい)」

9,000円
旨味のある濃厚な辛口の美味しいお酒です。コロ
ナウイルスの終息を願い神社で祈願しました。人
々の病をことごとく除くという意味の「衆病悉除
(しゅびょうしつじょ)」木札付きです!【容量】
純米大吟醸「願」720mlx1本

ジェットストリーム多機能ペン４＆１Ｍ
ｅｔａｌＥｄｉｔｉｏｎ０．５ｍｍ
9,000円
4色(黒・赤・青・緑)ボールペンとシャープペン
シルの多機能ペンです。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A５・切り落とし４２０ｇ

10,000円
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420g
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山形県　川西町

特選米沢牛Ａ５・カレー、シチュー用４
００ｇ
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

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・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Ａ５・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Ａ５・しゃぶしゃぶ用２１０
ｇ
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。【容量】しゃぶしゃぶ用21
0g

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４年産つや姫５ｋｇ精米真空パック
詰
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。【容量】特別栽培米つや
姫5kg×1袋【受付期間】～12/31【発送期日】10/
15～2/28

つや姫５ｋｇ精米真空パック詰

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。【容量】特別栽培米「つ
や姫」5kg×1袋

kw290148
わたやの注意事項
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山形県　川西町

令和４年産雪若丸５ｋｇ精米真空パック
詰
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。【容量】「雪若丸」5kg×1袋【受付期間】
～12/31【発送期日】10/15～2/28

雪若丸５ｋｇ精米真空パック詰

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。【容量】「雪若丸」5kg×1袋

令和４年産はえぬき６ｋｇ精米真空パッ
ク詰
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。冷めて
も美味しく食べることが出来ます。【容量】「は
えぬき」3kg×2袋【受付期間】～12/31【発送期
日】10/15～2/28

はえぬき６ｋｇ精米真空パック詰

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。冷めて
も美味しく食べることが出来ます。【容量】「は
えぬき」3kg×2袋

令和４年産雪若丸・つや姫計５ｋｇ精米
真空パック詰
10,000円
「雪若丸」は粘りと硬さのバランスが新食感のお
米で、「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気の
バランスが良いお米です。【容量】雪若丸2.5kgx
1袋・特別栽培米つや姫2.5kgx1袋【受付期間】～
12/31【発送期日】10/15～2/28

つや姫・雪若丸計５ｋｇ精米真空パック
詰
10,000円
「雪若丸」は粘りと硬さのバランスが新食感のお
米で、「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気の
バランスが良いお米です。【容量】「雪若丸」2.
5kgx1袋・特別栽培米「つや姫」2.5kgx1袋

令和４年産つや姫・はえぬき計５．５ｋ
ｇ精米真空パック詰
10,000円
「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラン
スが良いお米で、「はえぬき」は適度な水気と甘
味が特徴のお米です。【容量】特別栽培米つや姫
2.5kgx1袋・はえぬき3kgx1袋【受付期間】～12/3
1【発送期日】10/15～2/28

つや姫・はえぬき５．５ｋｇ精米真空パ
ック詰
10,000円
「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラン
スが良いお米で、「はえぬき」は適度な水気と甘
味が特徴のお米です。【容量】特別栽培米「つや
姫」2.5kgx1袋・「はえぬき」3kgx1袋

令和４年産・山形県産はえぬき玄米１０
ｋｇ
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。【容量】はえぬき玄米5kg×2
袋【受付期間】～12/31【発送期日】10/15～2/28
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山形県　川西町

山形県産米はえぬき玄米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。【容量】はえぬき玄米5kg×2
袋

令和４年産・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【受付期間】～12/31【発送
期日】10/15～2/28

山形県産米はえぬき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

山形県産つや姫パックごはん１５０ｇ×
１２個
10,000円
ちょっと便利で、ちょっと贅沢なつや姫のパック
ご飯です。キャンプ飯や災害での防災の観点でも
活躍できます。【容量】つや姫パックごはん150
ｇ×12個【発送期日】12/1～

山形県産つや姫玄米パックごはん１５０
ｇ×１２個
10,000円
ちょっと便利で、ちょっと贅沢なつや姫のパック
ご飯です。キャンプ飯や災害での防災の観点でも
活躍できます。【容量】つや姫パックごはん玄米
150g×12個【発送期日】12/1～

山形県産つや姫パックごはん白米、玄米
セット１５０ｇ×１２個
10,000円
ちょっと便利で、ちょっと贅沢なつや姫のパック
ご飯です。キャンプ飯や災害での防災の観点でも
活躍できます。【容量】つや姫パックごはん白米
150g×6個・つや姫パックごはん玄米150g×6個【
発送期日】12/1～

コシヒカリ１．８ｋｇ真空パック

10,000円
おいしいコシヒカリを小分けにして、真空パック
でお届けします。常に変化する「知識・技術・自
然」に対応し、土づくりから品質までこだわり生
産しています。単身者にも贈答用にもおすすめで
す。【容量】コシヒカリ(精米)300g×6パック

