自然豊かな環境で育まれた山形産ヤマラク牛乳を使った
ど め き
濃厚なチーズケーキに、百目鬼温泉のミネラルたっぷりの塩を
ほんのり効かせたチーズフォンデュ風焼き菓子。
第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

最優秀賞

第3回

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

やまがた
土産菓子
コンテスト

マイスイーツ賞

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

グローバル
マイスイーツ賞

第 3 回 やまがた土産菓子コンテスト

やまがたの土産菓子部門

ヤマラク牛乳の塩チーズフォンデュ
5個入×1箱

最優秀賞

980円（税込）

○購入・お問合せ/

株式会社 銘菓の錦屋

商品カタログ

○住所/東置賜郡川西町上小松1509
○TEL/0238-42-2636

（山形県知事賞）

第３回 やまがた土産菓子コンテスト

赤湯産ぶどうの瑞々しい食感を生かし、
山形のはえぬき米粉や小麦全粒粉等を使って丁寧に焼き上げた絶品シフォン。
添加物一切不使用ですので安心してお召し上がりいただけます。

主催： やまがた食産業クラスター協議会
共催： 山形県／おいしい山形推進機構／
山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

最優秀賞

庫山形県の
おいしい食の宝
した、
農産物を使用
集合！
土産菓子が大
お
の
」
は
で
ら
「山形な
。
ご賞味ください
この機会にぜひ

YA M A GA TA

やまがた土産菓子コンテスト
わがまちの土産菓子部門

第3回

貴婦人のため息
１箱８５g

最優秀賞

やまがた食産業クラスター協議会

648円（税込）

○購入・お問合せ/

有限会社 六味庵

住所：山形県山形市緑町一丁目９番３０号 TEL：023-679-5081
http://y-cluster.jp

○住所/南陽市椚塚1601
○TEL/0238-43-6363

（山形県知事賞）

優秀賞
さくらんぼ でん六豆

第3回

やまがた

32g×5袋 648円（税込）

土産菓子コンテスト

優秀賞

○購入・お問合せ/株式会社 でん六
○住所/山形市清住町3-2-45
○TEL/023-645-6460

「つや姫」
を１００％使用した醤油煎餅
米の甘味、
醤油の香ばしい旨味が美味しいです

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

優良賞
つや姫醤油煎餅

優良賞

○購入・お問合せ/
株式会社 マウントスマイル
○住所/米沢市成島町3-2-117
○TEL/0238-22-5941

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

高畠町産ラ・フランスの芳醇なジャムと
クリームチーズをバター香るガレットで包みました

優良賞

優良賞
山形ラ・フランスガレット
7個入×1箱 1,188円（税込）

○購入・お問合せ/株式会社 シベール
○住所/山形市蔵王松ケ丘2-1-3
○TEL/023-689-1131
第3回

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

優良賞

やまがた
土産菓子コンテスト

パッケージ
デザイン賞

小麦粉不使用、
県産
「つや姫」
の米粉100％のクッキー。
ほろほろ食感とチョコレートのハーモニーをお楽しみください。

優良賞
山形のゆきどけ
つや姫米粉の
ほろっとクッキー
9枚入×1箱 1,080円（税込）
○購入・お問合せ/
株式会社 茶勘製菓
○住所/鶴岡市宝田1-4-25
○TEL/0235-24-1511

