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極早生みかん(温州みかん由良早生)
ごくわせみかん(うんしゅうみかんゆらわせ)

かねよし農園

岩盤質の山を切り開いた園地は、水はけが良く、
多くのミネラルを含む潮風によって、糖度(甘さ)
酸度(酸っぱさ)のバランスの良い、独特のコクが
特徴のみかんです。食味の特徴は、糖度13程度。
酸度は少なく、果面の平
滑度が粗めです。当園は
由良早生に関しては、全
て【マルチ栽培】です。

【希望小売価格】5,000円(5㎏ Mサイズ)
【内容量】5㎏
【賞味期限】7日
【流通時期】10月中旬～11月上旬 10191019

早生みかん(温州みかん宮川早生)
わせみかん(うんしゅうみかんみやがわわせ)

かねよし農園

岩盤質の山を切り開いた園地は、水はけが良
く、多くのミネラルを含む潮風によって、糖度
(甘さ)酸度(酸っぱさ)のバランスの良い、独特
のコクが特徴のみかんです。食味の特徴は、早
期収穫では、やや酸が多
いので、完熟期まで樹上
におくと、糖・酸バラン
ス良く濃厚です。

【希望小売価格】5,000円(5㎏ Mサイズ)
【内容量】5㎏
【賞味期限】7日
【流通時期】11月中旬～12月上旬 10201020

中生みかん(温州みかん向山)
なかてみかん(うんしゅうみかんむかいやま)

かねよし農園

岩盤質の山を切り開いた園地は、水はけが良
く、多くのミネラルを含む潮風によって、糖
度(甘さ)酸度(酸っぱさ)のバランスの良い、
独特のコクが特徴のみかんです。食味の特徴
は、玉揃い良好で、着
色は早く、10月末で7分
着色します。

【希望小売価格】5,000円(5㎏ Mサイズ)
【内容量】5㎏
【賞味期限】7日
【流通時期】12月中旬～12月下旬 10211021

晩生みかん(温州みかん林)
おくてみかん(うんしゅうみかんはやし)

かねよし農園

岩盤質の山を切り開いた園地は、水はけが良
く、多くのミネラルを含む潮風によって、糖
度(甘さ)酸度(酸っぱさ)のバランスの良い、
独特のコクが特徴のみかんです。食味の特徴
は、糖・酸共に多く、
食味は濃厚です。

【希望小売価格】5,000円(5㎏ Mサイズ)
【内容量】5㎏
【賞味期限】7日
【流通時期】12月下旬 10221022

極晩生みかん(温州みかん今村九号)
ごくおくてみかん(うんしゅうみかんいまむらきゅうごう)

かねよし農園

岩盤質の山を切り開いた園地は、水はけが良く、多く
のミネラルを含む潮風によって、糖度(甘さ)酸度(酸っ
ぱさ)のバランスの良い、独特のコクが特徴のみかんで
す。食味の特徴は、糖度高く、濃厚。高糖系温州みか
んの中でも、品質は優秀で
す。栽培が非常に難しく、
大変希少。浮皮の発生は、
ほとんどありません。

【希望小売価格】5,500円(5㎏ Mサイズ)
【内容量】5㎏
【賞味期限】7日
【流通時期】1月中旬～1月下旬 10231023

完熟葉付きデコ
かんじゅくばつきでこ

紀州とんと農園

有機肥料を使用し、糖度だけでなく酸味やうま味
やコクも高めています。他産地では早採りし貯蔵
出荷が多いですが、当園では樹の上で熟してから
葉付きでお届けします。

【希望小売価格】2kg　2,500円、
5kg　6,100円
【内容量】2kg(5 ～7個 )、
5kg(17～18 個 )
【流通時期】3月中のみ 12331233

NEWNEW
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ポンカン姫
ぽんかんひめ

四季彩園

等級区分：秀　階級区分：2L以上　糖度12度以
上　外観は大きく、果形の良い物を厳選する。
食味は、糖酸バランスがとれ、ふんわりしたも
の。安心・安全で味がよく、コクがあり、フ
レッシュ、ジューシーで
後味がよい。

【希望小売価格】
10,000円(5kg)、18,000円(10kg)
【賞味期限】30日
【流通時期】12月下旬～1月中旬 10271027
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超熟しらぬい
ちょうじゅくしらぬい

まるまつ農園

花が実となり収穫まで丸一年。完熟を超える「超
熟」まで待って収穫するため、新鮮な味と香りが
自慢です。甘味が濃くてジューシー。葉つきで見
た目も鮮やかです。

【希望小売価格】1,890円、3,670円、
5,400円、7,660円
【内容量】1kg、2kg、3kg、5kg
【流通時期】３月下旬～４月末 12321232

NEWNEW

くちどけみかん
くちどけみかん

やまがみかん園

樹上で長く成らせ完熟させることで、オレンジ色
が濃く内袋も透き通るように薄皮で口に入れると
オブラートに包まれているようなトロける感のこ
だわりみかんです。

【希望小売価格】5,000円、10,000円
【内容量】5kg 箱、10kg 箱
【賞味期限】10日
【流通時期】10～12月 12311231

NEWNEW

紫宝梅『ミスなでしこ®』
しほううめ『みすなでしこ』

和×夢 nagomu farm®

2005年【酉年】に田辺市三栖【ミス】地区で
誕生した果皮が紫色の大梅品種。砂糖を用い
て綺麗なピンク色に色付く自家製梅シロップ
作りをお楽しみ下さい。

【希望小売価格】5,000円(送料別)
【内容量】4kg(段ボール出荷)
【流通時期】6月上中旬 08310831
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紅石
べにいし

ほりぐち農園

「紅石」は早朝より畑に入り紅色によく染まっ
た実を収穫し、更に一粒ずつチェックして、そ
の日のうちにお客様のお手元へと発送しており
ます。14枚の畑の中から前もって収穫場所を数
箇所選んでおいての作
業となります。

【希望小売価格】6,430円（送料込）
【内容量】1kg
【賞味期限】1～2日
【流通時期】6月 01490149

和夏山の桃
わかやまのもも

戸口農園

フルーツの町、紀の川市でこだわり自然農法
特別栽培に力を入れ、安心して食していただ
ける桃です。園主が厳選しご予算にあわせた
商品が可能です。

【希望小売価格】4,500円～7,000円
【内容量】2.9Kg～3.2Kg
【消費期限】3～7日
【流通時期】6月下旬から8月下旬
厳選商品に限り、限定販売です。 09380938
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まつばら農園の紀の川柿
まつばらのうえんのきのかわがき

まつばら農園

一般的な柿よりも長く樹に実らせた甘熟柿。果皮
は紅色。果肉は黒く甘味が強いが、シャキシャキ
食感であっさり。「食は人の心を豊かにする」を
モットーに大切に栽培。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】6 個入り（約 1.8kg）
【賞味期限】冷蔵にて7日
【流通時期】10月中旬〜11月中旬 12301230

NEWNEW

熟姫(キウイフルーツ)
うれひめ（きういふるーつ）

紀の里農業協同組合

果実の里、JA紀の里で栽培されるキウイフ
ルーツの中から特に選ばれた園地で糖度の高
い果実を食べ頃に熟させたものを「熟姫」と
して出荷しています。

【内容量】約3.6kg(20玉、24玉入り)
【流通時期】2月～ 3月頃 04140414

完熟いちじく
かんじゅくいちじく

青木ファーム＆デリ

樹上でぎりぎりまで完熟させたいちじくで
す。傷みの早いいちじくは完熟させることが
難しいですが、輸送方法に工夫を凝らし、完
熟させてお届けすることができるようになり
ました。　

【内容量】
L玉 9 個入り M玉12個入り

【流通時期】8月中旬～10月上旬ごろまで 10181018

DewRose PETAL
でゅーろーず ぺたる

株式会社 あがらと

農薬はもちろん、化学肥料・動物性肥料も使わな
い、植物性自然栽培という農法で育てた安全でお
いしい薔薇です。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】10g
【消費期限】7日（冷蔵庫で保管）
【流通時期】６月～１０月 12431243

NEWNEW
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松とまと
まつとまと

煙樹ヶ浜松葉堆肥ブランド研究会

肉厚でしっかりとした味わい、糖度が高くお子様
がパクパクと食べてしまうおいしさです。

【内容量】2kg ／箱
【流通時期】11月～7月上旬 12351235

NEWNEW

おひさまとまと
おひさまとまと

こだわり弁慶

フルーティーな食感！！糖度が７度以上。甘味が
一体化された最高の中玉トマト。安心の農家さん
顔写真付き。

【内容量】220ｇ
【流通時期】11月下旬～６月頃 12371237

NEWNEW

チェリーゴールド
ちぇりーごーるど

こだわり弁慶

濃いオレンジ色が特徴のチェリーゴールド！！糖
度８度以上。とても甘くてお子様にも大人気。安
心の農家さん顔写真付き。　

【内容量】150ｇ
【流通時期】11月下旬～６月頃 12391239

NEWNEW

房付きミニトマト
ふさつきみにとまと

こだわり弁慶

極上の甘さと酸味のバランスが抜群！！糖度８度
以上。昔ながらのトマト本来の風味。安心の農家
さん顔写真付き。

【内容量】150ｇ
【流通時期】11月下旬～６月頃 12401240

NEWNEW

フットボールとまと
ふっとぼーるとまと

こだわり弁慶

楕円形が特徴のフットボールとまと！！糖度８度
以上。コクのある味わい。安心の農家さん顔写真
付き。

【内容量】150ｇ
【流通時期】11月下旬～６月頃 12411241

NEWNEW

ミニトマト
みにとまと

こだわり弁慶

極上の甘さと酸味のバランスが抜群！！糖度８度
以上。昔ながらのトマト本来の風味。安心の農家
さん顔写真付き。

【内容量】150ｇ
【流通時期】11月下旬～６月頃 12421242

NEWNEW

鞆渕がんこ農家の〇友黒大豆
ともぶちがんこのうかのまるともくろだいず

紀の里農業協同組合

天日干しでの乾燥・一粒一粒手作業による選別
を特徴にして、紀の里プライベートブランドと
して有利販売を行っています。栽培面では講習
会の開催や栽培管理指導を徹底しています。乾
燥状態での合格品を低温
貯蔵するなど、ブランド
確立のための選別体制を
確立しています。

【内容量】約300g
【賞味期限】常温保存1年間
【流通時期】12月下旬〜3月
（なくなり次第） 05100510
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ふわとろ長なす
ふわとろながなす

紀の里農業協同組合

多種多様な農産物が栽培されるＪＡ紀の里から、
見た目のボリュームからは想像のつかない「ふ
わっ！」「とろっ！」の特大なすをお届けしま
す。麻婆茄子や焼きナスでどうぞ！