【つや姫/雪若丸/コシヒカリ】お米３種
食べ比べセット
10,000円
人気3品種を真空パックでお届けします。常に変
化する「知識・技術・自然」に対応し、土づくり
から品質までこだわり生産しています。単身者に
も贈答用にもおすすめです。【容量】つや姫/雪
若丸/コシヒカリ各300g×2パック(精米)

農家直送土付き里芋(大和早生)３ｋｇ

10,000円
緑豊かな川西町の土壌で育った里芋は、クリーミ
ーで上品な食味のうえに程よいねっとり感が特徴
です！小～大（サイズ）のミックスでお送りしま
す。【容量】里芋3kg【受付期間】～11/30【発送
期日】10/24～12/15
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山形県　川西町

ひと口羊かん詰合せ

10,000円
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が大納言にと
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。【容量】小倉羊羹×
15枚

ジェットストリームプライム単色０．５
ｍｍ
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
なめらかな書き味と上質で先進的なデザインが特
徴です。カラー：ライトピンク【容量】ジェット
ストリームプライム単色0.5mm×1本

ジェットストリームプライム単色０．７
ｍｍ
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
なめらかな書き味と上質で先進的なデザインが特
徴です。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

令和４年産つや姫・雪若丸計５．５ｋｇ
精米真空パック詰
11,000円
「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラン
スが良いお米で、「雪若丸」は、粘りと硬さのバ
ランスが新食感のお米です。【容量】特別栽培米
つや姫3kg×1袋・雪2.5kg×1袋【受付期間】～12
/31【発送期日】10/15～2/28

つや姫・雪若丸計５．５ｋｇ精米真空パ
ック詰
11,000円
「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラン
スが良いお米で、「雪若丸」は粘りと硬さのバラ
ンスが新食感のお米です。【容量】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４年産つや姫・はえぬき６ｋｇ精米
真空パック詰
11,000円
「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラン
スが良いお米、「はえぬき」は適度な水気と甘味
が特徴のお米です。【容量】特別栽培米つや姫3k
g×1袋・はえぬき3kg×1袋【受付期間】～12/31
【発送期日】10/15～2/28

つや姫・はえぬき６ｋｇ精米真空パック
詰
11,000円
「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラン
スが良いお米で、「はえぬき」は適度な水気と甘
味が特徴のお米です。【容量】特別栽培米「つや
姫」3kg×1袋・「はえぬき」3kg×1袋

コシヒカリとそばそうめんセット

11,000円
おいしいコシヒカリと香り豊かなそば粉を使用し
たそばそうめんです。常に変化する「知識・技術
・自然」に対応し、土づくりから品質にこだわっ
て生産しています。【容量】コシヒカリ(精米)30
0g×3パック・そばそうめん200g×5袋

kw290148
わたやの注意事項

kw290148
わたやの注意事項
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山形県　川西町

米沢牛・山形地鶏のおこわセット

11,000円
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80g×4個

紅大豆２００ｇ（手選別品/2021年産）
１０袋セット
11,000円
川西町の特産品、珍しい赤い皮の大豆です。柔ら
かく、アントシアニン量も豊富、そしてなにより
美味しい大豆です。使いやすい200gの小分けパッ
クを10袋のセットでお届けします。【容量】紅大
豆200g×10袋

山形県川西町産大豆・各３００ｇ入１０
種類セット
11,000円
珍しい希少な品種の食感と味が楽しめる大豆セッ
トをお届け。※紅大豆、秘伝豆、青畑豆、鞍掛豆
、黒神、里のほほえみ、すずかおり、ミルク豆、
雁喰い豆、黒千石【容量】大豆10種類セット(300
g×10袋)【受付期間】～2023/10/7

ジェットストリームプライム回転繰り出
し式ボールペン０．３８ｍｍ
11,000円
なめらかな書き心地はもちろん、先端に向かって
緩やかに細くなる優美なデザインが印象的なモデ
ルです。ダークボルドー、ブライトブルーよりお
選びください。【容量】ジェットストリームプラ
イム回転繰り出し式ボールペン0.38mm×1本

ジェットストリームプライム回転繰り出
し式ボールペン０．５ｍｍ
11,000円
なめらかな書き心地はもちろん、先端に向かって
緩やかに細くなる優美なデザインが印象的なモデ
ルです。ダークネイビー、ベビーピンクよりお選
びください。【容量】ジェットストリームプライ
ム回転繰り出し式ボールペン0.5mm×1本

ジェットストリームプライム回転繰り出
し式ボールペン０．７ｍｍ
11,000円
なめらかな書き心地はもちろん、先端に向かって
緩やかに細くなる優美なデザインが印象的なモデ
ルです。ブラック、パールホワイトよりお選びく
ださい。【容量】ジェットストリームプライム回
転繰り出し式ボールペン0.7mm×1本

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

杵つきもち4本セット(白もち2本、みそ
もち2本)
12,000円
自然の恵みを活かして生産(川西産もち米100%)か
ら加工、販売と取組み、昔ながらの杵による伝統
製法によってつきあげられたもちです。【容量】
白もち400gx2本・みそもち400gx2本【受付期間】
9/30～12/24【配送期日】11/20～12/29