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

パッケージ
デザイン賞

パッケージデザイン賞
やまがたの土産菓子部門

山形のゆきどけつや姫米粉のほろっとクッキー
株式会社 茶勘製菓

わがまちの土産菓子部門

純米吟醸やま富近岡酒ケーキ 株式会社 近岡商店

﹁わがまち自慢 ﹂
の土産品として︑主に産地直売所など
その地域を中心に販売している土産菓子部門です︒

﹁ 山 形 な らでは ﹂の土 産 品 として︑自 店 舗の他 ︑
県 内 観 光 施 設 な ど 広 範 囲で販 売している土 産 菓 子 部 門です︒

16枚入×1袋 540円（税込）

わがまちの土産菓子部門

やまがたの土産菓子部門

サクサク衣の甘酸っぱい
「さくらんぼ味」
豆菓子
ポリッと食べやすい、
軽〜い一粒です

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

優秀賞

第3回

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

やまがた
土産菓子コンテスト

マイスイーツ賞

パッケージ
デザイン賞

フルーティな味わいの純米吟醸酒
「やま富近岡」
をケーキに
染み込ませた大人の味わいのケーキ

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

優良賞

鶴岡産だだちゃ豆を生地に練りこみ
パリッと焼き上げたお煎餅の中に
ランダムなおみくじが入った楽しいお菓子

優良賞
おみくじせんべい

優秀賞
純米吟醸
やま富近岡酒ケーキ

100g 378円（税込）

○購入・お問合せ/
有限会社 宇佐美煎餅店
○住所/鶴岡市錦町10-10
○TEL/0235-22-0187

1箱 1,296円（税込）

○購入・お問合せ/株式会社 近岡商店
○住所/最上郡真室川町新町823
○TEL/0233-62-2348

県産紅玉リンゴの爽やかなフィリングを
「つや姫」米粉のパイ生地で焼き上げた
贅沢なプチアップルパイ

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

優秀賞

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

グローバル
マイスイーツ賞

優秀賞
ひめリンゴ

やまがた
土産菓子コンテスト

優良賞

○購入・お問合せ/株式会社 山形グランドホテル
○住所/山形市本町1-7-42
○TEL/023-641-2611

○購入・お問合せ/
だんご本舗たかはし
○住所/上山市矢来2-1-41
○TEL/023-672-3357

第3回

やまがた

サクサクパイと山ぶどうの酸味が
アクセントのおいしいお菓子

土産菓子コンテスト

優秀賞

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

優良賞

小麦粉不使用
大豆の粉と米粉の和風マドレーヌ
米粉のもっちり食感が楽しめます

優良賞
米どれーぬ

優秀賞
山ぶどうパイ

6個入×1箱 950円（税込）

1個 162円（税込）

○購入・お問合せ/
有限会社 菓道 八右エ門
○住所/山形市大字七浦579
○TEL/023-684-8129

○購入・お問合せ/
株式会社 舟形町振興公社
○住所/最上郡舟形町長沢8067
○TEL/0233-32-3655

やまがた土産菓子コンテスト試食会で 一般消費者の投票により最もおいしい土産菓子に選ばれました。

やまがたの土産菓子部門

ヤマラク牛乳の塩チーズフォンデュ
第3回

グローバル
マイスイーツ賞

グローバル
マイスイーツ賞

1個 151円（税込）

マイスイーツ賞

やまがた
土産菓子コンテスト

第3回

やまがた
土産菓子コンテスト

優良賞
かみのやま
ショコラップル

5個入×1箱 1,188円（税込）

マイスイーツ賞

第3回

皮ごと使ったリンゴジャムの甘みを
「ショコラ」
のほろ苦さがバランスよく引き立てる
特別なアップルパイ

グローバルマイスイーツ賞

わがまちの土産菓子部門
株式会社 銘菓の錦屋

やまがた土産菓子 コンテスト試食会で山形大学留学生の投票により
最もおいしい土産 菓子に選ばれました。
山形の美味しい果物を大きめカットで贅沢に入れたゼリー

やまがたの土産菓子部門

ヤマラク牛乳の塩チーズフォンデュ

純米吟醸やま富近岡酒ケーキ 株式会社 近岡商店

株式会社 銘菓の錦屋

わがまちの土産菓子部門

かみのやまショコラップル だんご本舗たかはし
ひめリンゴ 株式会社 山形グランドホテル

フルーツ５６５６ゼリーセット
240g×6個 2,500円（税込）

○購入・お問合せ/
株式会社 やまがたさくらんぼファーム
○住所/天童市川原子1303
○TEL/023-657-3211

第3回 やまがた 土産菓子コンテスト出品商品
やまがたの土産菓子部門
「つや姫」
玄米と厳選された醤油を使用した
昔懐かしいポン菓子

つや姫ぽん米

8枚入×1袋 432円
（税込）
○購入・お問合せ/
株式会社 マウントスマイル
○住所/米沢市成島町3-2-117
○TEL/0238-22-5941

おからと豆乳を使用した薄焼きかりんとうが香ばしい

こっだい ん米大福

田園ショコラ♯６

１２枚入×1箱 1,080円
（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 明友
○住所/尾花沢市大字五十沢字前森山1432-1
○TEL/0237-22-1819

