
なお、ご返品頂けない場合は再送出来かねます。

【顧客情報厳守】
お客様から頂戴した顧客情報は厳重に管理しておりますので、第三
者への流出は一切ありません。ダイレクトメールや商品の発送のみ
に使用いたします。

【必ずお読みください】
※電話番号を必ずお知らせください。
①ご注文の際は、必要事項をご記入ください。ご記入もれや不明な
点がある場合は、受付が大変遅くなります。
②申込み内容・数量を必ずご確認ください。
③ご注文いただいてからこちらから確認の電話をさせていただきます。
④火曜日は定休日のため、受付・発送は休ませていただきます。
⑤表示価格は消費税別の価格です。送料は別途申し受けます。

写真はイメージです。実際の商品と若干の差がございます。
表示価格は変更になる場合がございます。

　クレジットカード…決済手続き完了後
　　　　　　　　　　2～3日前後で発送いたします

●免責事項
商品および発送については細心の注意を払っておりますが、延着な
どにより二次的に発生する事由による一切の責は負いかねます。
12月の多忙期やヤマト運輸の諸事情・交通渋滞などでご指定のお届
け日や時間に届かない場合がございます。あらかじめご了承願いま
す。

【返品交換特約】
生鮮食品ですので、返品はご容赦ください。商品の品質管理には万
全を期しておりますが、万一品質に不都合がございましたら交換さ
せて頂きます。
なお、送付先での引き取り拒否、住所不在等の理由による商品変質
につきましては、賠償の責は負いかねます。お気づきの点がござい
ましたら、当店まで商品到着後2日以内にご連絡後、着払い冷蔵[冷
凍]宅急便で返品してください。確認後、再送させていただきます。

【運営販売表記】
●販売店名　　　　株式会社 登起波（ときわ）
●販売業者　　　　株式会社 登起波（ときわ）
●運営統括責任者　店主　尾﨑 仁
●所在地　　　　　〒992-0045山形県米沢市中央7丁目2-3
●連絡先　　　　　TEL：0238-23-4400／FAX：0238-23-1501
●Eメール　　 　　tokiwa@yonezawabeef.co.jp

【販売に関する規約】
●商品は全て消費税別価格となっております。別途消費税が加算されます。
●商品代金以外の必要料金
　荷具送料・・・商品・地域によって、1,100円～2,090円（税込）
　ギフト箱代・・・1ヶ所へ複数個送付の場合、2箱目から176円（税込）
　金融機関への振込手数料
●引き渡し時期　　　　　　　　　　　　　　　　
　銀行振込……………弊社で入金確認後　　　　　
　郵便振替……………弊社で入金確認後
　代金引換……………お電話で確認後

特定商取引法に基づく表記

商品包装・熨斗について

配送について

お支払い方法

ご注文方法

北海道
常温便

1,300円（税込1,430円）
1,000円（税込1,100円）
1,100円（税込1,210円）
1,400円（税込1,540円）
1,500円（税込1,650円）
1,700円（税込1,870円）

冷蔵便または冷凍便
1,500円（税込1,650円）
1,200円（税込1,320円）
1,300円（税込1,430円）
1,600円（税込1,760円）
1,700円（税込1,870円）
1,900円（税込2,090円）

東北・関東・信越
北越・中部・関西

中国
四国・九州
沖縄

和歌山

大阪

京都

三重

奈良

滋賀

福井

石川

愛知

長野

岐阜

長崎

佐賀

熊本

福岡

鹿児島

宮崎

大分

山口 広島

島根

岡山

鳥取

沖縄

高知

愛媛

徳島

香川

富山

新潟

静岡

山梨

埼玉

群馬

栃木

神奈川

東京

千葉

茨城

福島

山形

秋田

青森

北海道

宮城

岩手

兵
庫

翌々日※1
最短到着日時

翌日の午前中
翌日の14時以降※2

翌々日
翌々日
翌々日

※1 函館周辺のみ翌日の14時以降到着。
※2 一部地域は18時以降になる場合がございます。

送料・ご到着までの目安

ご贈答用商品の包装について

配送方法
ヤマト運輸でお届けします。
配送方法が違う商品を一緒にご注文の際お客様から
特に指定がない場合、下記のようになります。

ギフト券のみの発送は送料無料です。
ギフト券と他の商品を同梱する場合は、他の商品に
合わせた送料を頂戴いたします。
予めご了承ください。

①インターネット ②注文書をFAXまたは郵送

ご注文いただいた後に、お支払い金額のご案内を差し上げます。弊社からの連絡をお待ちください。
商品発送はご入金確認後となりますのでご了承ください。
＊振込手数料はお客様にてご負担下さいますようお願いいたします。

銀行よりお振込の場合
銀行名：①米沢信用金庫 北部支店  口座：当座預金  0002568  名義：株式会社 登起波 カ）トキワ
　　　  ②荘内銀行 米沢中央支店  口座：当座預金  0002735  名義：株式会社 登起波 カ）トキワ
　　　  ③楽天銀行 第一営業支店  口座：普通預金  7026061  名義：株式会社 登起波 カ）トキワ

口座：0 2 4 3 0－ 3－0 0 2 3 4 1 8

以下のクレジットカードがご利用いただけます

ヤマト運輸コレクト便にて発送致します。なお、取り扱い手数料は300円（税別）です。
お買い上げ金額が3,000円（税別）以上の場合、手数料は当店が負担します。

FAX ： 0238-23-1501
〒992-0045
山形県米沢市中央7-2-3
登起波牛肉店 宛

④来店案内

登起波牛肉店　本店
〒 992-0045
山形県米沢市中央7-2-3
0238-23-4400
営業時間　9：00～18：00
（定休日/火曜日）

で検索

＊沖縄県または離島への配送は「冷凍便」にて
お届けします。

ギフト券

米沢牛登起波　山形店
〒 990-0038
山形県山形市幸町2-9
ダイワロイネットホテル
山形駅前1階
023-666-4433
営業時間　9：00～19：00

