
たこのやわらか煮

森半の抹茶水晶飴

ガナッシュショコラ 磯の風味 味付さしみこんにゃく

手すき友禅和紙のピアス

竹田真理

コーヒーベース 加糖＆無糖 羽毛ふとん新品仕上げ

おつまみに・ごはんに・たこに！
近海で捕れた新鮮な生たこを当店の特製醤油で
ゆっくり、じっくり3日かけて煮込みました。
柔らかいたこ、衝撃です。

100g…690円（税込）

米沢市中央7-6-13
●営10:00～19:00　●休土曜、日曜、祝日
☎0238(23)0650 枝松正憲

お魚と手作りお惣菜の店 えだまつ

京都から～抹茶だらけの水晶玉
水晶玉のように透き通った飴。飴の中に抹茶そのものを
閉じ込めた、今までにない食感。見て美しく、
食べておいしい!!さぁ、お試しあれ!

1袋80g…345円（税込）

米沢市中央3-10-10
●営9:30～17:30　●休土曜、日曜、祝日
☎0238(23)0086 益子光子

お茶はやっぱり いばらきや茶店

やさしい！おいしい！大好き！！

米沢市直江町3-12
●営 9:30～18:00（L.O.17:00） ●休火曜、第2日曜
☎0238(27)9268 我彦博行　我彦千春

小さな隠れ家 はるカフェ

野菜たっぷり日替りスープランチ

1人前…1,050円（税込）

体がじんわり温まる野菜スープです。主食は23穀米
おにぎりかトーストを選べます。
心をホッとさせたいときにどうぞ。

あなたはお花が好きですか

フラワーベース

1,650円（税込）～

ほっと一息つきたいとき、自分の好きな花を見つめて
みませんか。シンプルな花瓶でいつもと
違った雰囲気づくりをお手伝いいたします。

米沢市塩井町塩野1493-7
●営9:00～19:00　●休不定休
☎0238(49)8755 齋藤 晋

s floral art（エス フローラル アート）

お口に入れたら たちまち貴婦人
なめらかな食感と上品な味わいの秘密は、
〝クーベルチュール″チョコレート。美味しさと
くちどけの良さをお楽しみくださいませ。

1個…450円（税込）

米沢市金池7-3-45
●営12:00～18:00　●休月曜、火曜、水曜
☎080(8206)0824 髙桑朗子

小さなパティスリー タキコおやつ実験室

出張タイヤ交換サービス

お助けマン参上！！
タイヤが重い、時間が無い等…出張タイヤ交換は、
面倒事は一切なし。希望する日に、
希望する場所へ私が伺います！

米沢市花沢3102-11
●営9:00～18:00 ●休日曜、祝日
☎0238(21)2858

軽自動車…4,000円（税込） 普通自動車…5,000円（税込）

後藤孝之

らくらく防犯錠

ルパンが泣いたディンプルキー
簡単には破られない、並外れた防犯性の鍵で家族の安
心を守ります。さらに鍵差し込みは上下左右
裏表がなく、施錠開錠が便利です。

米沢市下花沢3-10-26
●営8:30～17:30 ●休日曜、祝日、第2・4土曜
☎0238(21)6677

サッシ・ガラスのプロショップ 石附硝子板金塗装と自動車整備 後藤ボデー

1セット 施工共…17,600円（税込）～

石附純美

お父さん、まず一蒟（いっこん）
「酒田の塩」を使用し、海産物の旨味と唐辛子で
味付けした蒟蒻（こんにゃく）です。
ピリ辛味でお酒のおつまみにもピッタリ！

1袋100g…150円（税込）

米沢市中央4-5-23
●営8:00～17:00　●休木曜、日曜
☎0238(23)1380 猪野正幸

玉こんにゃく製造元 いの食品

クラフトチョキ（多用途ばさみ）

プロ愛用の“カワイイ”チョキッ娘
ガーデニングからキッチン、プロの仕事場でも
使われる「１本あれば」便利なハサミ。
5色から好きな色を選んでね○

1丁…2,000円（税込）

米沢市鍛冶町4573
●営9:00～18:30　●休1/1、不定休
☎0238(23)7662 永井栄蔵

刃物の店 太兵衛のこぎり

ドライブついでに極上のランチを

米沢市大字関根14095
●営 11:00～20:00 要予約　●休木曜
☎0238(35)2354 佐藤大介

関根 大門寿司

平日限定！お持ち帰りランチセット

1人前…1,000円（税込）

あの大門寿司ランチがなんとお持ち帰りに！ちらし寿
司に3品以上のおかずをお付けします。
当日の電話注文にも対応いたします！

米沢の“魅力”がイラストに！

ネットショップのURL：
https://hanamoriezu.theshop.jp
Eメール：hanamori@ya.ncv.jp 佐藤綾子

町のイラスト屋さん 花と森デザイン

手描きイラストデータ「米沢絵図」

1点…3,900円（税込）

当店オリジナルの〝ほっこり″カワイイご当地イラスト。 
商業利用・各イラストのバラ売りもOKです。 
ネットでもメールでもご対応いたします！

木の屋 カレイの縁側 醤油煮込み

サプリよりカレイにおまかせ♡
カレイにはみんなが嬉しいコラーゲン・DHA・EPA・カル
シウムがたっぷり。生姜の利いた味付けで、
そのままでも、煮物にしても美味。