プレー補助券(山形南カントリークラブ)

12,000円
本券は3000円分の施設ご利用券となります。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

kw290148
取り消し線

kw290148
取り消し線

kw290148
取り消し線
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山形県　川西町

令和４年産雪若丸１０ｋｇ

12,000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【受付期間】～12/31【発送期日】1
0/15～2/28

雪若丸１０ｋｇ

12,000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

令和４年産つや姫・雪若丸計１０ｋｇ

13,000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。【容量】特別栽培米つや姫5k
g×1袋・雪若丸5kg×1袋【受付期間】～12/31【
発送期日】10/15～2/28

つや姫・雪若丸計１０ｋｇ

13,000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

川西町の人気の地酒「住吉」飲み比べセ
ット
13,000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+10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+5」720mlx1本
・「住吉+10超辛口」720mlx1本

紅大豆茶・ごはんの素セット

13,000円
紅大豆の香りと味が楽しめる豆茶(ノンカフェイ
ン)と、お米と一緒に炊くだけで簡単に豆ごはん
が作れるごはんの素のセットです。【容量】紅大
豆茶(5g×12袋)×3セット・紅大豆ごはんの素(45
g)×5パック【受付期間】～2023/10/7

米沢牛切り落とし５００ｇ

13,000円
山形県置賜地域で伸び伸びと育てられた日本が誇
る米沢牛。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。是非お召
し上がりください。【容量】米沢牛切り落とし50
0g

川西町復興応援酒!純米吟醸「ダリアリ
ミテッド」２本セット
13,000円
山形県産米出羽の里を使用した山廃仕込みのお酒
です。季節の移り変わりをイメージして造られて
おり、冷・常温・お燗まで色々な温度で楽しめま
す！【容量】中沖酒造純米吟醸ダリアリミテッド
720ml×2本【受付期間】～11/24

ジェットストリ－ムプライム３色ボール
ペン０．５ｍｍ
13,000円
なめらかな書き味の3色(黒・赤・青)ボールペン
です。ノック棒が落ち込まない、流れるような使
い心地です。ブラック、ベージュよりお選びくだ
さい。【容量】ジェットストリ－ムプライム3色
ボールペン0.5㎜×1本

kw290148
受付終了
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山形県　川西町

日乃本帆布巾着(ホワイト)

13,000円
川西町の花ダリアの刺繍入り、やまがた川西ダリ
ヤ園のオリジナルグッズです。二重底のため重い
ものを入れても安心です。【容量】日乃本帆布巾
着(ホワイト)1枚【サイズ】高さ約28cm×幅約20c
m×マチ約4cm

日乃本帆布巾着(ブラック)

13,000円
川西町の花ダリアの刺繍入り、やまがた川西ダリ
ヤ園のオリジナルグッズです。二重底のため重い
ものを入れても安心です。【容量】日乃本帆布巾
着(ブラック)1枚【サイズ】高さ約28cm×幅約20c
m×マチ約4cm

日乃本帆布巾着(オリーブ)

13,000円
川西町の花ダリアの刺繍入り、やまがた川西ダリ
ヤ園のオリジナルグッズです。二重底のため重い
ものを入れても安心です。【容量】日乃本帆布巾
着(オリーブ)1枚【サイズ】高さ約28cm×幅約20c
m×マチ約4cm

令和４年産特別栽培米つや姫玄米１０ｋ
ｇ
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】特別
栽培米つや姫玄米5kg×2袋【受付期間】～12/31
【発送期日】10/15～2/28

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】特別
栽培米つや姫玄米5kg×2袋

令和４年産特別栽培米つや姫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10kg×1袋【受付期間】～12/31【発送期日】10
/15～2/28

特別栽培米つや姫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10kg×1袋

令和４年産特別栽培米つや姫１０ｋｇ(
５ｋｇ×２袋)
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5kg×2袋【受付期間】～12/31【発送期日】10/
15～2/28

特別栽培米つや姫１０ｋｇ(５ｋｇ×２
袋)
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5kg×2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)【重さ】
316g

【先行受付】ダリア球根(５球入)

15,000円
川西町のダリア栽培農家が愛情込めて生産した選
りすぐりの球根を皆様へお届けします！【容量】
花壇植付用ダリア球根×5球【受付期間】～2023/
5/21【発送期日】2023/5/14～6/30（植付期限：6
月末まで）

【先行受付】大輪系ダリア球根（５球入
り）
15,000円
川西町のダリア栽培農家が愛情込めて生産した球
根を皆様へお届けします！花径：大輪（24cm前後
）の球根。【容量】花壇植付用ダリア球根×5球
【受付期間】～2023/5/21【発送期日】2022/5/14
～6/30（植付期限：6月末まで）

純米大吟醸「雪むかえ永楽」と純米吟醸
「雪むかえ」の飲み比べセット
16,000円
コクのあるしっかりとした味わいの純米大吟醸「
雪むかえ永楽」と、さわやかなキレのある味わい
の純米吟醸「雪むかえ」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

