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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。

やまがた土産菓子コンテスト試食会で山形大学・東北芸術工科
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。

置賜産デラウェアの果汁を使用した、
甘味と酸味が好バランスの豆菓子です。

３２g／袋  110円（税込）
○購入・お問合せ/山形おきたま農業協同組合
○住所/川西町大字上小松978-1
○TEL/0238-46-5300

おきたまデラまめおきたまデラまめ
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東根市産の完熟梅を、砂糖と
自家製醸造りんご酢で漬け込みました。
梅本来のさわやかな風味が楽しめる一品です。

５粒／袋  ３２４円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 壽屋
○住所/東根市本町6-36
○TEL/0237-42-0173

かわいいあかねひめ

第 4回

やまがた
土産菓子コンテスト

優良賞優良賞

優良賞

第4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
グローバル
マイスイーツ賞

第4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
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わがまちの土産菓子部門

だだちゃ豆右衛門チョコレートだだちゃ豆右衛門チョコレート 有限会社 木村屋

庄内町新産業創造協議会庄内町のほしがきさん

だだちゃ豆右衛門チョコレートだだちゃ豆右衛門チョコレート 有限会社 木村屋
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着色料不使用。白鷹町名産の
紅花を使用した色鮮やかな羊羹です。
上品な甘みで贈答にも喜ばれます。

280ｇ／本×2  1,870円（税込）
○購入・お問合せ/
　有限会社 和菓子ぬまざわ
○住所/白鷹町荒砥甲716-4
○TEL/0238-85-2374 

日本の紅
優良賞

県産の「さくら卵」とジャージー牛乳を使用。
口の中でトロッとほどけるような食感をお楽しみください。

100ｇ／個  350円（税込）
○購入・お問合せ/ホテルメトロポリタン山形
○住所/山形市香澄町1-1-1
○TEL/023-628-1128

吟上プリン

やまがたの土産菓子部門

わがまちの土産菓子部門

山形米沢牛クランチ山形米沢牛クランチ 有限会社 達商
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優良賞優良賞

高畠町産ラ・フランスの
オリジナルジャムが詰まった、
しっとり柔らかなパイ。

６個／箱  1,250円（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 シベール
○住所/山形市蔵王松ヶ丘2-1-3
○TEL/023-689-1131

山形ラ・フランスパイ山形ラ・フランスパイ
優良賞

庄内鶴岡産だだちゃ豆に
ホワイトチョコが浸み込んだお菓子。
塩がきいて豆の旨味が引き立ちます。

18ｇ／袋  648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

DADA cha whiteDADA cha white
優秀賞
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優秀賞

無添加クッキーにチョコレートを流し込み、
自社栽培のぶどう・柿・キウイの
　　　　　ドライフルーツを
　　　　　たっぷりトッピング。

３個／箱  1,080円（税込）
○購入・お問合せ/漆山果樹園
○住所/南陽市松沢202-1
○TEL/0238-43-3739

漆山クッキー
優秀賞
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県産完熟トマトをたっぷり使用した
ゼリー。百目鬼温泉のお塩を
かけて召し上がれ。

優良賞

６個／箱  1,720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

塩トマトゼリー

糖度の高い上山市産の完熟メルローぶどうを
まるごと絞り、ジューシーゼリーに仕上げました。

130ｇ／個  ２７０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

かみのやまぷるーる
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優良賞優良賞

和菓子の最中と洋菓子のフロランタンが
美味しい出会い！ふんだんに使用した
県産米が香ばしく広がります。

９枚／箱  1,080円（税込）
○購入・お問合せ/
　菓詩の森メゾン・ド・ボワ
○住所/寒河江市内ノ袋1-10-4
○TEL/0237-85-3373

ごっつぉ[GOTTSO]
優良賞

１６枚／箱  540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

つや姫チーズせんべいつや姫チーズせんべい

県産つや姫１００％使用のうす焼き煎餅。
ゴーダチーズやチェダーチーズなど、
数種類のチーズをたっぷりかけて仕上げました。
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プチプチのクランチの中に、米沢牛の
乾燥肉を混ぜ込みました。
絶妙な甘みと塩味でお酒の肴にもピッタリ！

12枚／箱  1,000円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 達商
○住所/鶴岡市宝田3-9-22
○TEL/0235-23-4142

山形米沢牛クランチ山形米沢牛クランチ
優良賞
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YAMAGATAYAMAGATA

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

やまがた食産業クラスター協議会
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庄内町のほしがきさん庄内町のほしがきさん第4回 やまがた土産菓子コンテスト

わがまちの土産菓子部門

最優秀賞
（山形県知事賞）

１０個／箱  1,500円（税込）
○購入・お問合せ/ 庄内町新産業創造協議会
○住所/東田川郡庄内町余目字沢田108-1
○TEL/0234-42-3266

だだちゃ豆右衛門チョコレートだだちゃ豆右衛門チョコレート第4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