15袋入×１箱 810円（税込）
○購入・お問合せ/
酒田米菓株式会社
○住所/酒田市両羽町2-24
○TEL/0234-22-9541

チョコレート入りの焼き菓子
和洋のコラボレーションが楽しめます

山の携帯食をイメージした和のショートブレッド
素朴でどこか懐かしい味わいです

花笠
チョコまんじゅう

うやむや

山形県産ラ・フランスと
さくらんぼの浸みチョコ菓子です

チョコまがって
C'est bon

15ｇ×4袋 700円（税込）
○購入・お問合せ/酒田米菓株式会社
○住所/酒田市両羽町2-24
○TEL/0234-22-9541

ごろごろしたラ・フランスの食感を
手軽に美味しく楽しめます

4枚入×1袋 540円（税込）
○購入・お問合せ/
乃し梅本舗佐藤屋
○住所/山形市十日町3-10-36
○TEL/023-641-2702

400ｇ×1箱 1,782円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 絣屋
○住所/山形市飯塚町字西原北1074-1
○TEL/023-644-1206

洋梨スムージー

山形産の小麦
「ゆきちから」
を使用
サクッと軽い食感に仕上げたバニララスク

225g 162円
（税込）
○購入・お問合せ/和歌山産業株式会社
○住所/東根市神町南1-5-26
○TEL/0237-47-0441

「つや姫」
の米粉で香ばしく
サクサクに焼き上げたクッキー

姫の香 mini

通常の煎餅の約10倍の大きさ！
「つや姫」
100％の
手焼き醤油煎餅

14枚入×1箱 1,000円（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 杵屋本店
○住所/上山市弁天2-3-12
○TEL/023-673-5444

大丸のり煎餅

100g×1缶 648円（税込）
○購入・お問合せ/
有限会社 白いくも
○住所/
南陽市赤湯2857-1
○TEL/0238-43-8988

やまがた道の駅
クッキーシューラスク

「わがまち自慢 」の土産品として、主に産地直売所などその地域を 中心に販売している土産菓子部門です。
鶴岡で長年愛されてきた
年の瀬の季節菓子

カリッとした食感で
お年寄りからお子様まで大好評

紅花かりんと

15枚入×1袋 756円（税込）
○購入・お問合せ/
有限会社 宇佐美煎餅店
○住所/鶴岡市錦町10-10
○TEL/0235-22-0187

山形小麦ラスク

シュー生地をクッキー生地で包んだ２層のラスク
「つや姫」
米粉を生地に練りこんであります

6個入×1箱 1,134円（税込）
○購入・お問合せ/
山形県「道の駅」連絡会駅長会議
（事務局：道の駅むらやま）
○住所/村山市大字楯岡7635-1
○TEL/0237-55-7100

1枚 1,080円（税込）
○購入・お問合せ/
有限会社 結城米菓
○住所/山形市浜崎76-3
○TEL/023-633-3090

だだちゃファリーヌ

http://y-cluster.jp

玄米のサクサク食感とミルクチョコレートの
甘みがまろやかなスイーツ

雪国やまがた ひとひらの雪

４個入×1箱 767円
（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 明友
○住所/尾花沢市大字五十沢字
前森山1432-1
○TEL/0237-22-1819

