参加店舗
・新庄市
TRATTORIA NONNO ニューグランドホテル JuJu・マルシェ
からあげ十兵衛 パパ・クチーナ 万場町のくらし
Ristorante filo お食事処千起 もがみ物産館 産直まゆの郷
JA 産直いなふね げたぱん おかしの平和堂（新庄東口店）

2021
Autumn

・金山町
マルコの蔵
・最上町
Sweets＆Cafe Otto 川の駅ヤナ茶屋もがみ・産直最上四季香
産直ゆけむり
・舟形町
マッシュルームスタンド舟形 レストラン ラ・テール
産直まんさく
・真室川町
まむろ川温泉「梅里苑」 おかしの平和堂（本店） (株)近岡商店
・大蔵村
大蔵山蕎麦ねぎぼうず
・鮭川村
産直さけまるくん ひかりふぁーむ 焼き鳥・からあげ家 米っこ最上
・戸沢村
農家レストラン安食 いきいきランドぽんぽ館レストラン
高見屋最上川別邸 紅

・山形市
Cafe & Dining９９０ そば処・郷土料理 紅山水
アル・ケッチァーノ コンチェルト
・天童市
山形フレンチ シェ・ボン

参加店舗でお会計 500 円（税込）ごとに、スタンプを１つ押印！

豪華景品紹介！

スタンプを４つ集めて応募すると、抽選で豪華景品が当たります。
スタンプを６つ集めると、さらに特別賞が当たるチャンス!!

A コース げたぱん
商品券 3,000 円分

B コース TRATTORIA NONNO
商品券 2,000 円分

C コース 産直まゆの郷
商品券 1,500 円分

D コース

E コース 参加店舗の商品券
1,000 円分

特別賞

【写真】※左から
・雁喰い
・角川かぶ
・米さずべ芋

ニューグランドホテル
商品券 1,500 円分
きのこの詰合せセット
2,000 円相当

最上伝承野菜
HP

Facebook

【最上地域林業振興協議会提供】

応募方法
専用の応募用紙にスタンプを４つ集めて、各参加店舗の応募箱に
投函するか、右記のお問い合わせ先に郵送してください。
さらにスタンプを２つ（合計６つ）集めてご応募いただくと、
特別賞の抽選にもご参加いただけます。

〇お問い合わせ先
最上伝承野菜推進協議会事務局
（山形県最上総合支庁農業振興課）
住所 996-0002
山形県新庄市金沢字大道上 2034

Tel..（0233）29-1316
Fax.（0233）22-0662

※年末休業や予約が必要な参加店舗、食材の入荷状況により提供できない場合もありますので、
各店舗のご利用方法等については、直接店舗へお問い合わせください。

参加店舗情報
TRATTORIA NONNO

新庄市本合海字福宮 1802-24 ℡ 0233-26-2726

テイクアウト可

JuJu・マルシェ

ニューグランドホテル

小エビのクリームスパ～フレッシュマッシュルームがけ～ 他
定休日 火

からあげ十兵衛
チキン&伝承野菜のもりもり弁当 他

ハンバーグランチ（最上かぶ等使用） 他

伝承野菜とチキンのスキレットシチューランチ 他

新庄市若葉町 4-23 ℡ 0233-23-1111
定休日 月（要予約※２名以上、３日前まで）

新庄市本町 6-11 ℡ 0233-23-2345
テイクアウト可
定休日 日

パパ・クチーナ

万場町 のくらし

がんくい豆と豚ひき肉のボロネーゼ

他

モグラカレーセット、ビーナッツマフィン

新庄市若葉町 9-53 ℡ 0233-32-1551
テイクアウト可
定休日 日

新庄市東谷地田町 9-1 ℡ 0233-29-2304
定休日 第１・３・５日曜日

新庄市万場町 5-16 ℡ 0233-29-7230
テイクアウト可
定休日 水・日

Ristorante

お食事処 千起

Sweets&Cafe Otto

filo

月見ハンバーグ弁当（最上かぶ等使用） 他

他

ハンバーグセットランチ（最上牛使用） 他

最上かぶの餡かけラーメン 他

新庄市金沢 2136-1 ℡ 0233-23-8338
テイクアウトのみ
定休日 水

新庄市金沢字大道上 2034 最上総合支庁１階
℡ 0233-23-2945 定休日 土・日・祝日

最上町向町 794-15 ℡ 0233-25-8941
テイクアウト可
定休日 木、第１・３日曜日

マッシュルームスタンド舟形

レストラン ラ・テール

まむろ川温泉「梅里苑（うめ助・梅カフェ）」

自家製ハムと舟形マッシュルームのバケット 他

マッシュルームピザ 他
舟形町舟形字向山 2791-1

テイクアウト可

真室川町大字平岡 894-2 ℡ 0233-62-2373
定休日 月・火(祝日営業)

