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山形県　米沢市

10,000円からの寄附で選べる

38.平成28年産米沢産はえぬき＋つ
や姫　お楽しみお米セット

大人気の米沢産「はえぬき」と「つや姫」をお
得なセットにしてお届け※10月頃より順次発送
となります。≪提供元：米沢米肥株式会社≫【
内容】はえぬき5㎏×2袋、つや姫2㎏×2袋

41.平成28年産　減農薬・減化学肥
料栽培コシヒカリ

農薬を50％、化学肥料を60％削減して生産され
た、安全・安心なお米「コシヒカリ」です。※
こちらは新米になるため10月頃より順次発送と
なります。≪提供元：米沢稔りの会≫【内容】5
㎏×2袋

42.平成28年産　減農薬・減化学肥
料栽培つや姫

農薬を50％、化学肥料を60％削減して生産され
た、安全・安心なお米「つや姫」です。※こち
らは新米になるため10月頃より順次発送となり
ます。≪提供元：米沢稔りの会≫【内容】5㎏×
2袋

39-028.平成28年産特別栽培米ミル
キークイーン・つや姫セット

「第5回全国・米食味コンクール品種部門」で、
最高栄誉の金賞を受賞した生産者が手がけたお
米です。≪提供元：佐藤ファーム≫【内容】ﾐﾙｷ
ｰｸｨｰﾝ2㎏×2袋、つや姫2kg×2袋　※受付開始：
9/12～

40-028.平成28年産特別栽培米4種類
食べ比べセット

「第5回全国・米食味コンクール品種部門」で、
最高栄誉の金賞を受賞した生産者が手がけたお
米です。≪提供元：佐藤ファーム≫　【内容】
各1㎏×2袋（計8袋）　※受付開始：9/12～

43-028.平成28年米沢産微生物農法
ひとめぼれ【数量限定】

独自の微生物農法により、健康な稲から食味の
高いお米を収穫。お米マイスターの技術で高品
質なお米に仕上げています。≪提供元：有限会
社富士屋商店≫　【内容】5㎏×2袋　※受付開
始：9/5～

44-028.平成28年米沢産微生物農法
コシヒカリ【数量限定】

独自の微生物農法により、健康な稲から食味の
高いお米を収穫。お米マイスターの技術で高品
質なお米に仕上げています。≪提供元：有限会
社富士屋商店≫　【内容】5㎏×2袋　※受付開
始：9/5～

45-028.平成28年米沢産微生物農法
プレミアムつや姫【数量限定】

独自の微生物農法により、独自の微生物農法に
より、健康な稲から食味の高いお米を収穫。お
米マイスターの技術で高品質なお米に仕上げて
います。≪提供元：有限会社富士屋商店≫　【
内容】2㎏×4袋　※受付開始：9/5～

4.舘山りんご（ふじ）【28年産】

米沢市のりんご栽培は、山形県でも最も歴史が
古く、明治９年に県から苗木の配布を受け移植
したのが館山りんごの発祥とされています。　
舘山りんごは、実は硬く高い香りと調和のとれ
た甘酸っぱさが魅力です。　

5.ラ・フランス【28年産】

とろけるような甘さと芳醇な香りから「果物の
女王」と称され、さくらんぼと並ぶ山形を代表
する果物です。　山形の秋の味覚をお楽しみく
ださい。

35.米沢牛切落し600ｇ

米沢牛をお手軽に。※写真はイメージです。

36.米沢牛味噌酒粕漬350ｇ

・実際は肉と味噌・酒粕が混ざった状態でのお
届けになります。・提供元が複数店舗になりま
す。※写真はイメージです。

37.米沢牛味噌漬350ｇ

・実際は肉と味噌・酒粕が混ざった状態でのお
届けになります。・提供元が複数店舗になりま
す。※写真はイメージです。

9.天元豚詰合せセット1.2㎏

米沢市西吾妻連峰の麓で育てられた美味しい豚
肉。飼料の選定から飼育まで細心の管理で育て
られた、低カロリー、高タンパク質の安全・ヘ
ルシーポーク。きめ細やかで脂肪の質が良く甘
い豚肉です。

