
　　　　 　　　　

かな 店舗名 代表品目 柱番号 かな 店舗名 代表品目 柱番号

あけぼの あけぼの食品 5年熟成醸造柿酢 H-4 は ほんちょう つけもの処 本長 姫竹の醤油漬 B-3

いげたや いげたや庄司醸造 さくらんぼ漬 H-5 みながわや 満奈川屋 生山菜 F-2

おおくら 大蔵わさび 吟醸酒粕使用
わさび漬け G-5 めいゆうあん 明友庵 ずんだん餅 F-4

かねつる 金鶴 尾花沢牛3種の
よくばり弁当 D-2 もがみ 最上納豆 山形の大豆を

経木に包んだ納豆 D-2

きむらや 木村屋 古鏡 F-4 やまがた やまがた寒甘王国 山形県産完熟
フルーツトマト H-5

くぼはた 窪畑ファーム トマトジュース H-4 やまがた 山形県食 棒だら煮 F-2

こいの 鯉の六十里 鯉の甘煮 A-3 やまがた 山形養蜂場 栃の木蜜 D-3

こうすい Ice caｆe 弘水 完熟苺みるく K-5 やまがた やまがた鳳凰倶楽部 ハウス栽培佐藤錦 E-3

ごとうや 後藤屋 いも煮 J-4 やまぐち 山口農園 まごころ米
こしひかり G-3

ごとう 後藤酒造店 辯天 純米大吟醸
原酒 亀の尾 I-5 ゆうぎょ 鮭工房 遊魚 山形県産

桜マススモーク E-2

さがえや 煎餅工房 さがえ屋 やみつき
しみかりせん G-5 ゆとりあん 悠豆里庵 あんみつ G-4

さかた 酒田米菓 オランダせんべい G-3 よねざわ 米澤紀伊國屋 米沢牛ミルフィーユ
カツサンド

E・F - 1

さとうや 乃し梅本舗 佐藤屋 乃し梅 F-3 わ わだ 和田酒造 大吟醸 名刀 月山丸 I-5

しべーる 麦工房シベール さくらんぼラスク D・E-3

しょうわ 昭和製麺 蔵王の銀嶺そば G-5

しんきねや 新杵屋 牛肉どまん中 H-3

かな 店舗名 代表品目 柱番号

すもーく スモークハウスファイン 米沢牛コンビーフ I-4 さかた 酒田・だるま寿司 のどぐろ丼 A・B-2

すや
せいない 八代目 酢屋清内 紅大豆味噌「吉正」 G-2 すいしゃ 手打 水車生そば 板そば B・C-2

だいしょう 大商金山牧場 米の娘ぶたシウマイ I-4 た てんしゅん 天旬 山形県庄内浜産
海鮮膳 D-1

たかはた たかはた果樹園 生ジャム いちご H-5

たかはた 高畠ワイン 氷結搾りデラウェア I-5 がせん 鋳金工芸 雅山 山形鋳物 I-6

たきがわ 滝川蒲鉾店 だだちゃ豆揚 C-3 けんらんど ケンランド ニット衣料 F・G - 6

たんの アサツユ・丹野園 新茶アサツユ初みどり G-2 すずまさ 紅花染処 鈴正 紅花染 F・G - 7

たんの 楢下宿 丹野こんにゃく 玉こんにゃく煮 C-3 せきかわ 関川しな織協同組合 しな織 I ・J - 6

ちょうえい 老舗 長榮堂 スカイベリー
生ふわ苺もち F-3 せんたろう 仙太郎下駄工房 下駄 I ・J - 6

ちょうかい 鳥海やわた観光 鳥海高原ヨーグルト
ラ･フランス G-4 た とがし 富樫銘木 銘木家具 K-6

つるおか 鶴岡飲料 鶴飲のだだちゃ豆 H-4 は ほづみ 穂積繊維工業 麻のじゅうたん I-7

てづか 手塚商店 銀だら粕漬け F-2 まきの 牧野 広大 草木染金属工芸 H-6

でわ
ざくら 出羽桜酒造 純米酒　出羽の里 J-5 まこや 手織り工房 MAKOYA 創作衣料 J-7

でわ
しょうない 出羽庄内特産 山形県産JAS認定

有機栽培つや姫 J-5 や ようざん つる工房 鷹山 つる工芸 H-6

とだ 戸田商店 秘伝豆 G-5 わ わくわく 染織工房 わくわく舘 米沢織・草木染 H-7

な にしきや 菓匠庵 錦屋 柏もち I-3

はたけ HATAKE Caｆe 大粒佐藤錦パフェ K-4

はんざわ 半澤鶏卵 もみじ卵スモッち
ゴールド D-2

《お買上げ応募抽選会開催》

すずき 鈴木製麩所 牛すき麩 E-2

営業時間
午前１０時３０分→午後７時３０分(ラストオーダー午後７時)

　　　最終日は午後５時３０分(ラストオーダー午後５時)

※都合により出品店舗、出品商品が一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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《工芸品特集》
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■会期中、8階催会場「やまがた展」にて税込2,000円お買上げ（当日のレシートのみ、合算不可）
　ごとに1回、蔵王温泉宿泊券などが当たる抽選会にご応募いただけます。

※応募券のお渡しは、１回のお買上げにつき５枚までとさせていただきます。
※必要事項をご記入うえ、８階直通エレベーター横に設置の応募箱にご投函ください。
※会期終了後の応募券のお渡し、ご応募はできません。
※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。（６月中旬ごろの予定）
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（50音順）

【８階催会場】

第1５回 やまがた展
■５月１９日（金）→ ２４日（水）
※連日午前１０時３０分～午後７時３０分まで開催、最終日は午後６時閉場。

山形県産以外の原材料を使用している商品もございます。