【希望小売価格】1袋　300円
【内容量】1袋　2 本入
【流通時期】5月中旬～9月末日 12341234

NEWNEW

清流椎茸
せいりゅうしいたけ

熊野フェルム 株式会社（紀州きのこ園）

和歌山県産の種菌を使用し、肉厚で食べ応えの
ある椎茸です。散水を行わない独自の栽培方法
で、水分率が低く抜群の食感です。

【内容量】200ｇ
【流通時期】通年 11261126

胡瓜
きゅうり

こだわり弁慶

70年来の温室栽培技術を継承し、紀南地域の温暖
な気候と熊野連山の綺麗な地下水を使用した水管
理、濃緑色で果形の整った歯切れの良い美味しい
胡瓜です。

【内容量】5kg
【流通時期】11月下旬～６月頃 12381238

NEWNEW

ホワイトコーン極-Kiwami-
ほわいとこーん きわみ

花職人Ikeda

真珠のような見た目と圧倒的なボリューム。ス
イーツ感覚で味わえる。糖度は約１８度～２０度
からなる。溢れ出す果汁の量が特徴。まずは『生
食』をオススメしております。

【希望小売価格】大 3,800円、
特大　4,200円、
ﾌ ﾚ゚ﾐｱﾑ　5,500円
【内容量】
大（370g～ 420g）9本入り、
特大（430g～ 470g）8 本入り、
ﾌ ﾚ゚ﾐｱﾑ（480g～）7本入り
【消費期限】到着後は冷蔵保存
【流通時期】6月上旬～7月中旬 12361236

NEWNEW
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里庵 天野米
りあん あまのまい

里庵 松下商店

高野山のふもとの天野高原でホタルの舞う美し
い水と寒暖差のある気候で育った自慢の美味し
いコシヒカリ米です。

【希望小売価格】2,750円、
1,700円、1,200円
【内容量】5kg入袋、3kg入袋、
2kg入袋 11241124

ガーベラ
がーべら

ガーベラファーム西浦

南紀白浜の温暖な気候と強い日差しを利用し、生
産しています。品種にあった環境で栽培し、一本
ずつ厳選して出荷をしています。花の大きさと
まっすぐな茎が自慢です。

【内容量】1箱 50 本
【流通時期】通年 12441244

NEWNEW

玉串
たまぐし

大成花樹

紀伊山地の霊場と参詣道に囲まれた龍神の山で生
まれた真榊。国産麻苧で紙垂を結び美しく神々し
い玉串です。

【希望小売価格】638円（玉串十
字台は価格に含みません。）

【内容量】玉串１本、国産麻苧
１本、紙垂１枚

【流通時期】5月～7月（新芽の
時期以外） 12471247

NEWNEW

熊野の匠アセビ
くまののたくみあせび

ライズピエリス

県内の山林において、自生しているアセビの中か
ら、葉が6cm未満の小葉で、尚且つ姿が良く高品
質なものを選んで山採し、手間をかけて製品に仕
上げ、出荷している。

【内容量】1束 10 本括り
【流通時期】通年 12461246

NEWNEW
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熊野ポーク
くまのぽーく

株式会社 アグリズム熊野

和歌山県畜産試験場と近畿大学生物理工学部
との共同研究による「アミノ酸バランス法」
で育てました。肉質は柔らかく上質な脂の
入った豚肉です。

小売り・卸売 対応可
【流通時期】通年 09410941

いの屋の猪肉
いのやのいのししにく

いの屋

自然をかけめぐり、木の実や果物を豊富に蓄
えた野生の猪を解体から処理まで。安心安全
などこにも劣らない良質で美味しい「和歌山
県産 猪肉」です。

【賞味期限】冷凍 90日
【流通時期】通年 08380838

いの屋の鹿肉
いのやのしかにく

いの屋

自然をかけめぐり、木の実や果物を豊富に蓄
えた野生の鹿を解体から処理まで。安心安全
などこにも劣らない良質で美味しい「和歌山
県産 鹿肉」です。

【賞味期限】冷凍 90日
【流通時期】通年 08390839

紀州和華牛
きしゅうわかうし

紀州和華牛協議会

紀州和華牛は県内生産のジュースや醬油の粕を飼
料として与え、脂肪肉を10％程度減少に成功。ま
たビタミンＥが黒毛和牛の約1.7倍豊富でヘル
シーな美味しい和牛です。

【希望小売価格】
ロース100g 1,600円～
モモ100g 864円～
【内容量】（応相談）
【賞味期限】冷凍90日、冷蔵４日
【流通時期】通年 12451245

NEWNEW

Ｂ１イノブタ イブ美豚
びーわんいのぶた いぶびとん

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

イブ美豚は、自社農場でオスのF1イノブタ「イブ
の恵み」とメス豚(デュロック種)から生まれたB1
イノブタです。臭みがなくあっさりとした、とろ
けるような柔らかさとコクがあり、特に脂身に甘
みのあるお肉です。ロー
ス、肩ロース、ヒレ、バ
ラ、モモ、ウデ等各部位
ごとに販売いたします。

【希望小売価格】1,296円～(ロースの場合)
【内容量】300g～
【賞味期限】冷凍 60日
【流通時期】通年 10251025
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ほんまもん蜜柑蜂蜜
ほんまもんみかんはちみつ

村上養蜂

日本一のミカンの産地和歌山のミカン畑を蜜
蜂が飛び回り、ほのかな酸味・爽やかな香り
の上品な蜂蜜です。

【希望小売価格】1,080 円
【内容量】120g
【賞味期限】採蜜年の6月から2年
【流通時期】通年 06520652

14
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加太の一本釣り真鯛
かだのいっぽんづりまだい

加太漁業協同組合

友ヶ島周辺のマダイは、紀淡海峡の速い潮に
もまれて育ち、身は良質でよく引き締まって
います。加太の漁師は、伝統的漁法(疑似餌
による一本釣り)にこだわり、釣り上げられ
たマダイの処理(空気抜
き等)が的確で、活魚の
状態で出荷されます。

【流通時期】通年 03140314

加太の真蛸
かだのまだこ

加太漁業協同組合

加太のマダコの特徴は、エサが豊富な友ヶ島
周辺海域で育っている為、柔らかく甘みがあ
り、刺し身・ゆでタコ・から揚げ・シーフー
ドの具として、とてもおいしく食べることが
出来ます。

【流通時期】6月～ 9月 04150415
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しそ梅
しそうめ

株式会社 池本商店

「より自然のままで、より良いものだけをお
届けしたい」をモットー。しそ梅は、塩分約
20％の昔梅。粒選りの南高梅と塩、赤しその
葉だけで漬け込んだ素朴な味わいをお楽しみ
ください。

【希望小売価格】1,382円
【内容量】200g
【賞味期限】180日 03360336

幸梅漬
こうばいづけ

株式会社 池本商店

「より自然のままで、より良いものだけをお
届けしたい」をモットーに、紀州梅の新たな
味覚を追求し、従来製品とは一線を画し、環
境に配慮しました。幸梅漬は、蜂蜜入りうす
塩味で「程よい酸味と
程よい甘み」のお召し
上がり易い梅干しです。
塩分約10％。

【希望小売価格】1,728 円
【内容量】200g
【賞味期限】90日 03370337
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和の守梅はちみつ
まもりうめはちみつ

株式会社 イーストアジア・コーポレーション

国産蜂蜜を使用。甘口ですが、黒酢も使用し
ている為、さっぱりとした後味が特徴の梅干
しです。塩分は4％とかなり低く、減塩志向
の方にも好評です。

【希望小売価格】3,240 円
【内容量】500ｇ
【賞味期限】製造から180日 09520952
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紀州南高梅アソートセレクション
きしゅうなんこううめあそーとせれくしょん

株式会社 梅屋

1パックに3種類の個包装梅干が入っていて、
味のバリエーションをお楽しみ頂けます。レ
ジャーやお弁当、スポーツでの塩分補給、海
外旅行等に最適です。

【希望小売価格】
12個入700円　24個入1,300円

【内容量】12個入(84ｇ) 24個入（168ｇ）
【賞味期限】365日 09540954

庭園梅しそ漬
ていえんうめしそづけ

株式会社 岡畑農園

厳選した紀州産枝成り完熟梅を、国産のしそ
の葉で漬け込んださっぱりとした味わいのう
す塩味しそ漬梅干です。昔ながらの味わいが
どこか懐かしく、しそ漬けならではの美しい
色合いと爽やかなしそ
の香りが食欲をそそり
ます。(塩分約12％)

【希望小売価格】2,646 円
【内容量】500g
【賞味期限】1年間 01880188

恋梅
こいうめ

株式会社 岡畑農園

厳選した紀州産枝成り完熟小梅を、まるで恋
するごとく、ほんのりと甘く、程良く酸っぱ
い、柔らかく、絶妙なバランスで仕上げたう
す塩味高級小梅干です。砂糖を一切使用して
いません。体に気遣っ
た製品です。
(塩分約7％)

【希望小売価格】3,078 円
【内容量】500g
【賞味期限】1年間 01890189

しそ漬小梅干
しそづけこうめぼし

株式会社 岡畑農園

厳選した紀州産枝成り完熟小梅を、昔ながら
の酸味を残した味わいに仕上げた、小さく食
べやすいうす塩味小梅干です。(塩分12％)

【希望小売価格】2,754 円
【内容量】500g
【賞味期限】1年間 01900190

かつお風味味小町
かつおふうみあじこまち

株式会社 岡畑農園

厳選した紀州産枝成り完熟梅を風味豊かなか
つおの削り節と香り豊かなしその葉の持ち味
を活かし、漬け込んだうす塩味かつお梅干し
です。旨味あふれる甘酸っぱさが食欲をそそ
り、ご飯との相性は絶
妙です。(塩分約7％)

【希望小売価格】
2,646 円（500g）、4,536 円（1kg）
【内容量】500g、1kg
【賞味期限】1年間 01910191

幻の梅
まぼろしのうめ

株式会社 岡畑農園

自社農園で大切に育てた紀州産枝成り完熟梅
を使用しています。お口の中でとろける柔ら
かい果肉からはハチミツの甘味がたっぷり。
5％のうす塩味なのに梅の旨みもしっかり。
「幻」という名にふさ
わしい美味しさ、フ
ルーティーでたっぷり
の甘さが特徴です。

【希望小売価格】3,078円(500g)
5,508 円(1kg)、9,936 円（2kg）
【賞味期限】1年間 04390439

うまい梅
うまいうめ

株式会社 岡畑農園

梅干本来の旨みをしっかりと味わえるのは、
素材の枝成り完熟梅を厳選し余計な原料を加
えずにうす塩味で漬け上げているから。ほど
よい酸味と飽きのこない甘味がふくよかな果
肉に広がります。梅干
通の方にも自信を持っ
てお勧めできるまさに
「うまい梅」です。