27．義経焼

　義経焼は羊肉を薄くスライスし、野菜などと
一緒に豪快に焼いて食べる美味しい焼き肉です
。　特製のみそだれをからめて焼きますので、
普通の焼き肉では考えられないほどお肉が柔ら
かく、ご飯やお酒にピッタリ！　

28.豚肉おつまみセット

豚肉と米沢牛を独自の配合で製造したウインナ
ー・フランク・さらみと米沢牛を塩ベースのタ
レで漬け込んだハム・上杉カルパス（米沢牛ス
ープを練りこんでいます）を詰め合わせました
。　
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46.米沢牛の昆布巻５本入

スライスした米沢牛と北海道歯舞産の一等級昆
布を使用し、老舗の味付けを施し、１本、１本
丁寧に手作りされた昆布巻です。≪提供元：株
式会社タスクフーズ≫

47.米沢牛のビーフカレーとビーフ
シチューの詰合せ

米沢牛を２日間自家製フォン・ド・ヴォーで柔
らかく煮こんでいます。カレーは自家製ルーと
濃厚なデミグラスソースで、シチューは赤ワイ
ンとデミグラスソースをたっぷり絡ませていま
す。≪提供元：株式会社タスクフーズ≫

10.米沢愛す（ジェラート12個詰合
せ）

地元産の新鮮な果物や野菜、地域色あふれる伝
統野菜などの食材を使ったジェラートです。祝
！さくらんぼ粒入りジェラートがご当地アイス
最高金賞、そばジェラートが２７年おいしい山
形食品コンクールで優秀賞を頂きました！

11.米沢らーめんセット

　細打ちの手もみ縮れ麺であっさりした醤油味
が特徴の米沢らーめんを具材付のセットでお届
けします。　この機会にぜひどうぞ♪　

12.そばセット

　三百年の歴史を誇る米沢藩御用掛込蕎麦。そ
ばの実の内層粉を多く使用し、のど越し良く仕
上げたおそば（乾麺）のセットです。　さっぱ
りとお召し上がりいただけます。

13.米沢鯉・棒だら煮セット

鯉の甘煮は、名君上杉鷹山公のもたらした米沢
の郷土料理の一つです。最も美味しいとされる
三才鯉を伝統のタレで煮込みました。　鯉は高
タンパクで栄養価が高い食材です。

14.米沢鯉・昆布巻きセット

米沢の味ＡＢＣのCarp「米沢鯉」は、清冽な地
下水で蓄養しており、泥臭さを感じません。秘
伝のタレで仕上げた伝統の味わいをお召し上が
りください。　高タンパクで栄養価もある食材
です。

15.うこぎセット

上杉鷹山が栽培を奨励。米沢では古くから食用
を兼ねた垣根として利用。ビタミンC・カルシウ
ムが豊富で、生活習慣病の原因とされる「活性
化酸素」を消去するポリフェノール等の抗酸化
物質も含まれています。

31ウフウフガーデン人気商品詰合せ

山形の豊かな自然の中、吾妻山系の伏流水や、
清らかな空気、厳選された飼料。このような環
境のもと、常に最新の設備、行き届いた衛生管
理の中、世界一のたまごを生産している農場が
手掛けた詰合せです。

48特別栽培米美山錦使用「上長井」
３本セット

地元有志で作った特別栽培米　美山錦100％で作
ったオリジナルブランドの純米吟醸酒

17.地酒セット【東光】

　慶長２年（1597年）創業の米沢藩上杉家御用
酒屋「小嶋総本店」より、上品な吟醸香、フル
ーティで気品高い味わいの純米大吟醸・純米吟
醸をセットでお贈りします。

18.地酒セット【香梅】

「すべてを手造りで」にこだわる「香梅酒造」
より、まろやかな口当りで香りが良い限定品の
吟醸酒に、全国でも珍しいもち米で造られたワ
インタイプのお酒をセットでお贈りします。