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。【容量】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

米沢牛赤身すき焼き用３００ｇ

17,000円
米沢牛は肉質の甘みと旨み、そして柔らかさが美
味しさの特徴です。赤身肉は程よく脂がのってい
るので、肉の脂身が苦手な方や脂が少しキツイと
感じる方でも美味しく召し上がることが出来ます
。【容量】米沢牛赤身すき焼き用300g

純米大吟醸「願」と羊羹と紅大豆茶のセ
ット
17,000円
純米大吟醸「願」、伊予柑ピール入り羊羹、特産
品の紅大豆で作った「紅大豆茶」(ノンカフェイ
ン)のセットです。【容量】純米大吟醸「願」720
ml×1本・羊羹(いいよかん)300g・紅大豆茶60g

井上ひさし＆遅筆堂文庫記念品セット

17,000円
井上ひさしさんの自筆文「遅筆堂文庫堂則」や、
遅筆堂文庫の風景などがトートバッグ&文房具セ
ットになりました。【容量】トートバッグ(A4大
サイズ)×1つ・ポストカード×5枚・便箋(A6サイ
ズ)×3冊【受付期間】～2023/05/31

令和４年産つや姫１０ｋｇ精米真空パッ
ク詰
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。【容量】特別栽培米つや
姫5kg×2袋【受付期間】～12/31【発送期日】10/
15～2/28

kw290148
品種・色の指定不可

kw290148
品種・色の指定不可
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山形県　川西町

つや姫１０ｋｇ精米真空パック詰

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。【容量】特別栽培米「つ
や姫」5kg×2袋

川西町の地酒純米大吟醸「雪むかえ永楽
」
18,000円
「雪むかえ永楽」は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

紅大豆４．５ｋｇ（手選別品/2021年産
）
18,000円
川西町の特産品、珍しい赤い皮の大豆です。柔ら
かく、アントシアニン量も豊富、そしてなにより
美味しい大豆です。【容量】紅大豆4.5kg

【2023年9月順次発送】ダリアフラワー
アレンジメント
18,000円
川西町産ダリアを使用した華やかなフラワーアレ
ンジメントをお届けします。花のある暮らしを楽
しんでみてはいかがでしょうか。【容量】フラワ
ーアレンジメント1個【受付期間】10/20～2023/1
0/31【発送期日】2023/09/01～11/30

特選米沢牛Ａ５・切り落とし８８０ｇ（
４４０ｇ×２包）
20,000円
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880g（440g×2包）

特選米沢牛Ａ５・カレー、シチュー用８
４０ｇ(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)

特選米沢牛Ａ５・サーロインステーキ２
００ｇ(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(100g×2枚)

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・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

kw290148
ダリアアレンジサイズ

kw290148
品種・色の指定不可

kw290148
わたやの注意事項
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山形県　川西町

特選米沢牛Ａ５・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

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・しゃぶしゃぶ用５００
ｇ
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。【容量】しゃぶしゃぶ用50
0g

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

令和４年産雪若丸精米１０ｋｇ

20,000円
つや姫の「弟」としてデビューしました。米粒は
白く大粒です。粘り硬さがあり上品な味わいです
。是非お試しください。【容量】雪若丸精米10kg
【受付期間】〜2023/10/20【発送期日】11/30〜2
023/10/31

つや姫と米沢牛ビーフカレーとおつまみ
セット
20,000円
自慢のつや姫、米沢牛入りカレー、サラミとカル
パスのセットです。【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130g×1
袋

ジェットストリームプライム多機能ペン
０．７ｍｍ
20,000円
3色(黒・赤・青)ボールペン0.7mmとシャープペン
0.5mm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
3色(黒・赤・青)ボールペン0.5mmとシャープペン
0.5mm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

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】発行日より1年間有効。毎月
第4月曜日は定休日。（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
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山形県　川西町

令和４年産川西町産特別栽培米つや姫５
ｋｇ×２袋
20,000円
山形県川西町産のつや姫をお届けいたします。つ
や姫は、香り・旨味・つや・粘り・弾力が魅力の
冷めても美味しいお米です。【容量】特別栽培米
つや姫10kg(5kg×2袋)【受付期間】～12/31【配
送期日】11/4～1/10

川西町産特別栽培米つや姫５ｋｇ×２袋

20,000円
山形県川西町産のつや姫をお届けいたします。つ
や姫は、香り・旨味・つや・粘り・弾力が魅力の
冷めても美味しいお米です。【容量】特別栽培米
つや姫10kg(5kg×2袋)

令和４年産新米川西町産つや姫雪若丸各
５ｋｇ
20,000円
雪若丸は粒立ちしっかり・噛み応えよい新食感・
旨味が魅力のお米です。つや姫は香り・旨味・つ
や・粘りが魅力のお米です。ぜひ食べ比べてみて
ください。【容量】つや姫5kg・雪若丸5kg【受付
期間】～12/31【配送期日】11/4～1/10