【希望小売価格】2,970円(500g)
4,968円(1kg)、8,964 円（2kg）
【賞味期限】1年間 04400440
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紀州五十五万石
きしゅうごじゅうごまんごく

河本食品 株式会社

紀州南高梅を使用し、昆布出汁で丹念に漬け
上げました。まろやかな風味を堪能して頂け
る逸品です。

【希望小売価格】3,800 円
【内容量】800g
【賞味期限】8ヶ月 00290029

梅風月
うめふうげつ

河本食品 株式会社

紀州南高梅を使用し、うす塩味に丹念に漬け
上げた逸品です。塩分を気にされるお客様に
人気の高い商品です。

【希望小売価格】3,700 円
【内容量】800g
【賞味期限】8ヶ月 00300030

焼き梅
やきうめ

河本食品 株式会社

紀州南高梅を使用し、弊社独自の味付けをほ
どこし、一粒づつ、じっくりと丁寧に焼き上
げることにより、まろやかなお味に仕上げた
逸品です。

【希望小売価格】3,600 円
【内容量】350g
【賞味期限】8ヶ月 06550655

南宝梅
なんぽうばい

河本食品 株式会社

紀州南高梅を使用し、はちみつを加え、うす
塩味に仕上げた逸品で、ほのかな甘酸っぱさ
が人気です。

【希望小売価格】3,700 円
【内容量】800g
【賞味期限】8ヶ月 06560656

天授の梅 しそ漬
てんじゅのうめ しそづけ

河本食品 株式会社

紀州南高梅を使用し、「塩分2.8％」のうす塩味
に仕上げた逸品です。さわやかなしそ風味で、
塩分を気にされる方に人気の高い商品です。

【希望小売価格】3,600 円
【内容量】700g
【賞味期限】8ヶ月 06570657

ささやかな気持ち 紀州じまん
ささやかなきもち きしゅうじまん

紀州綜合食品 株式会社

果肉の柔らかい紀州南高梅にレンゲはちみつを加
えてまろやかに漬け上げました。お土産やプチギ
フトなど様々な場面でご利用頂けるかわいらしい
パッケージに仕上げました。

【希望小売価格】648円
【内容量】120g
【賞味期限】180日 11341134

NEWNEW

ささやかな気持ち 梅の想い
ささやかなきもち うめのおもい

紀州綜合食品 株式会社

果肉の柔らかい紀州南高梅にレンゲはちみつとり
んご果汁、国産黒酢とともに漬け上げた、どなた
にも喜んでいただける甘さたっぷりの梅干です。
お土産やプチギフトにどうぞ。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】120g
【賞味期限】180日 11351135

NEWNEW

一粒の恵み
ひとつぶのめぐみ

紀州綜合食品 株式会社

紀州南高梅をレンゲはちみつとりんご果汁、国産
黒酢とともに漬け上げた、甘さたっぷりの梅干を
一粒一粒和紙に包み木箱に詰め「想い」を込めた
贈り物です。

【希望小売価格】2,700円、5,400円
【内容量】250g、500g
【賞味期限】180日 11361136

NEWNEW
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しそ漬小梅
しそづけこうめ

紀南農業協同組合

紀州産小梅干しを使い、国産しそで色・香りよ
く仕上げました。「安全・安心な農産物を消費
者にお届けする」を理念に、栽培履歴の検証、
残留農薬の自主検査等を行い、安全を確認した
地元紀州産の梅だけを
使っています。

【希望小売価格】4,600 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から120日 00540054

こりゃ梅え
こりゃうめえ

紀南農業協同組合

紀州産南高梅干しを使い、甘くない本来の梅
干しの風味を活かしうす塩味に仕上げまし
た。「安全・安心な農産物を消費者にお届け
する」を理念に、栽培履歴の検証、残留農薬
の自主検査等を行い、
安全を確認した地元紀
州産の梅だけを使って
います。

【希望小売価格】4,600 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から180日 00550055

百花一粒 まろの梅
ひゃっかひとつぶ まろのうめ

紀南農業協同組合

紀州産南高梅干しを使い、うす塩味であまずっ
ぱく仕上げました。「安全・安心な農産物を消
費者にお届けする」を理念に、栽培履歴の検
証、残留農薬の自主検査等を行い、安全を確認
した地元紀州産の梅だ
けを使っています。

【希望小売価格】4,800 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から180日 00560056

白干し梅
しらぼしうめ

紀南農業協同組合

昔ながらの塩だけで漬けて干し上げた梅干し。
紀州産南高梅使用。「安全・安心な農産物を消
費者にお届けする」を理念に、栽培履歴の検
証、残留農薬の自主検査等を行い、安全を確認
した地元紀州産の梅だ
けを使っています。

【希望小売価格】4,000 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から1年 00570057

白干し小梅
しらぼしこうめ

紀南農業協同組合

昔ながらの塩だけで漬けて干し上げた小梅干
し。紀州産小梅使用。「安全・安心な農産物を
消費者にお届けする」を理念に、栽培履歴の検
証、残留農薬の自主検査等を行い、安全を確認
した地元紀州産の梅だ
けを使っています。

【希望小売価格】4,100 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から1年 00580058

塩分8％しそ漬
えんぶん 8％しそづけ

紀南農業協同組合

紀州産南高梅干しを使い、国産しそで色・香
りよく仕上げうす塩味にしました。「安全・
安心な農産物を消費者にお届けする」を理念
に、栽培履歴の検証、残留農薬の自主検査等
を行い、安全を確認し
た地元紀州産の梅だけ
を使っています。

【希望小売価格】4,800 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から120日 00590059

あまみのこつぶ
あまみのこつぶ

紀南農業協同組合

紀州産小梅干しの大粒サイズを使い、あま～
く仕上げました。「安全・安心な農産物を消
費者にお届けする」を理念に、栽培履歴の検
証、残留農薬の自主検査等を行い、安全確認
した地元紀州産の梅だ
けを使っています。

【希望小売価格】4,800 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から180日 00610061
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塩分4％はちみつ梅
えんぶん 4％はちみつうめ

紀南農業協同組合

国産ハチミツと黒酢をベースに、塩分4％の
うす塩味で食べやすく仕上げました。「安
全・安心な農産物を消費者にお届けする」を
理念に、栽培履歴の検証、残留農薬の自主検
査等を行い、安全を確
認した地元紀州産の梅
だけを使っています。

【希望小売価格】4,800 円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から180日 02010201
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紀州南高梅 夢葵 彩の舞25粒
きしゅうなんこううめ ゆめあおい いろどりのまい25つぶ

株式会社 紀和農園プロダクツ

紀州南高梅を5つのこだわり梅に仕上げまし
た。味・香り・食感・色合いなど多彩な味わ
いをお楽しみください。

【希望小売価格】5,400 円
【内容量】375g(25 粒 )
【賞味期限】製造日より120日(常温) 06250625

紀州南高梅 夢葵 彩の舞16粒
きしゅうなんこううめ ゆめあおい いろどりのまい16つぶ

株式会社 紀和農園プロダクツ

紀州南高梅を4つのこだわり梅に仕上げまし
た。味・香り・食感・色合いなど多彩な味わ
いをお楽しみください。

【希望小売価格】3,240 円
【内容量】210g(16 粒 )
【賞味期限】製造日より120日(常温) 06260626

梅ミラクル シロップ漬け
うめみらくる しろっぷづけ

熊野の里 株式会社

梅干からつくったシロップ漬け梅のかすかな酸味
と甘さが絶妙なバランス。梅はそのまま和のデ
ザートとしてまたシロップ液は炭酸やお酒で割っ
てお召し上がりください。

【希望小売価格】702円
【内容量】130g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11381138

NEWNEW

昔ながらのすっぱい梅干
むかしながらのすっぱいうめぼし

坂忠商店

高品質の完熟南高梅を粗塩で漬け込み天日干
しで仕上げた伝統製法の紀州梅干しです。

【希望小売価格】3,360 円
【内容量】1.2kg
【賞味期限】365日 05170517

こだわり熟うま南高梅(うす塩味)
こだわりじゅくうまなんこうばい(うすしおあじ)

坂忠商店

高品質の完熟南高梅を食品添加物を使用せ
ずうす塩味に仕上げた、こだわりの紀州梅干
です。

【希望小売価格】3,130 円
【内容量】800g
【賞味期限】180日 05180518

こだわり熟うま南高梅(はちみつ梅)
こだわりじゅくうまなんこうばい(はちみつうめ)

坂忠商店

高品質の完熟南高梅を食品添加物を使用せず
はちみつ等の自然素材で仕上げた、食品添加
物を使っていないはちみつ梅です。

【希望小売価格】3,130 円
【内容量】800g
【賞味期限】180日 05190519

猿梅ひかえめ
えんばいひかえめ

有限会社 三友農園

塩分6％のうす塩味に漬け込んだ、ふっくらとろ
けるフルーティな優しい味わい。お子様や塩分を
気にされる方、健康志向の方などにもオススメの
梅干です。

【希望小売価格】1,080円、1,620円、
3,240円、5,400円

【内容量】180g、270g、550g、
1.0kg

【賞味期限】6ヶ月
【流通時期】通年 11321132

NEWNEW
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猿梅まろやか
えんばいまろやか

有限会社 三友農園

完熟した柔らかい紀州南高梅の中でも、Ａ級と呼
ばれる上質な果実だけを使用。塩分8％のうす塩
味で、食べた瞬間に広がる甘酸っぱくてとろりと
した風味が人気です。

【希望小売価格】1,080円、1,620円、
3,240円、5,400円
【内容量】180g、270g、550g、
1.0kg
【賞味期限】6ヶ月
【流通時期】通年 11331133

NEWNEW

勝喜梅 はちみつ仕立て
しょうきばい はちみつじたて

株式会社 勝僖梅

弊社では、紀州南高梅の良質な原料を使用し、
熟練の技と長年培ったデータをもとにした製法
で、ご好評頂いているお味をお届け致しており
ます。また、漬け込み後の乾燥行程や独自の窒
素ガスによる品質保存
方法など手間を惜しま
ない製法を創業より守
りぬいております。

【希望小売価格】648円～5,400円
【内容量】90g～ 950g
【賞味期限】2年間 03230323
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やわらか干し梅 種抜き
やわらかほしうめ たねぬき