代金引換の場合
（本人受け取りのみ）

クレジットカードの場合

郵便局よりお振込の場合

＊弊社は火曜日が定休の為お住まいの地域によっては配達不可の曜日・時間帯がございます。

用途に応じて包装形態をお選びいただけます。

贈答用手提げ袋

100円（税込110円） サイズに合わせてお付けします。

繰り返し
使用推奨

50μm
以上

手提げビニール袋 手提げ紙袋 熨斗（のし）、名入れ
対応しています。

内容量：タレなし…約1.5kgまで
 タレ1本…約1.0kgまで
＊2箱目から1箱につき200円（税込220円）を
箱代として別途いただきます。

オリジナルデザインの化粧箱

（贈答用化粧箱（有料）・ご贈答用簡易包装・ご自宅用簡易包装）

米沢牛 ときわ

＊先様へは金額がわかるものは一切同封いたしませんので、ご安心下さいませ。

有料 無料

無料
1箱

常温便 冷蔵便 冷蔵便 でお届け

冷蔵便 冷凍便 冷凍便 でお届け

③フリーダイヤル
TEL ： 0120-23-4405
受付時間　9：00～17：30
（定休日/火曜日）

しょうない

2022.11

御
祝

○
○

検索米沢牛　ときわ

お気軽にお問い合わせください

ご注文・お問い合わせ専用ダイヤル

0120-23-4405
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世界特許19ヶ国取得

-40℃で急速凍結！

肉の細胞組織を壊さないで鮮度を保
存する世界最高の凍結技術の略称です

　登起波牛肉店は米沢牛枝肉市場に直接の買参権を持つ数少
ない肉屋｡店主が自ら競り落とします｡肥育日数､やわらかな肉質､
霜降り度､照りや手で触ると融ける良質に仕上がった脂､細部まで
いくつもの基準を満たした牛肉だけが米沢牛の中でも｢登起波ブ
ランド｣となります｡店主の目利きで選ぶという､代々引き継がれてき
たこだわりがございます。
　米沢牛を100％仕入れており､他の地域の牛肉は仕入れており
ませんので混ざることがありません。
農林省の検査も受けておりますのでご安心ください。
　平成16年12月よりトレサビリティー法により登起波の米沢牛には
10桁の数字のラベルを添付しております。
国の機関のホームページにアクセスしますと生産履歴が表示され
ます｡米沢牛生産者の欄からは与えた飼料などもご覧いただけま
す｡生産者側での取り組みにより詳しく表示しております。
　また､1頭ごと民間の検査機関に検査を依頼し､放射性物質の
検査を行っております｡不検出の牛肉だけを販売しており､その証
明書をホームページにて公開しております｡詳しくは1頭ごとにＰＤＦ
にて表示しております｡安心･安全･美味しい米沢牛をご賞味くだ
さいませ。

五代目店主　尾﨑　仁

　世界8ケ国ヨーロッパ11ケ国にて特許を持つ特殊冷凍庫、ＣＡＳ
（日本の技術）を導入しました。ＣＡＳはセルアライブ装置の略で細
胞壁を壊さず冷凍できる特殊冷凍庫です。冷凍商品はすべてＣ
ＡＳで冷凍しております。最新の衛生設備の元、本物の米沢牛の
味と心をお伝えいたします。

　米沢牛の深く豊かな味わいが生まれる秘密。それは､一日の寒
暖の差､夏と冬の寒暖の差が激しい盆地特有の気候にあります｡
春になり日中は暖かくなっても､夜には山々に降り積もった残雪が
米沢市内に冷たい風を吹き下ろします｡西吾妻山や飯豊山の山
頂には7月まで残雪があり､11月にはまた山 に々初雪が降ります。そ
の雪には日本海からの多くのミネラルを含み米沢に降り積もります｡
ミネラルは田畑の作物に恵みをもたらしてくれます｡米沢牛の肥育
の特徴は､山々から流れ来る雪解け水､飼料となる良質の稲ワラ
など豊かな自然を強い味方に､永い経験と肥育技術が一体となっ
て､愛情いっぱいに育てることにあります。血統の確かな仔牛を置
賜地方独特の気候の中､長期肥育でじっくりと育て上げています。
　城下町の周りは豊かな田園に囲まれております。米沢牛を肥育
している農家は堆肥を田んぼにまいて健康な土を作ります。暖か
な春が訪れると土を耕し､田に水が入るとまた気温が下がります｡
やがて緑が芽吹き､盆地特有の蒸し暑さにみまわれる夏を過ぎ､
秋には黄金色一面になります。たくさんのお米の収穫と米沢牛に
なくてはならない稲わらの収穫です｡稲わらは米沢牛の大好物で
す。そして米沢牛の堆肥は田や畑の土となります。米沢牛は循環
型農法に密接なのです。