19.地酒セット【沖正宗】

　清酒とワインの醸造を手掛ける「浜田」より
、芳醇な香りと端正な味わいをもつ純米吟醸酒
と、米の風味を残したクセのない澄んだ味わい
の米焼酎をセットでお贈りします。

20.地酒セット【富久鶴】

　創業以来、伝統的手造りの技術を頑なに守り
続ける「新藤酒造」より、華やかな吟醸香と、
軽やかでクリアーな酒質の大吟醸酒をセットで
お贈りします。

21.うまいたれ

　ふるさと米沢の味です。かつおだしがたっぷ
り入ったしょうゆ風万能調味料です。麺つゆや
鍋物、卵かけごはんなど、どんなお料理にでも
活躍する一本です。　地元では贈答用としても
利用されている品です。

25.もくロック（木製ブロック）

山形の森から生まれた環境にやさしい木製ブロ
ックです。　桜・朴・楓・四手・樺など様々な
材質を使い、それぞれの木の香りや色合いを楽
しみながら、遊べるおもちゃのほか、インテリ
アとしても使えます。　

23.米沢織正絹「ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ金封入と
ミニ巾着」

二百有余年の伝統を現代に受け継ぐ米沢織のき
もの地を使用した、織りと染めのぬくもりを込
めたオリジナルの小物セットです。　紅花染め
のやさしい色合いがあたたかみを感じさせてく
れます。≪製造元≫（株）新田

32刺し子コースター3枚セット

刺し子作家遠藤きよ子氏による、ひとつひとつ
手作りで作られた素敵な米沢刺し子のコースタ
ー。蜂の巣（亀甲）のような形の枠をとり、様
々な美しい文様には夫の出世や子供の健康を願
う気持ちが込められています。

49刺し子ティーマット３枚セット

刺し子作家遠藤きよ子氏による、ひとつひとつ
手作りで作られた素敵な米沢刺し子のティーマ
ット。サイズ：約18ｃｍ×27cm　【内容】３枚
セット

33槐（えんじゅ）タンブラー

槐（えんじゅ）は、「延寿」と呼ばれるほど縁
起の良い、幸せ・厄除けの木としてとても貴重
な木で知られています。その槐をろくろ挽きし
、生漆を何度も塗り重ね丹精込めて作り上げた
逸品です。保温性があります。
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34米沢焼　菓子鉢

上杉鷹山公が興した従来の「成島焼」の良さを
汲み、萩、唐津、上野（あがの）の諸窯に学ん
だ経験を活かし作り続けられています。特徴は
、黒･白･青色の釉薬をかけて焼く落ち着いた風
合いです。

24.笹野一刀彫

千数百年来、笹野地区に伝承する郷土民芸品で
す。お土産だけではなく、お祝いの品としても
喜ばれています。お鷹ぼっぼは、商売繁盛の守
り神が由来とされています。

26.温泉米沢八湯会御利用優待券

米沢市内温泉八湯24軒のいずれかの温泉宿でご
宿泊その他ご利用の際に、5,000円分のお支払い
としてご利用いただけます。対象温泉：小野川
温泉白布温泉　新高湯温泉滑川温泉五色温泉姥
湯温泉湯の沢温泉大平温泉

29天元台高原利用券（5,000円分）

夏はトレッキング、冬はウィンタースポーツ！
日本百名山「西吾妻山」を有する米沢市の山岳
観光拠点「天元台高原」が楽しめるオリジナル
利用券です。

15,000円からの寄附で選べる

AB-4.平成28年産米沢産はえぬき＋
つや姫　お楽しみお米セット

大人気の米沢産「はえぬき」と「つや姫」をお
得なセットにしてお届け。※こ10月頃より順次
発送となります。≪提供元：米沢米肥株式会社
≫【内容】はえぬき5㎏×2袋、つや姫5㎏×2袋