有限会社 長生き屋商店

紀州産南高梅を紀州産みかんはちみつと一緒に漬
け込み、種を抜きました。甘くてコクのある味わ
いは一度食べたらくせになります。レジャーに夏
の塩分補給に。

【希望小売価格】198円、540円、
1,080円

【内容量】17g、50g、108g
【賞味期限】270日
【流通時期】通年 11391139

NEWNEW

紀陽梅じゃばらはちみつ
きようばいじゃばらはちみつ

日本商事 株式会社

和歌山県北山村特産の柑橘、「じゃばら」の
果汁を調味液に加えた塩分約6％のはちみつ
漬け梅干しです。甘めの味付けとさわやかな
柑橘風味が特徴です。

【希望小売価格】3,240 円
2,160 円、1,080 円
【内容量】580g、360g、180g
【賞味期限】180日 06540654
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イタドリ＆かつお梅
いたどり＆かつおうめ

株式会社 日置川みらい館

地元で栽培されたイタドリを、歯ごたえを損なわ
ず、梅干しの調味液を用いて甘酸っぱく味付け
し、山海の旨味豊かなかつお梅をあわせた、2つ
の味を楽しめる商品です。

【希望小売価格】500円
【内容量】130g
【賞味期限】180日（冷蔵保存）
【流通時期】通年 11371137

NEWNEW
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かつお梅
かつおうめ

有限会社 福梅本舗

紀州の南高梅を使ったかつお梅が食べたいと
いうお客様の声をきっかけに製造・販売をは
じめました。お客様によろこんでいただける
商品作りを基本に、パック詰等の際にも、機
械を使わず1粒ずつ手と
目でチェックして選別
しています。

【希望小売価格】1,200 円
【内容量】250g
【賞味期限】6ヶ月 02020202

まろやか梅
まろやかうめ

有限会社 福梅本舗

甘いだけの梅干ではなく、梅本来のすっぱさ
もあり、ご飯との相性も非常に良くお子様か
らお年寄りの方まで幅広い人気です。

【希望小売価格】1,200 円
【内容量】250g
【賞味期限】6ヶ月 03380338

梅の鏡
うめのかがみ

有限会社 福梅本舗

上品な木目の木箱に、大粒の紀州南高梅干2
種類「まろやか梅」を上段に、「かつお梅」
を下段にお詰めしております。

【希望小売価格】一段：3,500 円
二段：6,800 円

【内容量】500g/段
【賞味期限】6ヶ月 03440344

華結
はなむすび

有限会社 福梅本舗

紀州特選南高梅まろやか梅の中から大粒で美
しく見た目にも特に美味しそうな梅を一粒一
粒選び、和紙風の小袋にお詰めしました。

【希望小売価格】
3,950円(15粒入、送料込)
5,950円(24粒入、送料込)
【賞味期限】6ヶ月 03450345

樹王
じゅおう

有限会社 福梅本舗

最高級品質のまろやか梅を選り抜き、信楽焼
きの陶器壷に詰め、さらに焼き杉の木箱に収
めました。この気品漂う重厚で高貴な趣の樹
王は確かな人間関係の証となるにふさわしい
福梅本舗が誇る究極の
逸品です。

【希望小売価格】
10,800円（送料込）
【内容量】1.3㎏
【賞味期限】6ヶ月 04430443

しそ漬梅
しそづけうめ

有限会社 福梅本舗

昔ながらのすっぱくてさわやかな味のしそ漬
梅。福梅本舗のしそ漬梅は特にまごころを込
めて丁寧に丁寧に赤しその中で熟成させた本
物のしそ漬梅です。酸っぱいけれど懐かしい
味。炊き立ての白いご
飯に本当によく合う梅
干です。

【希望小売価格】1,200 円
【内容量】250g
【賞味期限】6ヶ月 04450445
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DewRose CORDIAL
でゅーろーず こーでぃある

株式会社あがらと

朝一番に収穫するDew Roseの香りを贅沢にとじ込
めた薔薇シロップ。薔薇の香りのジュレやバター
クリームの他、贅沢なかき氷シロップとしても。

【希望小売価格】2,376円
【内容量】140ml
【賞味期限】製造より365日（未
開封時）
【流通時期】通年 12041204

NEWNEW

１００％ピュアジュース みかんしぼり
100％ぴゅあじゅーす みかんしぼり

株式会社 伊藤農園

みかんのおいしさが生きた食品添加物を使わ
ない和歌山県産のストレートジュース。果実
を半分に切り、お碗で上からやさしく押して
搾るので苦みやアクの入らない混じりっ気な
しのジュースに仕上げ
ております。2020年モ
ンドセレクション最高
金賞受賞。

【希望小売価格】
292円(180ml)、1,048円(750ml)

【賞味期限】12ヶ月 03470347

１００％ピュアジュース はっさくしぼり
100％ぴゅあじゅーす はっさくしぼり

株式会社 伊藤農園

はっさくのおいしさが生きた食品添加物を使
わない和歌山県産のストレートジュース。果
実を半分に切り、お碗で上からやさしく押し
て搾るので苦みやアクの入らない混じりっ気
なしのジュースに仕上
げております。2020年
モンドセレクション最
高金賞受賞。

【希望小売価格】
335円(180ml)、1,188円(750ml)
【賞味期限】12ヶ月 03480348

１００％ピュアジュース きよみしぼり
100％ぴゅあじゅーす きよみしぼり

株式会社 伊藤農園

きよみのおいしさが生きた食品添加物を使わ
ない和歌山県産のストレートジュース。果実
を半分に切り、お碗で上からやさしく押して
搾るので苦みやアクの入らない混じりっ気な
しのジュースに仕上げ
ております。2020年モ
ンドセレクション最高
金賞受賞。

【希望小売価格】
335円(180ml)、1,188円(750ml)

【賞味期限】12ヶ月 03490349
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田村みかんジュース
たむらみかんじゅーす

かねよし農園

紀州有田、田村地区で育った、まじりっけの
無いほんまもん100％の温州みかんジュース。
無添加、無香料、無着色ですので、お子様か
らご年配の方まで安心してお飲み頂けます。

【希望小売価格】1,000 円
【内容量】720ml
【賞味期限】180日 09570957

じゃばら１０％ドリンク
じゃばら10％どりんく

株式会社じゃばらいず北山

原種原木の北山村じゃばらを使用。ほどよい
甘さでスッキリと飲みやすい、爽やかなドリ
ンクです。

【希望小売価格】260 円
【内容量】160ml
【賞味期限】製造日から1年間 05240524

熊野やまももしろっぷ
くまのやまももしろっぷ

Kumano Berry

初夏のほんのつかの間に実り落ちていく果
実「やまもも」。その一瞬を摘み取りギュッとと
じ込めました。甘くて、どこか懐かしい素朴な味
をお楽しみください。

【希望小売価格】
１本 1,620円
３本 4,860円
【内容量】235ｇ
【賞味期限】未開封1年
【流通時期】通年 10401040

やさしい牛乳
やさしいぎゅうにゅう

農事組合法人 黒沢牧場

全国でも珍しい1年中放牧飼育を継承する黒
沢牧場。ストレスフリ―な牛たちの生乳を、
低温殺菌でやさしく濃厚な味わいに仕上げま
した。

【希望小売価格】
216円(200ml)、864円(900ml)
【消費期限】7日 09050905
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ピーチ八朔ジュース（黄桃）
ぴーちはっさくじゅーす（おうとう）

農事組合法人 ちょういしファーマーズ

九度山町産の黄桃を丸ごと使用し、かつらぎ町産
の八朔と合わせました。桃の甘さと八朔の酸味・
ほろ苦さが絶妙にマッチしたジュースです。180
ｍｌ瓶に桃2個分使用。

【希望小売価格】432円、1,080円
【内容量】180ml、500ml　
【賞味期限】1年
【流通時期】通年 11431143

NEWNEW

梅シロップ 梅の初恋
うめしろっぷ うめのはつこい

中野BC 株式会社

和歌山県産南高梅を使用した甘酸っぱい梅シ
ロップ。水や炭酸水で5倍にうすめてお飲み
ください。

【希望小売価格】839円
【内容量】720ml
【賞味期限】12ヶ月 05680568

トマトジュース
とまとじゅーす

(社福)なかよし福祉会なかよし作業所 みんなの食品ひだまり

糖度の高いフルーツミニトマトを使用。素材
の味を活かした甘くて濃いフルーツ感覚のト
マトジュースです。

【希望小売価格】250 円
【内容量】180g
【賞味期限】8ヶ月 07320732

梅搾り
うめしぼり

株式会社 濱田

和歌山県認証の特別栽培農産物である、完熟南高
梅を砂糖漬けで抽出したシロップを水・ソーダー
水で約４倍希釈で飲む梅ジュースです。

【希望小売価格】1,380円
【内容量】490ml
【賞味期限】約 210日
【流通時期】通年 12021202

NEWNEW



31 32

畜
産
物
・
ジ
ビ
エ

じゃばら生活 じゃばらストレート果汁
　　じゃばらせいかつ じゃばらすとれーとかじゅう

株式会社 ファイブワン

保存料・着色料無添加の和歌山県産じゃばら100%
果汁です。レモン果汁のように焼き物や揚げ物な
どのお料理、お湯割り等にもご使用頂けます。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】150ml
【賞味期限】365日
【流通時期】通年 11401140

NEWNEW

有田みかん搾り 長閑
ありだみかんしぼり のどか

藤長農園

自家農園で栽培したみかんをまるごと搾った
100％ストレートジュースです。有田みかん本来
の香りや甘さ、まろやかさをぜひお楽しみくださ
い。

【希望小売価格】
388円(200ml)、
1,296円(720ml)
【賞味期限】1年
【流通時期】通年 10371037

フルーツ甘酒 プレーン
ふるーつあまざけ ぷれーん

株式会社 ふみこ農園

米麹から生まれたノンアルコールの甘酒で
す。素材本来の素朴なやさしい味わいです。

【希望小売価格】410 円
【内容量】180g
【賞味期限】常温180日 09230923

きわみ１００％ストレートみかんジュース
きわみ１００％すとれーとみかんじゅーす

株式会社 松尾

有田地方の完熟早生の温州みかんを中心に使
用しております。手作業でみかんの皮を剥き
果肉を丸ごと絞る事で風味が良く、とろみが
有り濃厚なみかんジュースです。

【希望小売価格】
432円(200ｍｌ)、1,080円(500ｍｌ)
【賞味期限】1年 09550955

あら川の桃６０％果汁入りドリンク
あらかわのもも６０％かじゅういりどりんく

株式会社 松尾

桃山町「あら川の桃」を手作業にてカットし
ピューレ状に裏ごしして搾汁しますので、桃
の香りや風味を損なう事なく搾り上げており
ます。贅沢に果汁を60%使用しておりますの
で、桃の実をそのまま食
べたような果実感をお楽
しみいただけます。