［明治後期］左が登起波牛肉店

特殊冷凍技術
TECHNOLOGY

DELICIOUS AND SAFETY

お客様が安心できる山形県産牛をお届けするために山形県では、
厳しい管理の中で放射性物質の全頭調査を行っております。

ＣＡＳで冷凍した商品にこのラベルが付いております。

安心できる山形県産牛
安全証明までの検査手順

山形県農林水産部

尾﨑 庄吉

尾﨑 世禄

尾﨑 茂一

尾﨑 祐二

尾﨑 仁

　チャールズ・ヘンリー・ダラスは、天保12年（1841）英国ロンドンに生まれ
る。万延元年（1860）貿易商として中国に渡り、文久3年（1863）来日す。
　明治3年（1870）5月、東京大学の前身である大学南校に語学教師
として奉職、明治4年（1871）10月には、旧藩校興譲館洋学舎に洋学
教師として招聘される。明治8年（1875）3月、興譲館の任期が満了し、
横浜の外国人慰留地に帰る折り、米沢での滞在中に食した米沢産
の牛肉が非常に美味しかったことから、慰留地の仲間に『米沢のお
みやげ』として、生きた牛を連れて帰り御馳走した所、その美味しさが
評判となる。これが米沢産の牛肉が世に出た最初の出来事となった。
またダラスお抱えのコックである萬吉には、米沢で最初の牛肉店『萬
吉』を開店させた。
　間もなくダラスの伝手により、添川村（現在の飯豊町添川）の生産者
は、横浜の牛肉問屋と契約を取付、米沢産の牛を販売するに至った。
そこから『米沢牛』の歴史が始まった。このダラスこそが、米沢の牛肉を
文明開化の横浜に紹介してくれた『米沢牛』の恩人なのである。

CHARLES HENRY DALLAS

HISTORY OF TOKIWA

古き良き時代より変わらぬ旨さ

活かし、活かされ育つ米沢牛

米沢牛の恩人
チャールズ・
ヘンリー・ダラス

米沢牛と登起波
の歴史

至福の味わいが
生まれるまで

米どころ米沢

ダラス実行委員会を設立し、平成19年10月6日
上杉神社と上杉城史苑の間に石碑を設立しました。

㈱米沢食肉公社・元代表取締役社長
故 尾﨑世一（叔父）が

東京大学の図書館にて発見。
画像処理をして写真にしました。

明治27年10月米沢で一番古くから営業している牛肉
屋として「登起波牛肉店」が初代尾﨑庄吉により米沢
市あら町（米沢市中央5丁目）に開店。縁起をかつぎ
「波を起こし、登る龍」。昇龍昇運の願いを屋号に託し
たのが店名の由来となっている。

登起波漬の発案者（明治30年頃）。宮内庁のお買い
上げを賜る。これを機に米沢牛の名物となる。昭和30
年、県の依頼により観光物産名物にするために製法を
公開する。保存性の高い登起波漬は、クール宅配便
ができるまでは米沢の代表的なお土産として県外に
発送される。

大正2年生まれ。高校を卒業してから商売の勉強のた
め商家へ修行に行く。昭和8年米沢に戻り家業の肉屋
を継ぐ。戦中戦後は配給制で牛肉を商う。戦後一早く、
月に10頭売る牛肉屋となる。昭和56年まで30年間店
主として米沢牛の業界にも貢献する。

昭和30年から平成7年まで現場で肉切りを仕切る。昭
和44年道路を挟んで向い側（中央5丁目）から現在の
社屋を建設する。以前は予約のみ座敷（自宅の客間）
で、すき焼きを提供する程度のすき焼きであったがビル
建設後2階で米沢牛専門の本格的な飲食店を始める。
昭和50年以降早くからメニューにしゃぶしゃぶを提供
する。

平成7年東京農業大学畜産学科を卒業、その年11月
に4代目が亡くなり5代目店主となる。現在のハムソー
セージは大学時代に東京のケーニッヒにて修行。平成
10年には2階3階の飲食部門を改装。全テーブルに無
煙炭火ロースター（網焼きのみ炭火）を導入、新メ
ニューに炭火網焼きが加わる。平成16年9月。飲食部
門の支店　登起波分店「登」（のぼる）をオープン。米
沢牛をもっと気軽に味わえる店として、牛丼、牛鍋、すき
焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキ、炭火網焼きなど、本店より
もリーズナブルな価格で提供している。
令和3年11月1日　山形市　ダイワロイネットホテル山
形駅前内に米沢牛登起波山形店（ホテル朝食会場と
米沢牛販売及び飲食店）をオープン。
グーグルマップにて高評価をいただいております。また
「ねとらぼ」にてステーキ提供の飲食店　山形県1位
を獲得しました。

平成7年東京農業大学畜産学科を卒業、その年11月
に4代目が亡くなり5代目店主となる。現在のハムソー
セージは大学時代に東京のケーニッヒにて修行。平成
10年には2階3階の飲食部門を改装。全テーブルに無
煙炭火ロースター（網焼きのみ炭火）を導入、新メ
ニューに炭火網焼きが加わる。平成16年9月。飲食部
門の支店　登起波分店「登」（のぼる）をオープン。米
沢牛をもっと気軽に味わえる店として、牛丼、牛鍋、すき
焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキ、炭火網焼きなど、本店より
もリーズナブルな価格で提供している。
令和3年11月1日　山形市　ダイワロイネットホテル山
形駅前内に米沢牛登起波山形店（ホテル朝食会場と
米沢牛販売及び飲食店）をオープン。
グーグルマップにて高評価をいただいております。また
「ねとらぼ」にてステーキ提供の飲食店　山形県1位
を獲得しました。