AB-5.平成28年産農薬・化学肥料不
使用つや姫　おしょうしな極み

【数量限定200セット】「第5回全国・米食味コ
ンクール品種部門」で最高栄誉の金賞を受賞し
た生産者が、栽培期間中農薬、化学肥料不使用
で生産。≪提供元：佐藤ファーム≫【内容】5㎏
×2袋

AB-6.平成28年産無農薬・無化学肥
料つや姫　※数量限定※

【数量限定300セット】化学肥料・化学農薬を一
切使わずに育てたお米「つや姫」。お米を知り
尽くした生産者が手間暇をかけて育て上げた自
慢の品です。≪提供元：米沢稔りの会≫【内容
】5㎏×2袋

AB-1　アドバンスボード（イージー
セット）　室内用

より良いバランスを保つことで、無駄な緊張を
ほぐし、身体と心のバランスを整えます。本格
的なバランストレーニングからリハビリまで網
羅するマルチバランスボードです。

AB-2米沢織　「高級絹ストール　梵
字（ぼんじ）柄」

伝統工業の米沢織。「生まれ年」によって定め
られている十の守護本尊仏を表す梵字をジャガ
ード織で表現。あなたの守護本尊仏も織り込ま
れています。全６色。
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20,000円からの寄附で選べる

B-8.米沢牛（すき焼き用）500ｇ

霜降り肉・赤身肉を使用※写真はイメージです
。

B-9.米沢牛（焼き肉用）500ｇ

霜降り肉・赤身肉を使用※写真はイメージです
。

B-2帆布丸底トートバッグ

丈夫でおしゃれなカバンオリジナルの帆布生地
、特殊な防水加工を施した丈夫で長持ち、中の
縦長ポケットには、長財布、折りたたみ傘など
がすっきり収まり、両サイドと中央のボタンも
閉じれます。

B-3米沢織テーブルセンター

自然な色あいが上品さを演出します伝統工芸の
米沢織。紅花染糸を一部使用したテーブルセン
ターで、色合いが明るいピンク系です。≪製造
元≫（株）新田≪サイズ≫巾40cm×長さ66cm（
房は含みません）

B-4アイスゼオ枕

快適な眠りをサポート！触ると冷たく感じる次
世代繊維「アイスハウス」を使用した超涼感枕
です。「頭寒足熱」で不眠に効果的。消臭・調
湿・抗菌・防ダニ等の機能性を持たせました。

B-5　下駄タイプバランスボード（
タイプGマルチタイプ）室内用

足元環境を豊富に変えらえれ、様々な競技やジ
ャンルに活用できます。裏の支柱を付け替えし
て足踏み、歩行するだけで、立位姿勢を整え、
歩行時の足の接地補正、左右差軽減、捻挫予防
に加え、腰痛、肩こり軽減に役立ちます。

B-6　ココロのバランスボード（モ
バイルサイズ）室内用

立っても、座っても、寝ても使える魔法のボー
ド！使い方は、何も考えず、立ったり、座った
り、寝たりするだけで、自らバランスをとらな
くてもボードが体の環境を整えてくれます。

B-7米沢市ふるさと納税限定銀座田
屋ギフト券10,000円分

自社工場（米沢工房）の織機を使った独自の「
織りのデザイン」により、通常よりも細い絹糸
を使用し、高密度、多色織りを特徴とした「TAY
A」オリジナルネクタイ。様々なお品物をご購入
いただけるギフト券です。

30,000円からの寄附で選べる

C-12.米沢牛（すき焼き用）800ｇ

霜降り肉・赤身肉を使用※写真はイメージです
。

C-13.米沢牛（焼き肉用）800ｇ

霜降り肉・赤身肉を使用※写真はイメージです
。

C-14.米沢牛サーロインステーキ480
ｇ

サーロインを使用※写真はイメージです。

C-5プレミアム地酒セット

日本大河の最上川。その源に位置する米沢市は
、山から湧き出る豊富な水と良質な米に恵まれ
、美味しいお酒を造ります。　４つの蔵元から
プレミアムな個性ある地酒です。ふるさと納税
のためにご用意したオリジナルセット。