【希望小売価格】
432円（200ml）、1,080円（500ml）
【内容量】200ml、500ml
【賞味期限】1年 09580958

完熟純しぼり
かんじゅくじゅんしぼり

まるまつ農園

そのまま食べて充分美味しいみかんを、一つ一つ
手選別し、贅沢に、丁寧に搾りました。濃厚な甘
味ながら後味すっきり。みかん農家だから出せる
味です。

【希望小売価格】
200ml（2本）：800円
720ml（1本）：1,500円
【内容量】200ml、720ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年 11421142

NEWNEW

クエン酸プラム
くえんさんぷらむ

株式会社 丸惣

紀州南高梅（和歌山県産）の果汁を使用した梅果
汁ドリンクです。梅自体に含まれる、疲労感軽減
効果のある「クエン酸」に着目した機能性表示食
品です。

【希望小売価格】3,024円
【内容量】720ml
【賞味期限】365日
【流通時期】通年 11441144

NEWNEW

熟選工房
じゅくせんこうぼう

和歌山県農業協同組合連合会

和歌山県産温州みかんから作ったコクと香り豊か
なストレートジュースです。発売当初から変わら
ぬストレート果汁製法。和歌山県みかんジュース
の代名詞のような存在です。

【希望小売価格】瓶4,536円、
紙パック（12本入）3,800円

【内容量】瓶 900ml、紙パック330ml
【賞味期限】瓶 365日、紙パッ
ク270日　　

【流通時期】4月から9月下旬まで 11411141

NEWNEW
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南紀白浜 富田の水
なんきしらはま とんだのみず

株式会社 南紀白浜富田の水

2002年～2020年　モンドセレクション19年連
続「最高金賞」受賞。「国際最高品質賞」6
回受賞。南紀白浜富田の水は、世界遺産に登
録された熊野古道の「大辺路街道富田坂」入
口より2kmほど奥へ入っ
た熊野連山のふもとで
採水しています。

【希望小売価格】580円(送料別)
【内容量】1.3L×8
【賞味期限】5年 02750275

イタドリ茶
いたどりてぃー

株式会社 日置川みらい館

各種ポリフェノールが含まれたイタドリの葉を使
用し、ハーブティーのように仕立てました。

【希望小売価格】200円（茶葉）、
560円（ﾃｨー ﾊ゙ ｯｸ゙ ）
【内容量】15g（茶葉）、
14g（ﾃｨｰﾊ ｯ゙ｸ 2゙g×7個）
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 12001200

NEWNEW

イタドリ茶withレモングラス
いたどりてぃーうぃずえもんぐらす

株式会社 日置川みらい館

各種ポリフェノールが含まれたイタドリの葉を使
用し、レモングラスをブレンドした薫り高いハー
ブティーに仕立てました。

【希望小売価格】320円（茶葉）、
600円（ﾃｨー ﾊ゙ ｯｸ゙ ）
【内容量】15g（茶葉）、
14g（ﾃｨｰﾊ ｯ゙ｸ 2゙g×7個）
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 12011201

NEWNEW
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こだわりのうめジャム
こだわりのうめじゃむ

株式会社 アセロラフーズ

和歌山特産の肉厚で風味豊な青梅を使って、柔か
く仕上げています。お湯や炭酸水で割ってジュー
スとして。又ヨーグルトやアイスのソース等幅広
く楽しんで頂けます。

【希望小売価格】378円
【内容量】120g
【賞味期限】365日 11971197

NEWNEW

こだわりのみかんジャム
こだわりのみかんじゃむ

株式会社 アセロラフーズ

和歌山特産の温州みかんを丸ごとすり潰しまし
た。柔かく仕上げていますのでお湯や炭酸水で
割ってジュースとして。又ヨーグルトやアイスの
ソース等幅広く楽しんで頂けます。

【希望小売価格】378円
【内容量】120g
【賞味期限】240日 11981198

NEWNEW

果樹園のなめらかみかんジャム
かじゅえんのなめらかみかんじゃむ

株式会社 早和果樹園

完熟した有田みかんの皮を剥いて中身だけを
使い、高級柑橘「黄金柑」の果汁を加えてま
ろやかで深みのある味わいに仕上げました。
ペーストタイプの柔らかいジャムで、パンや
ヨーグルトに合わせて
美味しくお召し上がり
いただけます。

【希望小売価格】590 円
【内容量】260g
【賞味期限】180日 00660066
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紀州梅100％ 梅エキス
きしゅううめ100％ うめえきす

有限会社 トリニティー

紀州南高梅の果汁をしぼり、古式製法でじっくり
と煮詰め、梅果汁のみをペースト状に濃縮したア
ルカリ性食品です。塩分が気になる方も安心して
お召し上がりいただけます。

【希望小売価格】1,944円
【内容量】70g
【賞味期限】1,095日
【流通時期】通年 11991199

NEWNEW

厳選した大粒で肉厚の完熟紀州南高梅と砂糖の
みを原料に手作りした梅ジャム。砂糖は北海道
産の甜菜糖を使用し、果肉の食感を大切に、
スッキリした甘さに仕上げた逸品です。
プレーンヨーグルトに
入れて朝食に、食パン
やクラッカーにのせて
ホームパーティに。

梅ジャム
うめじゃむ

有限会社 ヤマイチ本店

【希望小売価格】1,350 円
【内容量】160g
【賞味期限】6ヶ月 06710671

まりひめジャム
まりひめじゃむ

株式会社 ふるーつふぁーむわかやま

低農薬、有機肥料のみで育て、安心、安全にこだ
わったまりひめ苺を使用し、砂糖とレモン果汁
のみで作った無添加でおいしいまりひめジャ
ムです。

【希望小売価格】880円
【内容量】100g
【賞味期限】製造から1年 10411041
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天風ラスク
てんぷうらすく

一の橋観光センター 株式会社

高野山麓産「天野米」100％で作られたシフォン
ケーキを、1ホールまるごとラスクに。和歌山産
のみかん・蜂蜜・黒ごま豆腐の3種類のお味が楽
しめる贅沢なスイーツです。

【希望小売価格】大 1,650円、
小 600円
【内容量】大（ホール・17枚入）、
小（50g 入）
【賞味期限】約 60日
【流通時期】通年 11561156

NEWNEW

熊野の香り４８９６
くまののかおりよんはちきゅうろく

株式会社 エムアファブリー

一口ごとに感じる、木々の間を吹き抜けるよ
うな、清々しい森の香り。熊野の自然がくれ
た、森が香るチョコレート。上品な味、香り
をお楽しみください。

【希望小売価格】
8個入り：1,490 円
16 個入り：2,570円

【内容量】
8個入り：40g、16個入り：80g
【賞味期限】365日 09780978

梅菓匠
うめかしょう

株式会社 岡畑農園

枝なり完熟梅の香りを閉じ込め甘くとろける和
菓子梅に仕上げました。梅菓匠となる梅は1本
の木から収穫できる梅のなかでも極僅かです。
実が枝になった状態で完熟した大粒の梅だけを
選りすぐり漬け込んだ
最高の逸品。2010年2011
年2年連続モンドセレク
ション最高金賞受賞。

【希望小売価格】（税込）
1,047円(2 粒 )、3,132円(6粒 )、
6,264円（12粒）、10,368円（20粒）

【賞味期限】1年 03900390
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温州みかんシフォンケーキ
うんしゅうみかんしふぉんけーき

菓子工房 喜多亭　

原材料にこだわり、地元の食材を使った、柑橘の
新しい商品にしあげました。軽い食感だけど、コ
クのある味にしています。14ｃｍの紙型に1～2名
で食べきれるタイプ。

【希望小売価格】594円
【内容量】１個（180ｇ）
【賞味期限】15日
【流通時期】通年 11571157

NEWNEW
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グリーンソフト
ぐりーんそふと

株式会社 玉林園

160年の歴史を持つ老舗お茶屋玉林園が作った
抹茶入りソフトクリーム「グリーンソフト」。茶
葉は国産を100％使用！石臼で丁寧に挽いた抹
茶を使用し、抹茶本来の色、風味を損なう事な
く、サッパリとした程良
い甘さに仕上げ、人気を
得ています。

【希望小売価格】180 円
【内容量】1ヶ 01100110

天狗力餅
てんぐちからもち

菓匠 錦花堂

興国寺（由良町）の天狗伝説に因んだ和菓子
です。北海道産小豆の自家製漉し餡を求肥餅
で包んだ物と２枚のふ焼き煎餅を個別包装し
ております。ふ焼き煎餅でお餅を挟んでお召
し上がり下さい。

【希望小売価格】146円
【内容量】1個 35g
【賞味期限】7日 03890389

浜そだち
はまそだち

有限会社 串本儀平

自家製のこしあんを求肥で包み、白い薄干皮
で挟み♪わたしゃ串本両浜そだち色の黒いは
ごめんなれ♪串本節の一節から、お菓子で
「浜そだち」を表現しました。串本節を知っ
てもらおうと、1個に1
枚串本節のカードが
入っています。

【希望小売価格】1,360円(6個入り)
【内容量】1個 47g
【賞味期限】6日 01300130
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THIS IS WAKAYAMASABLE.
　　でぃす いず わかやまさぶれ

社会福祉法人 熊野緑会 第二なぎの木園

スウィーツ甲子園でグランプリを受賞。和歌山サ
ブレ５種の詰め合わせ。天満牛乳の味、みなべの
梅味、有田みかん味、湯浅醤油味、両谷園の緑茶
味です。

【希望小売価格】5枚入り 594円、
10枚入り 1,080円

【内容量】5 枚入り、10 枚入り
【賞味期限】90日
【流通時期】通年 11661166

NEWNEW

くろさわ牧場アイスクリーム ミルク
くろさわぼくじょうあいすくりーむ みるく

農事組合法人 黒沢牧場

紀伊水道を臨む黒沢山の広い草地でのびのび
放牧育ちの牛たち。お口いっぱいに広がる豊
かなミルク感は、メイドイン牧場ならではの
新鮮さの証。牧場牛乳の濃厚な風味と後口の
良さを是非味わって下
さい。

【希望小売価格】378円
【内容量】90ml 06360636

たねなし柿のドライフルーツ
たねなしがきのどらいふるーつ

株式会社 ケーズファーム

和歌山県紀北地域の特産品“たねなし柿”を使っ
たドライフルーツです。無添加で乾燥させること
により、甘みと旨味が凝縮され、しっとりした食
感が特徴です。

【希望小売価格】400円、750円
【内容量】50g、100g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11541154

NEWNEW

富有柿のドライフルーツ
ふゆがきのどらいふるーつ

株式会社 ケーズファーム

和歌山県紀北地域の特産品“富有柿”を使ったド
ライフルーツです。無添加で乾燥させることによ
り、甘みと旨味が凝縮され、しっとりした食感で
強い甘みが特徴です。

【希望小売価格】450円、850円
【内容量】50g、100g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11551155