初　代

二代目

三代目

四代目

五代目

　平成29年３月３日、米沢牛が農林水産省より
地理的表示（ＧＩ）保護制度登録認定を受けま
した。地理的表示保護制度は、地域の農畜産
物の品質を国が保護し、基準を満たす生産者
だけが「地理的表示」を名称として使用可能と
なり、生産業者の利益の増進と需要者の信頼
の保護を図ることを目的とした制度です。ＧＩ
マーク取得により、米沢牛のさらなるブランド力
の向上に努めてまいります。

農林水産大臣 登録第26号

美味・安心・安全
トレサビリティー

安全証明書は検査に合
格したものだけに発行
しております。

昭和32年12月 三省堂出版部より
山形県業界業書第七集「山形畜産」が発刊されて
おります。県家畜商組合連合会長・県食肉業連合
会長・県酪農農協会長及び県食肉事業連合事務長
が中心となり、著者 庄司 毅氏にて発刊されました。
山形県内主な市の肉屋創業の歴史の中で登起波
牛肉店が明治27年と記されている。明治27年以前
に創業の肉屋は廃業している事から米沢で一番
古くから営む牛肉店は登起波牛肉店となります。

平成24年8月　米沢牛を全国の皆さんに知っても
らいたいという想いから、エル書房より、まぼろし
のブランド牛「米沢牛物語」を発刊致しました。ぜ
ひ一読いただければ幸いです。

放射性セシウムを検査
し、不検出のみが米沢
牛となります。

検出器で厳重に検査を
行います。

ゲルマニウム半導体検
出器にセットします。

切ったサンプルを検査
容器にセットします。

肉のサンプルを小さめ
にカットします。

全国書店、アマゾン、楽天ブックにて好評発売中です

ＣＡＳ特殊冷凍庫

米沢牛の恩人
Charles Henry Dallas
（1841～1894）

五代目店主
尾　  仁

米沢牛がＧＩマークを取得

　米沢牛は、江戸後期に、洋学を進んで取り入
れていた米沢藩のおかかえ医者が、滋養源と
して用いており、さらに遡れば、上杉鷹山公が
刊行した「かてもの」の中で、肉類の保存につ
いての記述があることからも、この地での長い
歴史がございました。チャールズ・ヘンリー・ダラ
ス氏が、米沢を去るにあたり、友人への土産を
かねて横浜に米沢牛一頭を持ち帰りふるまった
ところ、その美味しさに一同感嘆し、一躍知名
度が高まりました。
　明治27年10月、「登起波牛肉店」が初代尾
﨑庄吉により米沢市あら町に開店いたしました。
当初は秋から北側倉庫の雪ムロに冬の間に集
めて踏み固めた雪がなくなる6月頃までが牛肉
の販売時期だったと伝え聞いております。
　現在、米沢の牛肉店の中では、一番古くから
営業している牛肉屋として、確かな品質と味に
こだわり、「米沢に登起波あり」との評価を頂戴
し、代々変わらぬ美味しさを守りつづけておりま
す。

 県下最古の屠場と云われる
米沢市屠畜場（大正元年12月建設）



米沢牛登起波漬 米沢牛ロース登起波漬

皇室献上 米沢牛 登起波漬

米沢の地味噌をベースに、酒の米沢が誇る特選銘醸の
酒粕の風味を程よく配し、熟成させ、本場米沢牛を
漬け込んで、当店自慢の味に仕上げました。
明治後期に発案、大正元年に創製以来、
宮内庁の御買い上げ品として、
また数多い栄誉賞楯と共に米沢名物の味の代表と、
御引き立ていただいております。

皇室献上
米沢牛 登起波漬

特選米沢牛
霜降りステーキ

特選米沢牛
肩ロース

御中元・御歳暮等のご贈答や、御祝・内祝・御礼等にオススメのギフト券です。
また、結婚式や祝賀パーティーの引出物や、ご法事・ご法要の引き物にも対応しております。
頂いたお客様が、同封の申し込み用はがきでご注文の際に