川西町産つや姫雪若丸各５ｋｇ

20,000円
雪若丸は粒立ちしっかり・噛み応えよい新食感・
旨味が魅力のお米です。つや姫は香り・旨味・つ
や・粘りが魅力のお米です。ぜひ食べ比べてみて
ください。【容量】つや姫5kg・雪若丸5kg

純米生酒と米沢牛赤身すき焼き用３００
ｇセット
21,000円
「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、まろやかな味わいの生酒
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】純米生酒「雪むかえ」1本(72
0ml)・米沢牛赤身すき焼き用300g

ＡＳＯＵＴＨＤＯＧ３本セット

21,000円
BIGDAY！(特別な日)、HAPPYDAY！(ハッピーな日)
、BLUEDAY！(ちょっと落ち込んだ日)、その日の
気分やTPOに合わせて楽しめる日本酒です。【容
量】日本酒ASOUTHDOG720ml×3【受付期間】～202
3/10/10

厳選地酒と米沢牛カルビ焼き肉用４００
ｇセット
22,000円
純米酒と特別純米酒をセットにしました。人気の
カルビと共にお召し上がりください。【容量】純
米酒「羽陽一献」1本(300ml)・特別純米酒「極辛
口銀住吉＋7」1本(180ml)・米沢牛カルビ焼き肉
用400g

米沢牛カルビ焼き肉４００ｇ

22,000円
米沢牛は肉質の甘みと旨み、柔らかさが美味しさ
の特徴です。カルビはシンプルに塩コショウまた
は岩塩がおすすめです。より一層肉本来のおいし
さが感じられます。【容量】米沢牛カルビ焼き肉
400g

令和４年産つや姫精米１０ｋｇ

22,000円
粒ぞろいがよく「つや」があります。置賜産つや
姫は米の食味ランキングで令和元年に特Aランク
を取得しました。甘みがあり味が濃いのが特徴で
す。【容量】つや姫精米10kg【受付期間】〜2023
/09/30【発送期日】11/30〜2023/10/10
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山形県　川西町

【先行受付】川西町産ダリア切花・中サ
イズ（20本）
24,000円
川西町のダリア栽培農家が生産した選りすぐりの
切花を皆様へお届けします！花径：中輪（17cm前
後)～中大輪（21cm前後）【容量】ダリア切花中
サイズ20本【受付期間】～2023/10/10【出荷時期
】2023/8/20～10/20

米沢牛切り落とし１ｋｇ

25,000円
生産者が丹精込めて育てた肉質の良い米沢牛。様
々な料理にアレンジすることが可能です。柔らか
く旨みや甘みがあり、ジューシーな肉質が特徴で
す。【容量】米沢牛切り落とし1kg

令和４年産はえぬき２０ｋｇ精米真空パ
ック詰
27,000円
「はえぬき」は米の一粒一粒がしっかりとした適
度な水気と甘味が特徴のお米です。冷めても美味
しく食べることが出来ます。【容量】はえぬき5k
g×4袋【受付期間】～12/31【発送期日】10/15～
2/28

はえぬき２０ｋｇ精米真空パック詰

27,000円
「はえぬき」は米の一粒一粒がしっかりとした適
度な水気と甘味が特徴のお米です。冷めても美味
しく食べることが出来ます。【容量】「はえぬき
」5kg×4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
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」720ml×1本

【先行受付】ダリア球根(１０球入)

29,000円
川西町のダリア栽培農家が愛情込めて生産した選
りすぐりの球根を皆様へお届けします！【容量】
花壇植付用ダリア球根×10球【受付期間】～2023
/5/21【発送期日】2023/5/14～6/30（植付期限：
6月末まで）

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・サーロインステーキ３
２０ｇ(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(160g×2枚)

特選米沢牛Ａ５・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)

kw290148
受付終了

kw290148
品種・色の指定不可

kw290148
わたやの注意事項
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山形県　川西町

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・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
)

特選米沢牛Ａ５・焼肉用８００ｇ(４０
０ｇ×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Ａ５・しゃぶしゃぶ用８００
ｇ(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。【容量】しゃぶしゃぶ用80
0g(400g×2包)

特選米沢牛Ａ５・すき焼き用４００ｇ焼
肉用４００ｇ計８００ｇ
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400g・焼肉用400g

特選米沢牛Ａ５・すき焼き用４００ｇし
ゃぶしゃぶ用４００ｇ計８００ｇ
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、やわらかく
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Ａ５・しゃぶしゃぶ用４００
ｇ焼肉用４００ｇ計８００ｇ
30,000円
やわらかい赤身のモモ肉をしゃぶしゃぶ用に、焼
肉用は深い味わいの部位を選び網焼き用に、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４年産コシヒカリ２０ｋｇ精米真空
パック詰
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。【容量】コシヒカリ5k
g×4袋【受付期間】～12/31【発送期日】10/15～
2/28