C-9帆布皮持ち手トートバッグ

最高級ヌメ革の丸型持ち手を組み合わせた上品
なトートバッグに仕上げました。カジュアルす
ぎず、様々なファッションとの相性も良いので
、幅広くご愛用いただけます。

C-10もくロック（木製ブロック）TS
UMIKIセット

日本製の木のおもちゃ！無垢材の木製ブロック
『もくロック』お子様の初めてのブロック遊び
に最適な大きさです。

C-6温泉米沢八湯会優待宿泊券（15,
000円分＋米沢牛ステーキ1枚サー…

米沢市内の温泉八湯24軒のいずれかの温泉宿で
ご宿泊その他ご利用の際、お支払いにご利用い
ただけます。対象温泉：小野川温泉、白布温泉
、新高湯温泉、滑川温泉、五色温泉、姥湯温泉
、湯の沢温泉、大平温泉

C-8木のあかり組子照明　菱

日本古来の技　組子（くみこ）の技法をオブジ
ェクトに生かした製品。木のぬくりもり、光の
やさしさ、ヒバの香が癒しの空間を演出します
。置き場所を選ばず、壁際のちょっとした隙間
に置くのに適しています。
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C-7-001YUKIANDON~プレーン~【10台
限定】

山形生まれの有機ELパネルと深山和紙が出会い
「YUKIANDON(ゆきあんどん）」が生まれました
。未来を照らす新しい「光」と長い伝統に培わ
れた「和紙」を組合せて創られた照明です。　

C-7-004YUKIANDON~なんてん~【10台
限定】

山形生まれの有機ELパネルと深山和紙が出会い
「YUKIANDON(ゆきあんどん）」が生まれました
。未来を照らす新しい「光」と長い伝統に培わ
れた「和紙」を組合せて創られた照明です。　

C-7-006YUKIANDON~花

山形生まれの有機ELパネルと深山和紙が出会い
「YUKIANDON(ゆきあんどん）」が生まれました
。未来を照らす新しい「光」と長い伝統に培わ
れた「和紙」を組合せて創られた照明です。　

C-7-00７YUKIANDON~花笠~

山形生まれの有機ELパネルと深山和紙が出会い
「YUKIANDON(ゆきあんどん）」が生まれました
。未来を照らす新しい「光」と長い伝統に培わ
れた「和紙」を組合せて創られた照明です。　

C-7-008YUKIANDON~新緑~

山形生まれの有機ELパネルと深山和紙が出会い
「YUKIANDON(ゆきあんどん）」が生まれました
。未来を照らす新しい「光」と長い伝統に培わ
れた「和紙」を組合せて創られた照明です。

50,000円からの寄附で選べる

E-3.米沢牛（すき焼き用）1,200ｇ

霜降り肉・赤身肉を使用※写真はイメージです
。

E-4.米沢牛（焼き肉用）1,200ｇ

上カルビ・中カルビ・赤身を使用※写真はイメ
ージです。

E-5.米沢牛（しゃぶしゃぶ用）1,20
0ｇ

霜降り肉・赤身肉を使用※写真はイメージです
。

E-6.米沢牛サーロインステーキ800
ｇ

サーロインを使用※写真はイメージです。

E-2-001デラックス羽毛掛けふとん
（ピンク）

特許取得済みの特殊なキルト（羽毛移動防止構
造）で羽毛の偏りを無くし、側地のマチの高さ
を一般的な羽毛ふとんの約２倍にし、羽毛も増
量して保温性を高めています。米沢にある工場
で一枚一枚丁寧にお作りしています。

E-2-002デラックス羽毛掛けふとん
（ブルー）

特許取得済みの特殊なキルト（羽毛移動防止構
造）で羽毛の偏りを無くし、側地のマチの高さ
を一般的な羽毛ふとんの約２倍にし、羽毛も増
量して保温性を高めています。米沢の工場で一
枚一枚丁寧にお作りしています。
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60,000円からの寄附で選べる