鶴岡市特産のだだちゃ豆を
たっぷり使用したクリームを薄焼き煎餅にサンド

Webからも
ご覧いただけます。

「山形ならでは」の土産品として、
自店舗の他、県内観光施設など 広範囲で販売している土産菓子部門です。

自社栽培
「天平秘伝豆」
の風味と
古代米の食感をお楽しみください

わがまちの土産菓子部門

参加商品の詳細は

150g 388円（税込）
○購入・お問合せ/菓子の梅安
○住所/鶴岡市大西町19-4
○TEL/0235-22-2147

焙煎玄米粉100％使用
ほろほろとした口当たりが特長のクッキー

観音様の縁起もの
切山椒

さくさく、ほろり。
ポルボローネ

150g 540円（税込）
○購入・お問合せ/菓子の梅安
○住所/鶴岡市大西町19-4
○TEL/0235-22-2147

7個入×1袋 378円（税込）
○購入・お問合せ/
だんご本舗たかはし
○住所/上山市矢来2-1-41
○TEL/023-672-3357

白餡を薄い皮で包んだ
花笠モチーフのおまんじゅう

日本一の芋煮鍋をイメージし
５種類のナッツを醤油味で仕上げました

しゃんしゃんしゃん

やまがたの芋煮

10個入×1箱 1,300円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 戸田屋
○住所/山形市小性町1-32
○TEL/023-622-6728

3個入×１箱 985円（税込）
○購入・お問合せ/
有限会社 ケーキハウスチュチュ
○住所/山形市高堂1-8-1
○TEL/023-645-2511

県産大豆・県産小麦100％の
特級醤油で味付けしたゆべし

ラ・フランスとさくらんぼのコンフィを
ホワイトチョコでサンドした花笠型のお菓子

音頭ゆべし

ヤッショ・マカショ
まろやかでコクのあるジェラート
焙煎したたかきびが薫り高く贅沢な味わい

雑穀 たかきび
ミルクジェラート

125g 410円（税込）
○購入・お問合せ/
株式会社 小国いきいき街づくり公社
○住所/西置賜郡小国町大字小国町163
○TEL/0238-61-0055

米どころ庄内町ならではの素材を
使用したクッキー詰め合わせ

亀じいの玉手箱

17個入×1箱 2,160円（税込）
○購入・お問合せ/
社会福祉法人庄内町社会福祉協議会
ひまわり園
○住所/東田川郡庄内町余目字猿田36-3
○TEL/0234-42-0318

ちょっと甘くて酸っぱくて
ご飯にも合うお菓子な梅干し

おかしな梅干し

240g×1袋 864円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 松野屋
○住所/東根市大字野川1555-1
○TEL/0237-44-2626

10個入×1箱 1,500円（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 おかしの平和堂
○住所/最上郡真室川町新町129-5
○TEL/0233-62-2762

5個入×１箱 900円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 ケーキハウスチュチュ
○住所/山形市高堂1-8-1
○TEL/023-645-2511

ポリフェノールが多く含まれる健康果実
アロニアをたっぷり使用したキャンディー

寒河江市のゆるキャラ
「チェリン」
型が可愛い焼き菓子

渋実の女王
アロニアキャンディー

チェリンのスイーツ

50g 400円（税込）
○購入・お問合せ/旬果かわぐち
○住所/上山市川口37
○TEL/023-672-2644

1個入×1箱 290円（税込）
○購入・お問合せ/
有限会社 ブールシャンティー
○住所/寒河江市大字高松264
○TEL/0237-87-2324

ラーメンの具をそのまま
もちふわ生地で包んだ新しい肉まん

ラーメン肉まん

800g×8個 2,400円（税込）
○購入・お問合せ/
株式会社 アイデアのおもちゃ箱
○住所/長井市高野町2-4-32
○TEL/0238-88-1320

地産ワインにつけこんださくらんぼと
自慢のバタークリームをサブレにサンド

さくらんぼ
バターサンド

6個入×1箱 840円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 大國屋
○住所/上山市二日町9-1
○TEL/023-672-2843

山形で広く愛される
「里芋」
のネットリとした食感と
チョコレートが好相性！

山形いもこトリフ
6個入×1箱 600円（税込）
○購入・お問合せ/白山堂芳賀
○住所/長井市館町南12-30
○TEL/0238-88-4170

ふわふわ口どけのクルミ入りゆべし
味噌と醤油風味の
優しい甘みが特徴です

十日餅

５個入×１箱 1,300円（税込）
○購入・お問合せ/
株式会社 芳紅庵たかはし
○住所/山形市十日町3-6-22
○TEL/023-622-4745