NEWNEW

まるごと田村みかんゼリー
まるごとたむらみかんぜりー

株式会社 小南農園

田村みかんを樹上完熟させ、甘味のぎっしり
詰まった小粒サイズのみかんを、そのままの
形でゼリーに閉じ込めました。生果に近い弾
力の果肉から、口いっぱいに広がる果汁が絶
妙に絡み合う、とって
もジューシーなゼリー
です。

【希望小売価格】243円
【内容量】94g
【賞味期限】180日 03870387

蜜柑きんとん
みかんきんとん

株式会社 小南農園

田村みかんの果肉と果汁を寒天で固めた素朴
なゼリーです。「食べた人が幸せになるよう
に」との願いをこめ蜜柑きんとんと名付けま
した。

【希望小売価格】350 円
【内容量】110g
【賞味期限】180日 07120712
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梅未来 富之助梅のあまうめ
うめみらい とみのすけうめのあまうめ

株式会社 佐々木農園

塩分0％の梅のスイーツ。完熟南高梅を水飴
や米酢で漬け込んでいます、柔らかい皮、と
ろけるような果肉、とろりとしたマンゴーの
ような食感と爽やかな梅の味が食べた後の爽
快さを引き出してくれ
ます。1個1個丁寧に小
袋に入れています。

【希望小売価格】
4,860 円(300g 15 個 )木箱、
3,240 円(240g 12 個 )紙箱
【賞味期限】4ヶ月 02740274
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ボンボンショコラ 真妻わさび
ぼんぼんしょこら まづまわさび

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

和歌山が起源の国産わさびの最高峰「真妻わさ
び」の爽やかな香りをチョコレートに閉じ込め、
特有のツンとくる香りを後味に残しました。

【希望小売価格】216円
【内容量】1個（13g）
【賞味期限】14日
【流通時期】通年 11531153

NEWNEW
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超極本煉羊羹「鶴壽」
ちょうごくほんねりようかん「かくじゅ」

株式会社 総本家駿河屋

弊社羊羹の最上位と位置付ける「鶴壽」は、和三
盆糖の配合比率を高め、より上品に、後味よくお
召し上がりいただけるように仕上げています。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】1,100ｇ
【賞味期限】365日
【流通時期】年中 11521152

NEWNEW

果樹園の濃厚みかんジュレ
かじゅえんののうこうみかんじゅれ

株式会社 早和果樹園

当園の100％有田みかん果汁を贅沢にも91％
使用したゼリーです。有田みかんそのままの
味を大切に考えて水を加えず、寒天とこん
にゃく粉と少しのお砂糖で濃厚な有田みかん
のゼリーに仕上げまし
た。濃厚なみかんその
まんまのぷるぷるぜ
りーをお試し下さい。

【希望小売価格】350 円
【内容量】120g
【賞味期限】180日 01130113
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かんじゃ山椒園こだわりのぶどう山椒を使ったカカオのメレンゲ
　　　　　かんじゃさんしょうえんこだわりのぶどうさんしょうをつかったかかおのめれんげ

ナチュラルガーデン

世界に誇れる、有田川町産のぶどう山椒とカカオ
の出逢い。嫌味のない抜けるようなぶどう山椒の
香りとカカオのバランスは、小粒ながらもクセに
なる。オトナのメレンゲ菓子。

【希望小売価格】480円、432円、
324円

【内容量】38g、30g、25g
【賞味期限】75日
【流通時期】通年 11581158

NEWNEW

鬪雞まんじゅう
とうけいまんじゅう

株式会社 二宮

世界遺産登録の鬪雞神社にちなんだ楽しい和
菓子です。地元素材の柚子餡と梅餡は素朴な
甘さ、中身や包装紙は可愛く華やかで、お土
産ご進物に最適です。

【希望小売価格】1,620 円
【内容量】9 個
(赤饅頭 4個・白饅頭 5 個 )
【賞味期限】7日 07990799

南方熊楠っまんじゅう
みなかたくまぐすっまんじゅう

株式会社 二宮

田辺市ゆかりの「知の巨人」南方熊楠をモチーフ
にした饅頭。キュートなマッチ箱パッケージは贈
り物にもぴったり。あんぱんのようなふんわり食
感とアタリ探しをお楽しみください。

【希望小売価格】2,160円
【内容量】8個
【賞味期限】10日
【流通時期】通年 11651165

NEWNEW
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ひじきのシフォンケーキ
ひじきのしふぉんけーき

株式会社 野田商店

地元加太産ひじきを使用した、全国的にも珍しい
ヘルシースイーツ。乾物とスイーツという驚きの
組み合わせの中には、うま味や海の恵み、健康へ
の思いが詰まっています。

【希望小売価格】259円
【内容量】１個
【消費期限】2日
【流通時期】通年 11511151

NEWNEW

 　ふわりもち苺（まりひめ）
 ふわりもちいちご（まりひめ）

パティスリー クスギン

和歌山県オリジナル品種「まりひめ」をピューレ
状にし、はちみつ・生クリームなどと合わせ冷や
し固め、ぎゅうひクレープで包みさらに冷やし固
めた大福の様な洋菓子です。

【希望小売価格】360円
【内容量】1個
【賞味期限】冷凍 60日、
解凍後 2日 11591159

NEWNEW

紀州熊野 南紀ひきがわ 川添茶ふぃなんしぇ BearS
きしゅうくまの なんきひきがわ かわぞえちゃふぃなんしぇ べあーず

株式会社 日置川みらい館

南紀白浜日置川の名産「川添茶」を使用し、風
味豊かでしっとりとした食感に仕上げました。海
来館イチオシ商品です！

【希望小売価格】1本160円、
3本570円、6本1,140円、
10本1,890円
【内容量】1本36g、3本108g、
6本216g、10本360g
【賞味期限】50日
【流通時期】通年 10611061

和歌山ひきがわ 梅ケーキ
わかやまひきがわ うめけーき

株式会社 日置川みらい館

南紀白浜日置川の梅畑で育った青梅をジャムに
し、生地に入れて焼き上げました。ほんのり甘い
ケーキに梅の酸味がアクセントです。

【希望小売価格】1個170円、
3個600円、6個1,200円

【内容量】1個44g、3個132g、
6個264g

【賞味期限】50日
【流通時期】通年 10621062
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紀州南高梅 塩分０％やさしい梅
きしゅうなんこううめ えんぶん０％やさしいうめ

ふたばの梅干

塩分を気になさる方にお薦め。紀州南高梅を
使い塩をまったく使わず漬け上げた塩分0％
やさしい梅をお届けします。

【希望小売価格】 
1,800円(400g)、3,400円(800g)

【賞味期限】4ヶ月 05710571

フルーツジュレ 温州みかん
ふるーつじゅれ うんしゅうみかん

株式会社 ふみこ農園

和歌山県産温州みかんの甘みがギュッと詰まった
お子様にも人気のジュレ。上品な甘みが特徴のぷ
るぷるの爽やかな味わいとツルンとした独特の食
感とのど越し。

【希望小売価格】378円
【内容量】130g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11601160

NEWNEW
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フルーツジュレ 柚子
ふるーつじゅれ ゆず

株式会社 ふみこ農園

爽やかさが際立つ柚子ジュレは、大人の方にも人
気。上品な甘みが特徴のぷるぷるの爽やかな味わ
いとツルンとした独特の食感とのど越し。

【希望小売価格】378円
【内容量】130g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11611161

NEWNEW

フルーツジュレ じゃばら
ふるーつじゅれ じゃばら

株式会社 ふみこ農園

幻の果実とも呼ばれる「じゃばら」の果汁がたっ
ぷり入った爽やかなジュレ。上品な甘みが特徴の
ぷるぷるの爽やかな味わいとツルンとした独特の
食感とのど越し。

【希望小売価格】378円
【内容量】130g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11621162

NEWNEW

フルーツジュレ 白桃
ふるーつじゅれ はくとう

株式会社 ふみこ農園

和歌山県産白桃を使用した、白桃そのものの美味
しさとジュレの口当たりが贅沢な逸品。上品な甘
みが特徴のぷるぷるの爽やかな味わいとツルンと
した独特の食感とのど越し。

【希望小売価格】378円
【内容量】130g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11631163

NEWNEW

フルーツジュレ 南高梅
ふるーつじゅれ なんこううめ

株式会社 ふみこ農園

紀州南高梅の甘酸っぱさが楽しめる、ジュレに
ぴったりの爽やかな味わい。上品な甘みが特徴の
ぷるぷるの爽やかな味わいとツルンとした独特の
食感とのど越し。

【希望小売価格】378円
【内容量】130g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年 11641164

NEWNEW
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古典郷土菓子 牟婁郡
こてんきょうどがし むろごおり

文左

「牟婁郡」は、精選した材料を使用し、自然
と人情の暖かさを味覚にいかし、加うるに
ニッキ(肉桂)の古典的な香味を配して、いに
しえの牟婁郡を舌上に再現していただくこと
にしました。

【希望小売価格】1,080 円
【内容量】9 個入り
【賞味期限】90日 09720972

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 くろえ。
きしゅうわかやまなごみがし くろえ

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空-kuu-

和歌山の酒造の大吟醸酒粕に紀州備長炭と石臼
挽きぶどう山椒を組み合わせた、黒江にちなん
だ米粉マフィン。（小麦粉・卵・乳製品・白砂糖
は不使用、国産米粉・米油使用）

【希望小売価格】280円
【内容量】1個
【消費期限】(常温)3日、
(冷凍)解凍後2日 10471047

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 じゃばラウニー。
きしゅうわかやまなごみがし じゃばらうにー

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空-kuu-

和歌山の酒造の大吟醸酒粕に紀州備長炭と石臼
挽きぶどう山椒を組み合わせた、黒江にちなん
だ米粉マフィン。（小麦粉・卵・乳製品・白砂糖
は不使用、国産米粉・米油使用）

【希望小売価格】250円
【内容量】1個
【消費期限】(常温)3日、
(冷凍)解凍後2日 10481048

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 さぶれ。
きしゅうわかやま なごみがし さぶれ。

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空 -kuu-

和歌山県産の百花蜜と御坊市産の平釜炊き塩を
使った、素朴な甘みとほのかな塩味のさくさく米
粉さぶれ。［小麦粉・卵・乳製品・砂糖は不使
用。国産米粉・米油使用。］

【希望小売価格】162円
【内容量】３枚
【賞味期限】30～ 40日（季節
により異なる）

【流通時期】通年 11451145

NEWNEW

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 こうめ。
きしゅうわかやま なごみがし こうめ。

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空 -kuu-

みなべ町産の紀州南高梅パウダーと、梅酢から出
来たしその塩を使った、甘酸っぱい風味の米粉
クッキー。［小麦粉・卵・乳製品・砂糖は不使
用。国産米粉・米油使用。］

【希望小売価格】140円
【内容量】６枚
【賞味期限】30～ 40日（季節
により異なる）
【流通時期】通年 11461146

NEWNEW

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 みかろん。
きしゅうわかやま なごみがし みかろん。

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空 -kuu-

有田みかんパウダー入りの生地に果皮と果肉も加
えた、みかん尽くしのしっとり米粉クッキー。
［小麦粉・卵・乳製品・砂糖は不使用。国産米
粉・米油使用。］

【希望小売価格】162円
【内容量】３枚
【賞味期限】30～ 40日（季節
により異なる）
【流通時期】通年 11471147

NEWNEW

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 いろちゃぼうろ。
　　きしゅうわかやま なごみがし いろちゃぼうろ。