最優秀賞
（山形県知事賞）

２４個／箱  1,296円（税込）
○購入・お問合せ/ 有限会社 木村屋
○住所/鶴岡市山王町9-25
○TEL/0235-22-4530 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 4 回 やまがた土産菓子コンテスト

おいしい食の宝庫山
形県の

農産物を使用した、

「山形ならでは」のお
土産菓子が大集合！

この機会にぜひご賞
味ください。
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鶴岡市特産の枝豆「だだちゃ豆」の色と風味を引き出した
ホワイトチョコレートベースの生チョコレート。
世界的なチョコレート品評会「インターナショナル
チョコレートアワーズ2017」において、
金賞を受賞した一品です。

庄内町産庄内柿の干し柿を使用したバターサンドクッキーです。
バタークリームの濃厚な味わいと、

干し柿の上品な甘さが優しくマリアージュ。



やまがた土産菓子コンテスト出品商品第4回

フルーツ甘酒ゼリー「山形づくし」
栄養・効能に優れた甘酒に、県産果汁１００％を加えたゼリー。

100ｇ×９個／箱  ２，５８０円（税込）
○購入・お問合せ/
　有限会社 佐藤錦
○住所/東根市三日町2-1-24
○TEL/0237-42-0072

参加商品の詳細は
Webからも
ご覧いただけます。

http://y-cluster.jp

やまがたの土産菓子部門  「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。

佐藤錦
ぎゅうぎゅうタルト
「エイスケ」

佐藤錦をぎゅうぎゅうに詰めた上品な味のタルト。

９個／箱  5,400円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 佐藤錦
○住所/東根市三日町2-1-24
○TEL/0237-42-0072

山形サブレ

山形県の形をした可愛いサブレ。
県産つや姫の
米粉使用でサクサク。

12枚／箱  1,200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

ラ・フランスの
パウンドケーキ

県産ラ・フランスをふんだんに使用した
しっとりパウンドケーキ。

270ｇ／本  1,200円（税込）
○購入・お問合せ/
　ホテルメトロポリタン山形
○住所/山形市香澄町1-1-1
○TEL/023-628-1128

山形最中

山形県の形をした楽しい最中。
つや姫米粉が香ばしいサクサク食感。

4個／箱  864円（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 峰月堂
○住所/山形市小白川町3-7-39　○TEL/023-622-9361

蕎麦茶ゼリー

庄内産蕎麦から煮出した蕎麦茶のゼリー。
黒蜜をかけて召し上がれ。

250g／箱  ５４０円（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 出羽
○住所/酒田市両羽町5-4
○TEL/0234-25-4580

燈玉生チョコレート

「食用ほおずき」をたっぷり使用した、
１０月～３月の季節限定スイーツ。

５個／箱  1,296円（税込）
○購入・お問合せ/有限責任事業組合 フリーハンド
○住所/最上郡鮭川村大字川口4890
○TEL/0233-55-4455

紅柿ドルチェCUT

上山市特産「紅柿」の干し柿を
ひとくちサイズにカット。
お菓子にもおつまみにも食べやすい。

50g／袋  ５４０円（税込）
○購入・お問合せ/松田農園
○住所/上山市川口53-1
○TEL/023-672-3675

つまむ穀つぶ

自家栽培のたかきびともち米を
手軽につまめるお菓子に仕上げました。

2袋／箱  1,280円（税込）
○購入・お問合せ/企業組合 旬彩工房
○住所/西置賜郡小国町大石沢373
○TEL/0238-65-2432

ぱりんとう

県産米粉と小麦粉を使用した、
パリパリ食感の薄揚げかりんとう。

１枚  100円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 六味庵
○住所/南陽市椚塚1601
○TEL/0238-43-6363

天から童

アーモンドたっぷりの生地に
キャラメルクリームをサンド。

10個／箱  1,598円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 ボンむらやま
○住所/天童市天童中3-1-21
○TEL/023-654-3274

洋菓子屋の芋ようかん

県産シルクスイート芋を使用。
クリーミーな口どけに仕上げました。

２本／箱  1,360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

いとこ煮ゆべし

庄内の郷土料理、小豆ともち米で
作る“いとこ煮”をゆべしに仕上げました。

１２個／箱  1,358円（税込）
○購入・お問合せ/
　庄内町新産業創造協議会
○住所/東田川郡庄内町余目字沢田108-1
○TEL/0234-42-3266

枝付き干しぶどう

もぎたて県産デラウェアを常温乾燥。
アントシアニンが豊富で皮ごと頂けます。

１房  ６５０円（税込）
○購入・お問合せ/漆山果樹園
○住所/南陽市松沢202-1
○TEL/0238-43-3739

わがまちの土産菓子部門 「わがまち自慢 」の土産品として、主に自店舗や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。