コシヒカリ２０ｋｇ精米真空パック詰

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。【容量】「コシヒカリ
」5kg×4袋

kw290148
わたやの注意事項
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山形県　川西町

【３ヶ月定期便】川西町産米つや姫・雪
若丸各２．５ｋｇ精米セット
30,000円
「雪若丸」は粘りと硬さのバランスが新食感のお
米です。「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気
のバランスが良いお米です。真空パック包装。【
容量】川西町産「雪若丸」2.5kg×1袋・特別栽培
米「つや姫」2.5kg×1袋全3回

令和４年産つや姫・雪若丸計１８ｋｇ精
米真空パック詰
31,000円
「雪若丸」は、粘りと硬さのバランスが新食感の
お米、「つや姫」はツヤ・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4.5kg×2袋・雪若丸4.5kg×2袋【受付期間】
～12/31【発送期日】10/15～2/28

つや姫・雪若丸計１８ｋｇ精米真空パッ
ク詰
31,000円
「雪若丸」は、粘りと硬さのバランスが新食感の
お米で、「つや姫」はツヤ・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」4.5kg×2袋・「雪若丸」4.5kg×2袋

「樽平粕取り焼酎」１０年熟成２５度と
４０度のセット（各１本）
32,000円
ササニシキ米の酒粕の芳醇な香り、10年物のまろ
やかな味わいの焼酎です。セットで飲み比べもお
楽しみください！【容量】「樽平粕取り焼酎」10
年熟成25度（720ml×1本）、「樽平粕取り焼酎」
10年熟成40度（720ml×1本）

厳選地酒と米沢牛切り落とし１ｋｇセッ
ト
33,000円
「雪むかえ」と「羽陽一献」をセットにしました
。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】純米生酒「雪むかえ」1本(
720ml)・純米酒「羽陽一献」1本(720ml)・米沢牛
切り落とし1kg(500g×2箱)

５等級米沢牛ロース焼き肉用４００ｇ

33,000円
ロース肉は肉と脂の入り具合がバランスよく、食
べると口の中で肉の旨みと脂の甘さが広がります
。焼き肉以外にも煮込み料理などにもお使いいた
だけます。お好みの料理で是非試してみてくださ
い。【容量】5等級米沢牛ロース焼き肉用400ｇ

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
34,000円
「羽陽一献スパークリング」と純米生酒「雪むか
え」をセットにしました。肩ロースとともにお召
し上がりください。【容量】「羽陽一献スパーク
リング」1本(330ml)・純米生酒「雪むかえ」1本(
300ml)・米沢牛肩ロースすき焼き用500g

フリーリータッチ

34,000円
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すハンディマッサージャーで
す。ライトグレー、ピンクよりお選びください。
【容量】フリーリータッチ1台【サイズ】外径5.9
cm×107cm【重さ】約770g

令和４年産つや姫２０ｋｇ精米真空パッ
ク詰
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。【容量】特別栽培米「つ
や姫」5kg×4袋【受付期間】～12/31【発送期日
】10/15～2/28

kw290148
わたやの注意事項
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山形県　川西町

つや姫２０ｋｇ精米真空パック詰

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。【容量】特別栽培米「つ
や姫」5kg×4袋

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
純米生酒「雪むかえ」は爽やかな風味で口当たり
がよく、まろやかな味わいのする喉越しの良い生
酒です。柔らかなロース肉と共にお楽しみくださ
い。【容量】純米生酒「雪むかえ」1本(720ml)・
米沢牛ロース焼き肉用400g

５等級米沢牛肩ロースすき焼き用５００
ｇ
36,000円
米沢牛は人間の体温で溶けるほどの脂と、肉質の
甘みと旨み、そして非常にきめ細かくやわらかい
食感が口の中に広がります。肩ロースは風味がよ
く程よい食感と濃厚な味わいが楽しめます。【容
量】5等級米沢牛肩ロースすき焼き用500g

山形県産米沢牛ももすきやき（６００ｇ
×１箱）
37,000円
牛肉の『旨み』がぎゅっとつまった「米沢牛」。
柔らかな食感と脂の甘さを堪能いただけます。【
容量】米沢牛ももすきやき600g×1箱（牛脂入り
）

山形県産米沢牛バラ焼肉（６００ｇ×１
箱）
37,000円
牛肉の『旨み』がぎゅっとつまった「米沢牛」。
柔らかな食感と脂の甘さを堪能いただけます。【
容量】米沢牛バラ焼肉600ｇ×1箱

５等級米沢牛サーロインステーキ２００
ｇ×２枚
37,000円
米沢牛は脂が人間の体温で溶けるほど融点が低く
、肉質の甘みと旨み、柔らかさが特徴です。サー
ロインステーキは肉全体にきれいなサシが入り、
スッとナイフが入るような柔らかさです。【容量
】5等級米沢牛サーロインステーキ200g×2枚

【６ヶ月定期便】特別栽培米つや姫４ｋ
ｇ（２ｋｇ×２袋）
37,000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袋全6回【受付期間】9/11～

【６ヶ月定期便】山形県産はえぬき５ｋ
ｇ（５ｋｇ×１袋）
37,000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×1袋全6回【受付期間】9/11～