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空 -kuu-

古くから栽培されている色川茶。那智勝浦町色川
産ほうじ茶が香ばしい、ほろほろ食感の米粉ぼう
ろ。［小麦粉・卵・乳製品・砂糖は不使用。国産
米粉・米油使用。］

【希望小売価格】151円
【内容量】４個
【賞味期限】30～ 40日（季節
により異なる）
【流通時期】通年 11481148

NEWNEW

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 かすけっと。
きしゅうわかやま なごみがし かすけっと。

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空 -kuu-

和歌山の酒造の大吟醸酒粕入りの生地に、紀州ぶ
どう山椒の爽やかさを加えた米粉ビスケット。
［小麦粉・卵・乳製品・砂糖は不使用。国産米
粉・米油使用。］

【希望小売価格】173円
【内容量】５枚
【賞味期限】30～ 40日（季節
により異なる）

【流通時期】通年 11491149

NEWNEW

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 はっざくっ。
きしゅうわかやま なごみがし はっざくっ。

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空 -kuu-

和歌山県産の八朔のほろ苦い風味とココナッツを
組み合わせた、ざくざく食感の米粉クッキー。
［小麦粉・卵・乳製品・砂糖は不使用。国産米
粉・米油使用。］

【希望小売価格】151円
【内容量】３枚
【賞味期限】30～ 40日（季節
により異なる）
【流通時期】通年 11501150

NEWNEW
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釜あげしらす
かまあげしらす

株式会社 カネ上

釜あげしらすを茹でる際の味付けは薄塩仕立て
ですので、しらす本来の旨みをきっちり残して
います。これも美味しさの秘密です。カネ上の
釜あげしらすの美味しさは、『新鮮で選りすぐ
りの【しらす】を目利
きが選ぶ』『高温で一
気に茹でる』。

【希望小売価格】
345円( 税別 )(90g)
850 円( 税別 )(240g)
1,600 円( 税別 )(470g)

【賞味期限】冷蔵 4日、冷凍 14日 00730073

しらす佃煮
しらすつくだに

株式会社 カネ上

「他には無い味」、味に対する少しの妥協も
許さず、しらす佃煮に適したしらすのみを厳
選し、調味料には、醤油の本場和歌山の地元
産の昔ながらの手作り醤油・ざらめ砂糖・
酒・本みりん・生姜を
使い、じっくりと手間
隙かけて作り上げてい
ます。

【希望小売価格】
400 円( 税別 )(90g)
1,020 円( 税別 )(240g)
1,920 円( 税別 )(470g)
【賞味期限】冷蔵15日、冷凍 1ヶ月 00740074

上干ちりめん
じょうぼしちりめん

株式会社 カネ上

選び抜いた釜あげしらすを天日で干してしっ
かり乾いた上干ちりめん。口に入れるとちり
めんじゃこの香りと凝縮された旨味が口いっ
ぱいに広がり、ぎゅっと噛めば噛むほどに
じゅわじゅわっと、ど
んどん大きくなってい
く味わいです。

【希望小売価格】
500 円( 税別 )(75g)
1,070 円( 税別 )(190g)
2,520 円( 税別 )(470g)
【賞味期限】冷蔵10日 00750075

漬 生しらす
づけ なましらす

谷国水産

鮮度の良い「プリプリの生しらす」を自家製
のしょう油タレに漬けこんでいます。わさび
やしょうがを添えたり、オリーブオイルとも
良く合います。

【希望小売価格】
1,180 円（保冷剤付き）
【内容量】100g
【賞味期限】60日(冷凍保存 ) 06780678
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さんま開き
さんまひらき

おざきのひもの

国内産にこだわった商品作り。塩以外になにも使
わない古来からの独特の製法。頭・中骨を除去し
ているのですべての年齢の人に安心して食べてい
ただける。無添加である。

【希望小売価格】160円、320円、
480円
【内容量】1入、2 入、3入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年 11701170

NEWNEW

あじ開き
あじひらき

おざきのひもの

国内産にこだわった商品作り。塩以外になにも使
わない古来からの独特の製法。すべての年齢の人
に安心して食べていただける。無添加である。

【希望小売価格】160円、320円、
480円
【内容量】1入、2 入、3入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年 11711171

NEWNEW
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紀州備長炭干し、備長梅左衛門 足赤えび
きしゅうびんちょうたんぼし、びんちょううめざえもん あしあかえび

株式会社 紀州高下水産

紀州備長炭の吸水性を使用し、干物に仕上
げています。足赤海老の甘みが増し大変美味
です。

【希望小売価格】400円～(相場)
【内容量】1尾(100g～120g)
【賞味期限】冷凍20日、冷蔵1日 05920592

紀州備長炭干し、備長梅左衛門 するめいか
きしゅうびんちょうたんぼし、びんちょううめざえもん するめいか

株式会社 紀州高下水産

紀州備長炭の吸水性を使って干物に仕上げて
います。肉厚ですがやわらかくお年寄やお子
様にも喜んでいただける逸品。

【希望小売価格】500 円
【内容量】1尾(約 250g)
【賞味期限】冷凍90日、冷蔵3日 05930593

紀州備長炭干し、備長梅左衛門 真あじ
きしゅうびんちょうたんぼし、びんちょううめざえもん まあじ

株式会社 紀州高下水産

紀州備長炭の特性である吸水性・脱臭効果を
使って干物に仕上げています。焼き上がりは
ふっくらとし美味です。

【希望小売価格】400 円
【内容量】1枚 約 120g
【賞味期限】冷凍90日、解凍後3日 05940594

紀州備長炭干し、備長梅左衛門 さんま
きしゅうびんちょうたんぼし、びんちょううめざえもん さんま

株式会社 紀州高下水産

紀州備長炭の特性である吸水性・脱臭効果を
使って干物に仕上げています。臭みはなく焼
き上がりはふっくらです。

【希望小売価格】300 円
【内容量】1尾(約170g～180g)
【賞味期限】冷凍90日、冷蔵3日 05950595

灰干さんま
はいぼしさんま

有限会社 西出水産

紀州開きで良質の脂の乗ったサンマを自然
で無害の火山灰で乾燥させた干物。空気に
触れずに酸化を防ぎサンマの旨みを凝縮し
ています。酢〆で召し上がっていただける
ほどの鮮度が自慢。魚
本来の持つ旨みを封じ
込めました。

【希望小売価格】3,700円(2L・10尾)
3,300円(L・10尾)
【賞味期限】冷凍30日・冷蔵7日 02120212
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キタバタ パリッ子
きたばた ぱりっこ

株式会社 北畑海苔店

トレードマークは野球少年のレトロなイラスト。
風味、コクともにしっかり濃厚な特製タレを絡め
てます。【パリッと軽快な食感と甘辛さ】がやみ
つきになります。

【希望小売価格】691円
【内容量】全形10 切×110 枚
【賞味期限】270日
【流通時期】通年 11801180

NEWNEW
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ひじきごはんの素
ひじきごはんのもと

社会福祉法人わかば福祉会 わかば園作業所

海の幸の恵みをたっぷり吸収した「ひじき」
と森林豊かな古座川平井の里の「ゆず」が一
緒になりました。ふっくら「ひじき」に、ほ
んのり香る「ゆず」がアクセントです。

【希望小売価格】540 円
【内容量】140g
【賞味期限】製造日より 9ヶ月 06840684

ひじきの佃煮
ひじきのつくだに

社会福祉法人わかば福祉会 わかば園作業所

美味しさを凝縮したひじきと、森林豊かな古
座川ゆず平井の里のゆずが一緒になりまし
た。

【希望小売価格】540 円
【内容量】110g
【賞味期限】製造日より 9ヶ月 06850685

近大キャビア
きんだいきゃびあ

株式会社 アーマリン近大

和歌山の山麓を流れる熊野川支流の清らかな河
川水で育まれた、チョウザメの希少な卵を使用し
ました。人と環境に優しい飼育方法で安全・安
心に育て、魚卵と岩塩のみで製造しています。

【希望小売価格】10,800円
別途送料 全国一律1,130円
【内容量】30g
【賞味期限】1年（冷凍）
【流通時期】通年 10681068

紀州南高梅ひつまぶし
きしゅうなんこううめひつまぶし

太田商店

厳選した鰻と三種類の味の違う梅干しとを組み
合わせて、一杯の鰻丼の中で次々に味を変えな
がら食べ進めていく楽しい商品です。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】一箱2食入り
【賞味期限】冷蔵21日、冷凍90日
※発送の場合は基本冷凍の状態
で送らせていただきます。

【流通時期】通年 10671067

紀州漁彩 近大マダイの鯛めしの素
きしゅうりょうさい　きんだいまだいのたいめしのもと

紀州漁彩

新鮮な近大真鯛を職人が一つ一つ焼いて煙で
燻してあり、あら出汁で作りました。

【希望小売価格】5,400 円
【内容量】500g×2
【賞味期限】30日 09810981

畜
産
物
・
ジ
ビ
エ



59 60

塩熟 真鯛
えんじゅく まだい

紀州漁彩

新鮮な和歌山県産の真鯛を、塩の中で熟成するこ
とで旨味を凝縮した一品です。ご家庭で簡単に美
味しく解凍できますので、ぜひご賞味ください。

【希望小売価格】2,160 円
【内容量】半身（約 200g）
【賞味期限】90日
【流通時期】通年 11671167

NEWNEW

炙りくじら
あぶりくじら

有限会社 紀南水産

厳選された材料を長年の技術と経験で一枚一枚
丁寧に炙り、素材の味を引き出しました。海産
珍味として、どなたにも喜ばれる好個の逸品で
す。食卓、ビールお酒のあてにぜひどうぞ。
＜お召し上がり方＞食べ
やすい大きさにカットし
てお召し上がり下さい。