しょうゆの実せんべい
県産大豆、小麦、玄米を使用した風味豊かなお煎餅。

５枚／袋  ２８０円（税込）
○購入・お問合せ/ハナブサ醤油株式会社
○住所/東田川郡庄内町余目字町161
○TEL/0234-43-3012 多来福

県産米粉・もち米を使用し、
じっくり丁寧に焼き上げた米粉菓子。

8個／箱  1,200円（税込）
○購入・お問合せ/菓匠萬菊屋
○住所/南陽市若狭郷屋728-1
○TEL/0238-43-2066

どら焼き

県産鶏卵や北海道産小倉を使用し、
じっくりふっくら焼き上げました。

４個／パック  ３２０円（税込）
○購入・お問合せ/
　有限会社 たんばや製菓
○住所/酒田市飛島字大林717-5
○TEL/0234-61-7320

山形さくらんぼ
マドレーヌ

生地には県産佐藤錦果汁をたっぷり加え、
しっとり食感に仕上げました。

５個／箱  950円（税込）
○購入・お問合せ/
　株式会社 清川屋
○住所/鶴岡市宝田1-4-25
○TEL/0235-23-2111

山形
恋豆ショコラ

濃厚なチョコレートにトッピングした
鶴岡産だだちゃ豆がアクセント。

９個／袋  594円（税込）
○購入・お問合せ/
　有限会社 達商
○住所/鶴岡市宝田3-9-22
○TEL/0235-23-4142

蜂蜜カステラ

国産小麦や県産鶏卵などの素材を
贅沢に使い、じっくり焼き上げました。

７個／パック  350円（税込）
○購入・お問合せ/
　有限会社 たんばや製菓
○住所/酒田市飛島字大林717-5
○TEL/0234-61-7320

花べっこう飴

県産紅花と食用菊「もってのほか」
を散らしたべっこう飴。

７０g／袋  432円（税込）
○購入・お問合せ/
　有限会社 大山製菓
○住所/山形市北山形2-4-22
○TEL/023-646-5545

山形まるごと
りんごチップス

1袋に丸ごと１個分の
もぎたてリンゴ使用！

３０g／袋  540円（税込）
○購入・お問合せ/企業組合 スイーツキッチン
○住所/天童市蔵増1005-2
○TEL/023-664-0037

箱入
だだちゃ豆チップス

県産米はえぬきを原料に
県産だだちゃ豆を練りこんだ軽いスナック。

23g／４袋  540円（税込）
○購入・お問合せ/農事組合法人 りぞねっと
○住所/最上郡真室川町新町379
○TEL/0233-62-4456

ちびかり

県産米使用の薄皮お饅頭を
米油でカリッと揚げました。

８個／カップ  ３９０円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 六味庵
○住所/南陽市椚塚1601
○TEL/0238-43-6363

山形産
紅玉りんごパイ

県産紅玉りんごを使用したパイ。
甘酸っぱいりんごジャムが
美味しい一品。

7個／箱  909円（税込）
○購入・お問合せ/株式会社 峰月堂
○住所/山形市小白川町3-7-39
○TEL/023-622-9361

藤の里 花サブレ

米粉のザクザクした歯ざわりと
上品な甘さがほどける花のサブレ。

１０枚／箱  1,512円（税込）
○購入・お問合せ/菓子工房 ふくや
○住所/鶴岡市藤島字古楯跡55-2
○TEL/0235-64-2360

すっぽんちゃん
サブレー

県産小麦粉使用。
すっぽんスープ入りの元気印サブレー。

6枚／箱  720円（税込）
○購入・お問合せ/藤右エ門すっぽんポン製菓
○住所/遊佐町比子字白木23-183
○TEL/0234-75-3796

長寿芋

南陽市産の紅はるか本来の甘みと
食感が美味しいお菓子です。

６個／箱  1,62０円（税込）
○購入・お問合せ/
　菓匠萬菊屋
○住所/南陽市若狭郷屋728-1
○TEL/0238-43-2066

出羽の大地

県産米粉とさくらんぼの花の
蜂蜜でしっとり焼き上げました。

7個／箱  1,080円（税込）
○購入・お問合せ/有限会社 ボンむらやま
○住所/天童市天童中3-1-21
○TEL/023-654-3274

いちごようかん

県オリジナル品種サマーティアラ
１００％使用。いちご好きには
たまらないコクと酸味。

1本  350円（税込）
○購入・お問合せ/工房七つの里
○住所/
　最上郡鮭川村大字曲川405-9
○TEL/080-2836-4555（伊藤）

※価格はコンテスト時のものになります。

ラズベリーゼリー
７５g／個  ２７０円（税込）
○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

無農薬・無化学肥料栽培の舟形町産
ラズベリーを原料にした甘酸っぱいゼリー。