【６ヶ月定期便】山形県産はえぬき玄米
５ｋｇ（５ｋｇ×１袋）
37,000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
】はえぬき玄米5kg×1袋全6回【受付期間】9/11
～

kw290148
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山形県　川西町

厳選地酒と５等級米沢牛サーロインステ
ーキ４００ｇセット
40,000円
純米大吟醸と純米生酒をセットにしました。【容
量】中沖酒造純米大吟醸「醸心雪女神」1本(300m
l)・樽平酒造純米生酒「雪むかえ」1本(300ml)・
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
40,000円
まろやかなうまみが特徴の「雪むかえ永楽」とす
っきりした口当たりの「醸心雪女神」をセットに
しました。【容量】純米大吟醸「雪むかえ永楽」
1800ml×1本・純米大吟醸「雪女神」1800ml×1本

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・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薦め
いたします。【容量】すき焼き用1kg(500g×2包)

特選米沢牛Ａ５・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)

特選米沢牛Ａ５・焼肉用１ｋｇ(５００
ｇ×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Ａ５・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。【容量】しゃぶしゃぶ用
1kg(500g×2包)

特選米沢牛Ａ５・すき焼き用５００ｇ焼
肉用５００ｇ計１ｋｇ
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500g・焼肉用500g

特選米沢牛Ａ５・すき焼き用５００ｇし
ゃぶしゃぶ用５００ｇ計１ｋｇ
40,000円
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、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
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山形県　川西町

特選米沢牛Ａ５・しゃぶしゃぶ用５００
ｇ焼肉用５００ｇ計１ｋｇ
40,000円
やわらかい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Ａ５・サーロインすき焼き用
３００ｇ赤身ステーキ用２００ｇ
40,000円
甘く濃厚で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の
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200g(100g×2枚)

お米「コシヒカリ」５ｋｇ×５袋

42,000円
全国で栽培され、知名度は抜群のコシヒカリです
。大粒で粘りがあり旨みが強い品種です。ご自宅
用以外にも、ギフト・お歳暮・お祝い・贈答品な
どにもお勧めです。【容量】コシヒカリ5kg×5袋

【６ヶ月定期便】川西町産米雪若丸５ｋ
ｇ（５ｋｇ×１袋）
42,000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5kg×1袋全6回【受付期間】9/11～

【６ヶ月定期便】特別栽培米つや姫５ｋ
ｇ（５ｋｇ×１袋）
42,000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5kg×1袋全6回

【６ヶ月定期便】特別栽培米つや姫玄米
５ｋｇ（５ｋｇ×１袋）
42,000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
姫玄米5kg×1袋全6回

【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16
0g×2個・米沢牛入りすじ煮込み160g×3個

令和４年産つや姫２５ｋｇ精米真空パッ
ク詰
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。【容量】特別栽培米「つ
や姫」5kg×5袋【受付期間】～12/31【発送期日
】10/15～2/28

つや姫２５ｋｇ精米真空パック詰

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。【容量】特別栽培米「つ
や姫」5kg×5袋

kw290148
わたやの注意事項
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山形県　川西町

令和４年産つや姫３０ｋｇ玄米（真空パ
ック詰なし）
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】特別栽培米つや姫玄米5kg×6袋【受付期間
】～12/31【発送期日】10/15～2/28

つや姫３０ｋｇ玄米（真空パック詰なし
）
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】特別栽培米「つや姫」玄米5kg×6袋

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・サーロインステーキ５
４０ｇ
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Ａ５・赤身ステーキ８００ｇ

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Ａ５・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Ａ５・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)

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・しゃぶしゃぶ用１．３
ｋｇ
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。【容量】米沢牛しゃぶしゃ
ぶ650g×2包
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山形県　川西町

特選米沢牛Ａ５・すき焼き用６５０ｇ焼
肉用６５０ｇ計１．３ｋｇ
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650g・焼肉用650g

特選米沢牛Ａ５・すき焼き用６５０ｇし
ゃぶしゃぶ用６５０ｇ計１．３ｋｇ
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、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

特選米沢牛Ａ５・しゃぶしゃぶ用６５０
ｇ焼肉用６５０ｇ計１．３ｋｇ
50,000円
やわらかい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Ａ５・サーロインすき焼き用
３００ｇ赤身ステーキ用４００ｇ
50,000円
甘く濃厚で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の
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

【３ヶ月定期便】川西町産特別栽培米つ
や姫５ｋｇ×２袋精米
53,000円
「つや姫」はツヤ・甘味・旨味・粘り気のバラン
スが良いお米です。つきたて米を真空パック包装
にてお届けします。【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
小さくても力強いローラーが足を癒します。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【サイズ
】横幅21cm×奥行14cm×高さ8cm【重さ】約1.5kg

<２０２３年新春>川西町三段重特製おせ
ち「桃源郷の豊穣おせち」
54,000円
川西町自慢の米沢牛のローストビーフを中心に堪
能できる、彩り豊かな全37品を盛り込んだ、4～5
名でお召し上がりいただける大満足のおせちです
。【容量】37品※冷凍盛付済【受付期間】～12/1
5【配送日】12/30にお届け