等、色々な商品の中からいずれか一点をお選びいただけます。

酒粕と地味噌を熟成させ
特選米沢牛を漬け込んだ
香ばしい味わい。

皇室献上品
大正14年 10月13日

昭和33年 12月11日

皇太子殿下（昭和天皇）御来県時、
「トキワ漬」二樽お買い上げ賜る。
天皇・皇后両陛下、皇太子殿下へ
「トキワ漬」二缶献上。

皇太子殿下、米沢国体御成の際、
両殿下の御土産にお買い上げ賜る。
特選米沢牛肉テンダーロイン献上。

皇太子殿下、浩宮殿下、蔵王に御来
県の折り米沢牛肉お買い上げ賜る。
特選米沢牛献上。

昭和44年 3月

昭和34年 2月

円3,000210g /モモ
（税込3,240円）

包装例

円4,000270g /モモ
（税込4,320円）

円5,000315g /モモ・ロース
（税込5,400円）

円6,000380g /モモ・ロース
（税込6,480円）

円7,000445g /モモ・ロース
（税込7,560円）

円8,000510g /モモ・ロース
（税込8,640円）

円8,000300g 
（税込8,640円）

円10,000380g
（税込10,800円）

円12,000460g
（税込12,960円）

円15,000580g
（税込16,200円）

円20,000760g
（税込21,600円）

円30,0001140g
（税込32,400円）

＊1,000円単位で承ります。

＊価格改定の際、内容が変わる場合がございます。

＊いずれか一点お選びいただけます。
　セットをお選び頂いた場合、
　・特製すき焼きのタレ
　・ポン酢（しゃぶしゃぶ用）
　・焼肉のタレ
　をお付けしております。

円9,000575g /モモ・ロース
（税込9,720円）

円10,000640g /モモ・ロース
（税込10,800円）

登起波漬専用 化粧箱入り

すき焼き しゃぶしゃぶ ステーキ 焼肉 登起波漬

包装例

有効期限は
ございません

円コース5,000
（税込5,400円）

円コース7,000
（税込7,560円）

円コース8,000
（税込8,640円）

円コース9,000
（税込9,720円）

円コース10,000
（税込10,800円）

円コース12,000
（税込12,960円）

円コース15,000
（税込16,200円）

円コース20,000
（税込21,600円）

円コース30,000
（税込32,400円）

円コース50,000
（税込54,000円）

■種類
○すき焼きセット
○しゃぶしゃぶセット

おまかせ
特選米沢牛
■種類
○すき焼きセット
○しゃぶしゃぶセット
○カルビセット

おまかせ
米沢牛肉
■種類
○すき焼きセット
○しゃぶしゃぶセット
○カルビセット

送料無料

ギフト内容例　10,000円コース

米沢牛 選べるギフト券
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1
ご贈答人気

第　　位



極上リブロース（芯）すき焼きセット（タレ付）

登起波 特製
すき焼きのタレ

円5,000340g
（税込5,400円）目安：2～3人前 

米
沢
牛

　
す
き
焼
き

　登起波牛肉店は、明治27年より米沢牛を扱う肉屋として営ん
できました。現在は、米沢牛専門店として安心・安全・美味し
い米沢牛をご提供するため、店主が自らセリ市場へ出向き、
代々受け継がれてきたこだわりの目利きを軸に、細部までいく
つもの基準を満たした「登起波ブランド」となる米沢牛を一頭
買いで仕入れております。

　創業当初から肉屋の座敷で食べるすき焼き屋として自宅客
間が飲食店となっておりました。「登起波のすき焼き」は好評
をいただき、いつしか名物看板商品となりました。

　登起波のすき焼きのたれ（割り下）には、少し味噌が隠し味
として入ります。それが広まり、米沢のすき焼きのたれには味噌
が入る名物すき焼きとなりました。

　絶妙な割合で配合され、代々受け継がれてきた、すき焼きの
たれをセットとしてお付けしました。
　ご家庭でも登起波流すき焼きをお召し上がりください。

霜降りロースと赤身肉の内容をお任せして頂く
代わりにタレをサービスしました。
2つの部位の食べ比べをお楽しみください。

割り下に味噌を入れてつくる当店の秘伝のタレは創業者より
代々受け継がれてきた。それが米沢のすき焼きの特徴のルーツ
といえる元祖米沢牛すき焼きのタレ。国産大豆だけを使用した
地元の味噌を隠し味にしています。

［大正14年10月］登起波二代目店主（右側）皇室御用達記念撮影

店主敬白

［掲載写真使用品］

［タレ180ml］

円8,000560g
（税込8,640円）目安：3～4人前 
［タレ300ml］

円10,000700g
（税込10,800円）目安：4～5人前 
［タレ300ml］

円400180ml
追加用

オリジナル商品の化粧箱にてお届けいたします

（税込432円）
円600300ml

（税込648円）

円14,0001 kg
（税込15,120円）目安：5～6人前 
［タレ300ml, 180ml］

円15,000420g
（税込16,200円）目安：       人前 
［タレ180ml］

2～3

円20,000560g
（税込21,600円）目安：       人前 
［タレ300ml］

3～4

円35,0001 kg
（税込37,800円）目安：       人前 
［タレ300ml, 180ml］

5～6

特選ロースすき焼きセット（タレ付）

円3,500340g
（税込3,780円）目安：2～3人前 

肩肉と赤身肉の内容をお任せして頂く代わりに
タレをサービスしました。
2つの部位の食べ比べをお楽しみください。

［タレ180ml］

円5,000500g
（税込5,400円）目安：3～4人前 
［タレ300ml］

円7,000700g
（税込7,560円）目安：4～5人前 
［タレ300ml］

円10,0001 kg
（税込10,800円）目安：5～6人前 
［タレ300ml, 180ml］

特選お任せすき焼きセット（タレ付） 上選お任せすき焼きセット（タレ付）

円10,000340g
（税込10,800円）目安：       人前 
［タレ180ml］

2～3

円20,000700g
（税込21,600円）目安：       人前 
［タレ300ml］

4～5

セットをお選びいただいた場合、
特製すき焼き用タレをお付けしております。

1
総合人気

第　　位

米沢牛 すき焼き
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極上リブロース（芯）しゃぶしゃぶセット（ポン酢付）