1個 170ｇ…464円（税込）

米沢市城西3-9-54
●営9:00～19:30　●休日曜
☎0238(24)3100 金子惠子

GOODY SHOP KANEKO

手作りの伝統美を耳元に
華やかな友禅和紙で一つ一つ手作りしました
（防水加工済）。軽いのに存在感抜群！
100円の追加でイヤリングにも♪

1組…1,100円（税込）

米沢市松が岬2-1-82
●営9:00～19:00　●休日曜
☎0238(23)1118

とんぼ玉と民芸和紙 大和屋

米沢牛ビーフカレーセット

これはカレーの宝箱や!!
米沢牛と香味野菜等でじっくりと煮込んだ、栄養豊富
なカレーです。米沢牛とスープの旨味が
詰まった、まさに美味しさの宝箱です。

1人前…1,100円（税込）

米沢市門東町3-1-47
●営11:30～14:00 ※夜は完全予約制 ●休不定休
☎0238(21)2709 白田静雄

イタリアンレストラン リーガル

いろはあかり（LEDローソク）

眺めていたい、癒しのあかり
「癒し」効果があるローソクの炎。そのゆらぎを忠実
に再現しました。シンプルなデザインで
インテリアにもマッチします。

リモコン…550円（税込）1台…1,650円（税込）

米沢市大町4-4-33
●営9:00～18:00　●休不定休
☎0238(23)0304 松田智博

創業300年 総合葬祭の 源兵衛堂
米沢市相生町2-66
●営10:00～19:00  ●休水曜
☎0238(24)2189

きもの 美翔

コーヒー染 ショール

“チガイ”のわかる大人のオシャレ
「鷲コーヒー」の焙煎豆と当店に湧く井戸水で染めました。
ショール・巾着・トートバッグ・ポーチなどが
ありますので、お好みの商品をぜひ。

1枚…5,000円（税込）

本田和也 本田由紀子

がんばる自分にくつろぎの時間を
割るだけで簡単に本格コーヒーとカフェラテが
作れます。夏はアイスで冬はホットで
一年中大活躍！贈り物にも最適です。

1本250ml…890円（税込）

米沢市本町2-5-21
●営9:00～20:00　●休日曜
☎0238(21)2590 鷲 将克

自家焙煎珈琲豆屋 鷲コーヒー

ふんわりふわふわまるで新品
10年使ってボリュームが無い羽毛ふとんを、当店では
まるで新品のように仕上げます。
南アルプスの天然水で洗うのがポイント！

1枚施工…22,000円（税込）～

米沢市泉町2-2-1
●営10:00～18:00　●休水曜
☎0238(38)3409 井上義教

ピンクのお店 井上ふとん店

KAGI

注文時間   8:00～13：30
受取時間 11:00～14：00
注文時間   8:00～13：30
受取時間 11:00～14：00

季節のお花
1輪つきます

10食限定全長16cm

要予約 数量限定

要電話
平日限定
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よねざわ逸品研究会 米沢市／米沢商工会議所
（協） 米沢市商店街連盟 TEL.0238-21-5111

TEL.0238-22-5111
米沢商工会議所中小企業振興部
米 沢 市 産 業 部 商 工 課

〈お問い合わせ〉

よねざわ逸品研究会
公式ホームページ

第8弾

このチラシは2022年3月～の保存版です

一店逸品運動事業は（協）米沢市商店街連盟・米沢市・米沢商工会議所が行う“商業活性化事業”です。

よねざわ逸品研究会 一店逸品運動事業
●羽黒神社

●関根小

●関根郵便局

関根駅

関根
大門寿司

関根エリア

17

本チラシの逸品は、通年取り扱っております

スタンプを3個集めると、豪華賞品が当たる抽選に応募できます。
「米沢牛」1万円分をはじめ、各店舗からの素敵な賞品を用意！！

参加店マップ

「米沢逸品スタンプラリー」開催！！「米沢逸品スタンプラリー」開催！！

のぼり旗と
　　　ポスターが目印！
のぼり旗と
　　　ポスターが目印！

※当選発表は、賞品（または賞品引換券）の発送をもって代えさせていただきます。スタンプラリーの詳細は逸品のお店またはホームページをご覧ください。

応募締切
2022年4月3日㈰