F-001エクセル敷ふとん

優れた体圧分散と指圧効果、お好みの硬さが熟
睡をサポートする多機能健康敷きふとん！使用
している「ゼオカルセラ」は米沢産ゼオライト
とホッキ貝の貝殻カルシウムを焼成加工し、保
湿・消臭・調湿・抗菌・抗ダニ作用がありま…

F-004ゼオクールブランケット・敷
パットセット（枕パット付）

夏季限定涼感寝具体が接触する面にひんやり感
と速乾性に優れた素材「ゼロクール」を使用。
さらに中わたには米沢産ゼオライト鉱石を繊維
に練りこんだ、消臭・調湿等の機能性を持つ「
ゼオテックス」を使用しています。

F-002大型デジタル温度計

見やすい大型（数字の高さ10cm）デジタル温度
計で、室内の温度の表示に最適です。学校や幼
稚園、企業への贈呈や、人の集まる場所に熱中
症・かぜ・インフルエンザ防止にご活用いただ
けます。

F-003　大型デジタル温湿度計

見やすい大型（数字の高さ10cm）デジタル温湿
度計で、室内の温度・湿度の表示に最適です。
学校や幼稚園、企業への贈呈や、人の集まる場
所に熱中症・かぜ・インフルエンザ防止にご活
用いただけます。

70,000円からの寄附で選べる

G-1山ぶどうつる細工長財布

つる細工職人の手による美しくおしゃれな逸品
サイズ約W:210H:120D:30mm詳しい商品説明につ
いては詳細ページでご確認ください。

100,000円からの寄附で選べる

J-1.米沢牛すき焼き・ステーキ詰合
せ

使用部位（すき焼き）：霜降り肉使用部位（ス
テーキ）：サーロイン、ヒレ　※写真はイメー
ジです。

J-2.米沢牛焼き肉・ステーキ詰合せ

使用部位（焼き肉）：霜降り肉使用部位（ステ
ーキ）：サーロイン、ヒレ　※写真はイメージ
です。

J-3.米沢牛しゃぶしゃぶ・ステーキ
詰合せ

使用部位（しゃぶしゃぶ）：霜降り肉使用部位
（ステーキ）：サーロイン、ヒレ　※写真はイ
メージです。
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150,000円からの寄附で選べる

N-1山ぶどうつる細工手提げかご（
網代編み）

つる細工職人の手による美しくおしゃれな逸品
サイズ約W:300H:240D:100mm詳しい商品説明につ
いては詳細ページでご確認ください。

200,000円からの寄附で選べる

X-1-001プレミアム羽毛掛けふとん
（ピンク）

グースダウンの最高峰、ポーランド産のマザー
グースダウン。高級感あふれるこの極上の羽毛
と、やわらかい生地、そして特許を取得した羽
毛移動防止のキルト構造で、大変上質であたた
かなおふとんです。

X-1-002プレミアム羽毛掛けふとん
（ブルー）

グースダウンの最高峰、ポーランド産のマザー
グースダウン。高級感あふれるマザーグースダ
ウンは、通常のダウンに比べて保温性やかさ高
性に富み、耐久性にもすぐれた最高級品です

250,000円からの寄附で選べる

Y-1有機ELデスクスタンド

シーンを選ばず使えるスタンド照明。色を正確
に再現できる高演色の有機ELを採用して、まぶ
しくない快適な光を追及しました。シルバーの
上品な輝きで、利用空間をスタイリッシュに演
出します。

Y-2山ぶどうつる細工手提げかご（
亀甲編み）

以上つる細工職人の手による美しくおしゃれな
逸品サイズ約W:300H:240D:100mm詳しい商品説明
については詳細ページでご確認ください。
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5,000円からの寄附で選べる

特製しおり

特製しおりをお送りいたします。
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