米
沢
牛

し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ

米
沢
牛 
焼
肉

［掲載写真使用品］

円15,000420g
（税込16,200円）

目安：2～3人前 

［ポン酢180ml］

円20,000560g
（税込21,600円）

目安：3～4人前 

［ポン酢180ml］

円

円

円

円

円

円

円

円

円

35,0001 kg
（税込37,800円）

目安：5～6人前 

［ポン酢300ml］

5,000340g
（税込5,400円）

目安：2～3人前 

［ポン酢180ml］

8,000560g
（税込8,640円）

目安：3～4人前 

［ポン酢180ml］

10,000700g
（税込10,800円）

目安：4～5人前 

［ポン酢180ml］

14,0001 kg
（税込15,120円）

目安：5～6人前 

［ポン酢300ml］

特選ロースしゃぶしゃぶセット（ポン酢付）

円10,000340g
（税込10,800円）

目安：2～3人前 

［ポン酢180ml］

円20,000700g
（税込21,600円）

目安：4～5人前 

［ポン酢180ml］

霜降りロースと赤身肉の内容をお任せ頂く代わ
りにポン酢をサービスしました。
2つの部位の食べ比べをお楽しみください。

上選お任せしゃぶしゃぶセット（ポン酢付）

3,500340g
（税込3,780円）

目安：2～3人前 

［ポン酢180ml］

5,000500g
（税込5,400円）

目安：3～4人前 

［ポン酢180ml］

7,000700g
（税込7,560円）

目安：4～5人前 

［ポン酢180ml］

10,0001 kg
（税込10,800円）

目安：5～6人前 

［ポン酢300ml］

肩肉と赤身肉の内容をお任せ頂く代わりにポン
酢をサービスしました。
2つの部位の食べ比べをお楽しみください。

かつおと昆布のダシと静岡県産の青だいだい
と柑橘酢をブレンドし、熟成させることにより
醤油となじませた手造りのポン酢です。

特選お任せしゃぶしゃぶセット（ポン酢付）

登起波 特製
しゃぶしゃぶポン酢

円400180ml
追加用

（税込432円）

極上ロースカルビセット（タレ付）
［掲載写真使用品］ ［掲載写真使用品］

円15,000500g
（税込16,200円）

目安：3～4人前 

［タレ180ml］

円

円

円

円

円

円

8,000560g
（税込8,640円）

目安：3～4人前 

［タレ180ml］

10,000700g
（税込10,800円）

目安：4～5人前 

［タレ180ml］

14,0001 kg
（税込15,120円）

目安：5～6人前 

［タレ180ml］

特選ロースサイコロステーキ

円4,000100g
（税込4,320円）

円12,000300g
（税込12,960円）

霜降り・赤身・中落ちなどの内容をお任せ頂く
代わりにタレをサービスしました。
バラエティーなお肉の食べ比べをお楽しみくだ
さい。

上選お任せカルビセット（タレ付）

5,000500g
（税込5,400円）

目安：3～4人前 

［タレ180ml］

7,000700g
（税込7,560円）

目安：4～5人前 

［タレ180ml］

10,0001 kg
（税込10,800円）

目安：5～6人前 

［タレ180ml］
バラ・赤身・中落ちなどの内容をお任せ頂く代
わりにタレをサービスしました。
バラエティーなお肉の食べ比べをお楽しみくだ
さい。

特選お任せカルビセット（タレ付）

円600300ml
（税込648円）

セットをお選びいただいた場合、
特製しゃぶしゃぶ用ポン酢を
お付けしております。

地元のりんごや吟味された素材を使い、にんに
くとコチュジャンが米沢牛の旨みを充分引き立
てるように仕上げた手造りのタレです。

登起波 特製
焼肉のタレ

円400180ml
追加用

（税込432円）

円600300ml
（税込648円）

セットをお選びいただいた場合、
特製焼肉のタレを
お付けしております。

写真は約200gになります。
手切りのため、大きさ・個数は
写真とは異なります。
タレはつきません。

＊300g以上100g単位で承ります

米沢牛 焼肉

米沢牛 しゃぶしゃぶ
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円7,0001枚/200g
（税込7,560円）