舟形町長沢 8067 ℡ 070-7562-0075
テイクアウト可
定休日 月

℡ 0233-32-0733

定休日 水（予約可）

大蔵山蕎麦ねぎぼうず

農家レストラン安食

十割板そば（最上早生使用） 他

日替わりメニュー（甚五右衛門芋等使用）他

いきいきランドぽんぽ館レストラン

とんかつ定食（戸澤豚一番育ち使用）

他

戸澤豚一番育ちを使った肉丼 他

大蔵村合海 544-55 ℡ 0233-29-8825
テイクアウト可
定休日 火（夜 月・火）

戸沢村大字松坂 348 ℡ 090-4046-3724
テイクアウト可 定休日 月～木（要予約）

戸沢村大字松坂字野口 155 ℡ 0233-72-3600
テイクアウト可
定休日 第２・４水曜日

高見屋最上川別邸 紅

山形フレンチ シェ・ボン

Cafe & Dining９９０

米の娘ぶたのしゃぶしゃぶ他※宿泊夕食膳に提供

甚五右衛門芋と山形牛のビーフシチュー 他

戸沢村大字古口 3058 ℡ 0234-57-2100
定休日 不定休（要予約）

天童市桜町 12-8 エトワール K101 号℡ 023-651-9533

そば処・郷土料理 紅山水

アル・ケッチァーノ コンチェルト

舟形マッシュルームのかき揚げ

漆野いんげんのモンブラン仕立て他※コース料理(8,000 円以上)として提供

定休日 月・第３水曜日

※フェア参加は 12 月 19 日（日）まで

舟形マッシュルームのクリームパスタセット（ランチのみ））
山形市十日町 2-1-8 ℡ 023-679-5103
定休日 水（祝日営業）

もがみ物産館
伝承野菜加工品各種 他

山形市十日町 2-1-8 ℡ 023-679-5102
定休日 月（祝日営業）

山形市双葉町 1-2-38 ℡ 023-616-7040
定休日 火・第２・４水曜日（要予約）

新庄市多門町 1-2℡ 0233-28-8886
お取り寄せ可能
定休日 なし

産直まゆの郷

JA 産直いなふね

げたぱん

最上かぶ、赤にんにく、伝承野菜各種加工品 他
新庄市十日町 6000-1 ℡ 0233-23-5007
お取り寄せ可能
定休日 なし

テイクアウト可

マルコの蔵
他

本店：真室川町新町 129-5 ℡ 0233-62-2762
新庄駅東口店：新庄市金沢 1073-2 オフィス・サカエ

テイクアウト可

大町店：新庄市大町 2-13 ℡ 0233-77-4579
鳥越店：新庄市鳥越 3807-7 ℡ 0233-77-4019

新庄市松本 285 ℡ 0233-22-4928
定休日 なし

おかしの平和堂
勘次郎胡瓜のジュレ、タルト甚五右衛門芋

甚五右衛門芋揚げパン 他

最上かぶ 他

定休日 １・１１・２１日

産直ゆけむり
最上赤にんにく 他

漆野いんげんジェラート

営：大町店 /火～金、鳥越店/土 ・ 日

川の駅ヤナ茶屋もがみ・産直最上四季香
他

最上赤にんにく、久五郎豆の味噌 他

金山町大字金山 363-2 ℡ 0233-32-1212
テイクアウト可
定休日 12 月 31 日

最上町大字志茂字柳ノ原 1469-7℡ 0233-44-2577
お取り寄せ可能
定休日 １月 1 日

産直まんさく

(株)近岡商店

くるみ豆、角川かぶ、長尾かぶ漬 他

純米吟醸酒やま富近岡「美山錦」・酒ケーキ 他

最上町大字冨澤 817-1 ℡ 0233-45-3533
定休日 第２・４水曜日

舟形町舟形 4421-2 ℡ 0233-32-8155
お取り寄せ可能 定休日 水

真室川町大字新町 823 ℡ 0233-62-2348
お取り寄せ可能
定休日 日

産直さけまるくん

ひかりふぁーむ

やきとり・からあげ家 米っこ最上

最上赤にんにく、きのこラーメン（鮭川村産）他
鮭川村大字川口 271-2 ℡ 0233-55-4460
定休日 火

：飲食店・宿泊施設等

鮭川村産トマト、鮭川村産しいたけ

他

鮭川村大字石名坂 269-7 ℡ 0233-64-4212
定休日 火

最上どりからあげ

他

鮭川村大字大字京塚字クゾ 1225－3 ℡0233-29-6252
テイクアウトのみ
定休日 水

：産直・菓子店・ベーカリー等

【最上伝承野菜・うまいものフェア】特別特典のある店舗
もがみ物産館：ご利用者に新庄産黒豆のホットドリンクプレゼント※初日 11 月 12 日(金)のみ）
産直ゆけむり：ご利用者先着 10 名様に合計金額から 100 円引き※初日 11 月 12 日(金)のみ）
米っこ最上 ：ご利用者先着 10 名様にもも串１本サービス※初日 11 月 12 日(金)のみ）
農家レストラン安食：ご利用者先着５名様にさつまいもプレゼント※フェア期間中