山形県産米沢牛ロースすきやき（ロース
７００ｇ）
55,000円
牛肉の『旨み』がぎゅっとつまった「米沢牛」。
柔らかな食感と脂の甘さを堪能いただけます。【
容量】米沢牛ロースすきやき700g（牛脂入り）

山形県産米沢牛サーロイン（１８０ｇ×
３枚）
55,000円
牛肉の『旨み』がぎゅっとつまった「米沢牛」。
柔らかな食感と脂の甘さを堪能いただけます。【
容量】米沢牛サーロイン180ｇ×3枚（牛脂入り）

kw290148
受付終了
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山形県　川西町

令和４年産雪若丸精米３０ｋｇ

60,000円
つや姫の「弟」としてデビューしました。米粒は
白く大粒です。粘り硬さがあり上品な味わいです
。是非お試しください。【容量】雪若丸精米30kg
【受付期間】〜2023/10/20【発送期日】11/30〜2
023/10/31

令和４年産つや姫精米３０ｋｇ

65,000円
粒ぞろいがよく「つや」があります。置賜産つや
姫は米の食味ランキングで令和元年に特Aランク
を取得しました。甘みがあり味が濃いのが特徴で
す。【容量】つや姫精米30kg【受付期間】〜2023
/10/20【発送期日】11/30〜2023/10/31

厳選地酒と米沢牛バラエティセット

71,000円
「雪むかえ」と「羽陽一献」をセットにしました
。【容量】純米生酒「雪むかえ」1本(720ml)・純
米酒「羽陽一献」1本(720ml)・5等級サーロイン
ステーキ200g×2枚・5等級肩ロースすき焼き用30
0g・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16
0g×2個・米沢牛入りすじ煮込み160g×3個

山形県産米沢牛すきやき（ロース５００
ｇ、もも６００ｇ）
74,000円
牛肉の『旨み』がぎゅっとつまった「米沢牛」。
柔らかな食感と脂の甘さを堪能いただけます。【
容量】米沢牛ロース500ｇ、もも600ｇ

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。【容量】ユニカラーペンシル100色
セット×1個【サイズ】幅236mm×高さ380mm×厚
さ69mm【重さ】約2000g

米沢牛バラエティセット

75,000円
米沢牛は肉質の甘みと旨み柔らかさが美味しさの
特徴です。さまざまな肉料理をお楽しみください
。【容量】5等級サーロインステーキ200g×2枚・
5等級肩ロースすき焼き用300g×1パック・赤身焼
き肉用300g×1パック

まどかペア宿泊券(１部屋２名)

87,000円
川西温泉「浴浴センターまどか」のペア宿泊券で
す。夕食デザートには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、ペア無料入場券付きです。【容量】ペ
ア宿泊券×1枚

【１２ヶ月定期便】つや姫５ｋｇ

96,000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5kg×1袋全12回

kw290148
まどか注意事項
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山形県　川西町

特選米沢牛Ａ５・しゃぶしゃぶ用２．４
ｋｇ
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。【容量】しゃぶしゃぶ用40
0g×6包

特選米沢牛Ａ５・すき焼き用しゃぶしゃ
ぶ用焼肉用計２．４ｋｇ
100,000円
霜降りが適度に入ったカタ肉をすき焼き用、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ました
。【容量】すき焼き用400g×2包・しゃぶしゃぶ
用400g×2包・焼肉用400g×2包

特選米沢牛Ａ５・モモブロック１．６ｋ
ｇ
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1.6k
g

特選米沢牛Ａ５・サーロインすき焼き用
６００ｇ赤身ステーキ用８００ｇ
100,000円
甘く濃厚でまろやかな風味のサーロインをすき焼
き用にスライス。赤身ならではの深い味わい、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100gx8包

特選米沢牛Ａ５・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Ａ５・赤身ステーキ１．６ｋ
ｇ(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Ａ５・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

【１０ヶ月定期便】川西町産特別栽培米
つや姫５ｋｇ精米
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。つきたて米を真空
パック包装でお届けします。【容量】特別栽培米
「つや姫」5kg×1袋全10回

まどかペア宿泊券米沢牛ヒレステーキ付
(１部屋２名)
105,000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)とデ
ザート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、ペア
無料入場券付きです。【容量】ペア宿泊券×1枚

kw290148
まどか注意事項
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山形県　川西町

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!
【容量】コンフォートウィン・リバース×1台【
サイズ】横幅43.5cm×奥行26cm×高さ12.5cm【重
さ】約3.7kg【受付期間】11/1～

コンフォートウィン

122,000円
1分あたり22回転という低速回転で、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
る揉み心地です！【容量】コンフォートウィン×
1台【サイズ】横幅52cm×奥行28cm×高さ16.5cm
【重さ】4.9kg【受付期間】11/1～

【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16
0g×2個・米沢牛入りすじ煮込み160g×3個

【１２ヶ月定期便】つや姫１０ｋｇ

168,000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5kg×2袋全12回
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