円

円

円

21,0003枚
（税込22,680円）

28,0004枚
（税込30,240円）

35,0005枚
（税込37,800円）

リブアイステーキ

円6,0001枚/200g
（税込6,480円）

円

円

円

18,0003枚
（税込19,440円）

24,0004枚
（税込25,920円）

30,0005枚
（税込32,400円）

特選サーロインステーキ

円7,0001枚/150g
（税込7,560円）

円

円

円

21,0003枚
（税込22,680円）

28,0004枚
（税込30,240円）

35,0005枚
（税込37,800円）

特選ヒレステーキ

円4,2001枚/120g
（税込4,536円）

円

円

円

12,6003枚
（税込13,608円）

16,8004枚
（税込18,144円）

21,0005枚
（税込22,680円）

ロースステーキ

円4,0001枚/200g
（税込4,320円）

円

円

円

12,0003枚
（税込12,960円）

16,0004枚
（税込17,280円）

20,0005枚
（税込21,600円）

モモステーキランプ

円2,0001枚/100g
（税込2,160円）

円

円

円

6,0003枚
（税込6,480円）

8,0004枚
（税込8,640円）

10,0005枚
（税込10,800円）

モモステーキイチボ

（税込648円）円600300ml

（税込432円）円400180ml

（税込648円）円600300ml

（税込432円）円400180ml

（税込648円）円600300ml

（税込432円）円400180ml

（税込648円）円600300ml （税込540円）円500140ｇ

極上リブロース（芯） 特選リブロース（芯）

円3,500100g
（税込3,780円）

円17,500500g
（税込18,900円）

円28,000800g
（税込30,240円）

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

円3,000100g
（税込3,240円）

円15,000500g
（税込16,200円）

円24,000800g
（税込25,920円）

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

特選ロース リブロース

円2,700100g
（税込2,916円）

円13,500500g
（税込14,580円）

円21,600800g
（税込23,328円）

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

円2,200100g
（税込2,376円）

円11,000500g
（税込11,880円）

円17,600800g
（税込19,008円）

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

肩ロース特選 肩ロース上選

円2,000100g
（税込2,160円）

円10,000500g
（税込10,800円）

円16,000800g
（税込17,280円）

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

円1,700100g
（税込1,836円）

円8,500500g
（税込9,180円）

円13,600800g
（税込14,688円）

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

ウチモモ

円1,500100g
（税込1,620円）

円7,500500g
（税込8,100円）

円12,000800g
（税込12,960円）

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

＊300ｇ以上100ｇ単位で
　ご注文ください

オリジナル商品の化粧箱にて
お届けいたします

　お召し上がりの目安
【1人前150ｇ～200ｇ】

登起波 特製
すき焼きのタレ

登起波 特製
しゃぶしゃぶポン酢

登起波 特製
焼肉のタレ

登起波 特製
しゃぶしゃぶゴマダレ

登起波 特製
塩胡椒

米
沢
牛

　
ス
テ
ー
キ

＊数量限定

米沢牛 ステーキ

米沢牛 スライス
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米沢牛ビーフカレーセット

円2,5003箱入 （税込2,700円） 詰め合わせEセット

円2,900 （税込3,132円）

詰め合わせNセット

円3,100 （税込3,348円）

詰め合わせOセット

円4,000 （税込4,320円）

詰め合わせRセット

円4,000 （税込4,320円）

米沢牛ビーフカレー
甘口

米沢牛乾燥牛肉
ビーフジャーキー

円8001箱/200g
（税込864円）

米沢牛ビーフカレー
中辛

円8001箱/200g
（税込864円）

詰め合わせIセット

円5,560 （税込6,005円）
詰め合わせKセット

円5,760 （税込6,221円）

詰め合わせJセット

円5,960 （税込6,437円）

ハム・ソーセージ詰め合わせ

円4,000 （税込4,320円）

円6,000 （税込6,480円）

米沢牛ビーフカレー
辛口

円8001箱/200g
（税込864円）

米沢牛ビーフカレーセット

円4,9606箱入 （税込5,357円）

米沢牛肉ごぼう

円1,0001箱/60g×2袋 （税込1,080円）

米沢牛すじ煮

円1,0001箱/50g×2袋 （税込1,080円）

炙り米沢牛

円1,0001箱/80g （税込1,080円）

米沢牛つくだに

円1,0001箱/50g×2袋 （税込1,080円）円1,0001箱/35g （税込1,080円）

円2,0001箱/40g×2袋 （税込2,160円）

米沢牛 ビーフカレー

■セットの内容
○米沢牛ビーフカレー中辛×1
○米沢牛つくだに×1
○米沢牛肉ごぼう×1
＊化粧箱入り

■セットの内容
○甘口×2　○中辛×2　○辛口×2
○化粧箱入り

■セットの内容
○米沢牛つくだに×1
○炙り米沢牛×1
○米沢牛肉ごぼう×1
○米沢牛すじ煮×1

■セットの内容
○米沢牛ビーフカレー
　甘口×1　中辛×1　辛口×1　
○米沢牛乾燥牛肉×1
○米沢牛つくだに×1
○炙り米沢牛×1
＊化粧箱入り

■セットの内容
○米沢牛ビーフカレー 中辛×1
○米沢牛乾燥牛肉×1
○米沢牛つくだに×1
○炙り米沢牛×1
○米沢牛肉ごぼう×1
○米沢牛すじ煮×1
＊化粧箱入り

■セットの内容
○特製ウィンナー類
　ベーコン等
○特製マスタード×1
※内容はお任せ下さい
＊化粧箱入り

■セットの内容
○米沢牛ビーフカレー
　中辛×1　辛口×1　
○米沢牛乾燥牛肉×1
○米沢牛つくだに×1
○炙り米沢牛×1
○米沢牛すじ煮×1
＊化粧箱入り

■セットの内容
○米沢牛乾燥牛肉×1
○米沢牛つくだに×1
○米沢牛肉ごぼう×1
○米沢牛すじ煮×1

米沢牛本来の旨みを引き出し、香り豊かな果実や野菜の甘味が溶け込んだまろやかな美味しさ。
数十種類のスパイスをブレンドし、じっくり煮込んだ贅沢なルーの中にとろけるような柔らかい
米沢牛がたっぷり。上質な肉だけが持つ深みのあるコクをお楽しみいただけます。

米沢牛のモモ肉を乾燥
スモークいたしました。
噛むほどに牛肉の深い
味わいがございます。

米沢牛とごぼうを甘辛く炊
き、時雨煮にしました。
ごぼうの旨みが牛肉のコク
を引立て、ご飯や酒の肴に
よく合う逸品でございます。

米沢牛100％じっくり
と煮ました。あったか
いご飯の上にのせてお
召し上がり下さい。

米沢牛のすじ肉を丹念に
煮込みました。プルプル
としたコラーゲンたっぷ
りのすじ肉を味わえます。

米沢牛を焼いた香ばし
さと肉の旨みがお口の
中へ広がります。ビー
ルのお供に最適です。

■セットの内容
○甘口×1　○中辛×1　○辛口×1
○化粧箱入り

■セットの内容
○米沢牛乾燥牛肉×1
○米沢牛つくだに×1
○米沢牛すじ煮×1
＊化粧箱入り

店主が5年掛けて開発した
こだわりの米沢牛ビーフカレー。
子供から大人までファンが
多くリピーターが多い逸品です。

米沢牛 オリジナル商品

米沢牛 オリジナルセット商品
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（税込648円）円600300ml

（税込432円）円400180ml

登起波　特製
しゃぶしゃぶポン酢

気持ちが伝わる

冷凍へのこだわり

登起波のギフト

米沢牛100％仕入れの専門店の牛肉！
肩やバラなど部位を合わせ切りしております。
すき焼き・焼肉・煮物など何にでもご利用頂ける
使い勝手の良い商品です。
美味しい米沢牛を召し上がってください！

オリジナル
デザインのギフト
箱に〈熨斗〉を
お付けします。

若女将　尾﨑 美聡

米沢牛切り落とし

円4,980800g
（税込5,378円）

（400g×2パック）

冷凍

米沢牛専門店が造った、
こだわりジューシーハンバーグステーキ。
米沢牛100％の贅沢なハンバーグと
米沢牛と米澤豚一番育ちを黄金比率で混ぜ合わせた
ハンバーグとのセットです。食べ比べしてください！

■セットの内容
○米沢牛ハンバーグ 140g×3パック
○黄金比率ハンバーグ 100g×3パック

米沢牛食べ比べハンバーグセット

円4,500
（税込4,860円）

冷凍

モモ・バラ・カタなどをサイコロ状に切り出した、
米沢牛100％のサイコロステーキです。
肉の旨みが最大限に味わえる、極厚サイコロ状に
切り出しています。

米沢牛サイコロステーキ

円5,500150g
（税込5,940円）

×3パック

冷凍

米沢牛専門店が造った、こだわりジューシーハンバー
グステーキ。
米沢牛と米澤豚一番育ちを黄金比率で混ぜ合わせた、
贅沢なハンバーグが登場です。
火を通せばあふれる肉汁と食欲をそそる香ばしい
香りがたまりません！！

黄金比率ハンバーグセット

米沢牛本来の旨みを引き出し、香り豊かな果実や
野菜の甘みが溶け込んだまろやかな美味しさ。
数十種類のスパイスをブレンドしじっくり煮込んだ
贅沢なルーの中に米沢牛ひき肉がたっぷり！
上質な肉だけが持つ深みのあるコクをお楽しみ
いただけます。

※このページの商品は割引対象外

米沢牛ひき肉カレー

円3,300［中辛］200g×5袋
（税込3,564円）

常温

円3,500
（税込3,780円）

500g（100g切×5枚）

米沢豚一番育ち ロース味噌漬け

円10個（［100g×2個入］×5パック） 4,500
（税込4,860円）

冷凍

送料
無料

人気

第　　位1

米沢牛 冷凍食品

五代目店主　尾﨑 仁

冷凍牛肉の解凍の仕方

・柔らかく上質な肉の味わいと、旨味と甘みの脂が特徴。

・豊富なビタミンEが鮮度を保つ、ヘルシーな豚肉。

《自然解凍の場合》
前日から冷蔵で解凍してください。
《お急ぎの場合》（真空パック肉）
大きいボールに袋を破かずパックのまま入れて、
氷水を注いで下さい。
そのままの状態で30分～60分ほど解凍をおすすめします。
《すぐの場合》
レンジ150W・300Wなどで解凍して下さい。

CASエンジン。それは、これまでの常識を
覆す、まったく新しい理論体系から開発さ
れた組織を活かす技術です。
急速冷凍装置にCASエンジンを組み合わ
せて凍結すると、従来の凍結技術で損な
われていた食材の鮮度、食感、旨味、色味
などを保持し、再現することができます。

牛肉を切り落とす時に出る希少な
米沢牛の「スジ」の部分です。
焼いては固い部分ですが、煮込み
料理には最適です。

食材の味、食感、香り、
鮮度、おいしさ。

「限りなく生に近い」状態を、
時を超えて再現する技術です。

看板商品の登起波漬味噌
を使って作りました。

円3,300
（税込3,564円）

600g（100g切×6枚）

米沢豚一番育ち ロース厚切り

米沢牛 スジ肉

トンカツや
ステーキでどうぞ。

円2,700
（税込2,916円）

【別売】

600g

米沢豚一番育ち しゃぶしゃぶセット

円2,500
（税込2,700円）

1kg（500g×2パック）

ブランド豚の美味しさを
味わえます。
タレも合わせてどうぞ。
■セットの内容
○ロース300g
○バラ300g

（税込648円）円600300ml

登起波　特製
しゃぶしゃぶゴマダレ

季節限定商品が大変好評につき、
いつでもご注文いただけるように
なりました。送料無料でお求めや
すくなっております。
ご自宅用としても人気です。

当店から冷凍でお届けする
商品は全てCAS（キャス）
を使用して急速特殊冷凍し
ております。
「生産者の皆さんが愛情込
めて大切に育てた米沢牛
を、最高の状態でお届けし
たい。」
そんな想いから導入された
高性能の急速冷凍機です。
世界で19カ国以上から特許
を取得している異次元の冷
凍機です。

「米澤豚一番育ち」は美味しさにこだわり、ランドレース種と大ヨークシャー種を交
配させた豚のSPF豚に、霜降りが特徴のデュロック種を交配させた「三元交配豚」で
す。肉の柔らかさ、甘さ、脂の旨味のバランスが良く、さっぱりとした豊潤な味わい
が最大の特徴です。豚本来の旨さを追求した「米澤豚一番育ち」の美味しさは、豚の
味を知り尽くしたお客様にも自信を持っておすすめできる究極の逸品です。

豚肉は良質のたんぱく質やビタミンを含むことで知られています。なかでも「米澤豚
一番育ち」は、飼料、品種、管理、育て方など多方面からこだわり、特にビタミンE
の強化を図っており、飼料中に10倍、肉中で通常の豚肉の2.7倍ものビタミンEを含ん
でいます。美肌や若さを保つ働きがあるといわれているビタミンEを多く含有するこ
とで、豚肉そのものの酸化が抑えられ、食卓に並ぶまで肉汁と旨味をたっぷりと含ん
だ新鮮な状態を保ちます。

米澤豚一番育ち
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米沢牛 ギフト商品