【希望小売価格】756円
【内容量】90g
【賞味期限】4ヶ月 06020602

まぐろ山椒とろ炊き
まぐろさんしょうとろだき

有限会社 紀南水産

DHAが含まれている高タンパク、低カロリーなまぐ
ろと我が社独得の調理でじっくりと炊き上げたま
ぐろに香り豊かな和歌山のぶどう山椒の炊き合わ
せが美味をさそいます、山海の本場ならではの自
慢の逸品です。ビール、
酒肴などにはもちろんの
こと、あたたかいご飯に
絶好の味わいで食卓に於
きたい醇味の一つです。

【希望小売価格】648円
【内容量】140g
【賞味期限】4ヶ月 06010601

もちもち鮪 醤油漬け
もちもちまぐろ しょうゆづけ

木下水産物 株式会社

伝統の目利きで選んだ「もちもちまぐろ」と、タ
レには和歌山県内の老舗の逸品を使用。まぐろを
知り抜いた職人が「うま味」と「食感」に拘っ
た、いにしえの味です。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】まぐろ漬け 5ﾊ ｯ゚ｸ(110
ｇ/1ﾊ ｯ゚ｸ)、追いタレ3ﾊ ｯ゚ｸ付き

【賞味期限】30日
【流通時期】通年 11791179

NEWNEW

炭火焼一本釣鰹タタキ
すみびやきいっぽんづりかつおたたき

串本食品 株式会社

当社の炭火焼鰹タタキは、備長炭を使い遠赤外線
効果で表面を一気に焼き上げ、焼き上げ後すぐに
真空パックをして急速凍結、うまみを封じ込めて
います。

【賞味期限】30日 11721172

NEWNEW

黄金藁焼き一本釣鰹タタキ
　おうごんわらやきいっぽんづりかつおたたき

串本食品 株式会社

国産藁をふんだんに使い、専属の職人が手作業で
藁をくべ丁寧に焼き上げています。鮮度と藁の香
りを封じ込め、魚の生臭さが苦手な方にも食べや
すい一品です。

【賞味期限】30日
【流通時期】通年 11731173

NEWNEW

冷凍鰹刺身
れいとうかつおさしみ

串本食品 株式会社

一本釣り漁法にて一本ずつ釣り上げた鰹をすぐに
船上で急速凍結、冷凍のまま、お刺身用の鰹に仕
上げます。加工を冷凍のまま行うので、獲れ立て
の鮮度がそのままです。

【賞味期限】30日 11741174

NEWNEW

冷凍養殖本鮪
れいとうようしょくほんまぐろ

串本食品 株式会社

地元串本町で養殖された本鮪を前浜で水揚げされ
たあと鮮度の良いままさばきます。ご家庭で食べ
やすいサイズに加工してありながら、鮮度抜群の
商品です。

【賞味期限】30日 11751175

NEWNEW

鮎のあめだき
あゆのあめだき

丈右衛門

自社で育成した鮎を使用しています。健康的
に育った鮎を無添加の調味料で昔ながらの製
法に従い、調理しています。手間暇かけて
じっくり煮込んであるので、骨はもちろん頭
まで柔らかく、老人や
お子様にも安心して召
し上がって頂けます。

【希望小売価格】1,000円(3尾)～
【賞味期限】製造日より4ヶ月 04620462

熊野なまず (スキンレスフィレ)
くまのなまず すきんれすふぃれ

新宮港埠頭 株式会社

自社養殖場にて、衛生管理の徹底した中で育て
た完全養殖のなまずです。フローズンのフィレ
は、生食用として刺身やお寿司などにてお召し上
がれます。熊野なまずはたんぱく質が多く、低カ
ロリーで、脂質が少なく、
コラーゲンも含んだヘル
シー食材です。

【内容量】100g～140g
【賞味期限】365日（冷凍保存）
【流通時期】通年 10711071

熊野なまず (皮付きフィレ)
くまのなまず かわつきふぃれ

新宮港埠頭 株式会社

自社養殖場にて、衛生管理の徹底した中で育て
た完全養殖のなまずです。フローズンのフィレ
は、天ぷらやフライ・お鍋の具材としてお召し上
がれます。熊野なまずはたんぱく質が多く、低カ
ロリーで、脂質が少なく、
コラーゲンも含んだヘル
シー食材です。

【内容量】100g～140g
【賞味期限】365日（冷凍保存）
【流通時期】通年 10721072
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熊野なまず (蒲焼き)
くまのなまず かばやき

新宮港埠頭 株式会社

こだわりの無添加たれを使用し、自社で焼き上
げた風味抜群の蒲焼です！フローズンの蒲焼き
ですので簡単に解凍調理でき美味しくお召し上
がれます。熊野なまずはたんぱく質が多く、低カ
ロリーで、脂質が少なく、
コラーゲンも含んだヘル
シー食材です。

【内容量】100g～140g
【賞味期限】180日（冷凍保存）
【流通時期】通年 10731073

きんぴんたん
きんぴんたん

たかやま商店

絶妙な塩加減と天日干しで仕上げたさんまの丸
干し「かんぴんたん」を独自の燻製技法「紀州熊
野燻し」で燻し上げました。凝縮した身の旨味を
お楽しみ下さい。

【希望小売価格】380円（税別）
【内容量】1匹
【賞味期限】製造日より6か月
【流通時期】12月～3月 10741074

とこぶし煮付
とこぶにつけ

株式会社 はし長

地元で採れたとこぶしを活きたまま、特別な自家
製法で柔らかく煮付けました。とこぶしの風味を
活かした甘辛い味付けはヤミツキ間違いなし。是
非ご賞味ください。

【希望小売価格】1,200円
【内容量】130g
【賞味期限】冷凍で 90日
【流通時期】在庫がある限り
年中取り扱っています。 11681168

NEWNEW

勝浦のまぐろ 赤山椒トマト仕立て
　かつうらのまぐろ あかさんしょとまとじたて

特定非営利活動法人 ヒカリヲ

和歌山名産の赤山椒を挽いて加えています。ピ
リッとひと味違うトマト風味、好相性をお楽しみ
ください。

【希望小売価格】594円
【内容量】84g
【賞味期限】1,095日
【流通時期】通年 11761176

NEWNEW

勝浦のまぐろ 梅入り柚子マリネ
かつうらのまぐろ うめいりゆずまりね

特定非営利活動法人 ヒカリヲ

南高梅の梅干しを、食べやすく塩抜きし、和歌山
県古座川のゆずをアクセントに、マリネにしまし
た。イタリア産のオリーブオイルをたっぷり使っ
ています。

【希望小売価格】648円
【内容量】86g
【賞味期限】1,095日
【流通時期】通年 11771177

NEWNEW

勝浦のまぐろ きのこの醤油マリネ
　　かつうらのまぐろ きのこのしょうゆまりね

特定非営利活動法人 ヒカリヲ

イタリア産のひまわりオイル、オリーブオイルを
独自にブレンド。あっさりとした風味に仕上がり
ました。勝浦の醤油と和歌山県古座川のニンニク
がアクセント。

【希望小売価格】594円
【内容量】84g
【賞味期限】1,095日
【流通時期】通年 11781178

NEWNEW

日置川の天然鮎で作ったあゆチョビ
ひきがわのてんねんあゆでつくったあゆちょび

　株式会社 日置川みらい館

清流日置川で育った天然鮎を国産天然塩とオ
リーブオイルで漬け込み、熟成させた逸品です。
お酒の肴として、料理のアクセントとしてご利用
ください。

【希望小売価格】756円
【内容量】35ｇ(固形量20ｇ)
【賞味期限】1年
【流通時期】通年 10691069

紀州の鮎で作ったあゆチョビ
きしゅうのあゆでつくったあゆちょび

　株式会社 日置川みらい館

国産天然塩とオリーブオイルに漬け込み、熟成さ
せた逸品です。養殖鮎を使用することで、お手頃
価格に！更に安定供給できるようになりました。

【希望小売価格】540円
【内容量】35ｇ(固形量20ｇ)
【賞味期限】1年
【流通時期】通年 10701070

あゆっこ
あゆっこ

株式会社 日置川みらい館

日置川で育った高級魚、天然鮎を手軽に食べやす
く仕立てました。ビールやお酒のおつまみに最高
です。また、骨ごと揚げている為、お子様のおや
つにも最適です。

【希望小売価格】380円
【内容量】50g
【賞味期限】30日
【流通時期】通年 11691169

NEWNEW
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海の生ハム
うみのなまはむ

株式会社 ヤマサ脇口水産

紀州勝浦港水揚げの天然国産活〆カジキを使
用しています。抗生物質・保存料・合成着色
料等の添加物は一切使用しておりません。味
わいはカジキ本来の味を活かすために薄味に
仕上げられており、ス
モークの香りが旨味を
更に引き立てます。

【希望小売価格】
1,620円(3パック)、2,700円(5パック)
【内容量】約 50g/パック
【賞味期限】冷凍1ヶ月 03670367

紀州勝浦まぐろCAN「まぐろ経済学シリーズ」まぐろ水煮
きしゅうかつうらまぐろかん「まぐろけいざいがくしりーず」まぐろみずに

和歌山県漁業協同組合連合会

延縄漁法で漁獲された生まぐろだけを使用し
て、色々な味付のまぐろ缶を作っています。

【希望小売価格】450 円
【内容量】90g
【賞味期限】製造日より3年 06310631

紀州勝浦まぐろCAN「まぐろ経済学シリーズ」まぐろオイル漬
きしゅうかつうらまぐろかん「まぐろけいざいがくしりーず」まぐろおいるづけ

和歌山県漁業協同組合連合会

紀州勝浦産生まぐろを地元産の本格的な手づ
くり海塩と綿実油でフレーク状に仕上まし
た。お問い合わせ先TEL0735-52-0951

【希望小売価格】650 円
【内容量】180g
【賞味期限】製造日より3年 06320632
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九和楽の柿の葉すし：鮭
くわらくのかきのはすし：さけ

九和楽

柿の葉すしと言えば、「さけ」と「さば」が主流。
「さば」が苦手という方。色々なネタを食べたい
と言う方には、鮭(さけ)はいかがでしょうか

【希望小売価格】3,000円
【内容量】20個入り
【賞味期限】翌日
【流通時期】通年 10771077

九和楽の柿の葉すし：しいたけ
くわらくのかきのはすし：しいたけ

九和楽

柿の葉すし椎茸(しいたけ)はいつしか伊都地方
の柿の葉すしのネタの一つとして作られてきまし
た。この伝統かつ懐かしい味をご賞味ください
ませ。

【希望小売価格】3,000円
【内容量】20個入り
【賞味期限】翌日
【流通時期】通年 10781078

紀州あせ葉寿司(鯖)
きしゅうあせはずし(さば )

株式会社 笹一

紀州には、古くから伝えられてきた「あせの
葉を使ったお寿司」があります。近海で捕れ
た鮨ネタに、紀州南高梅を加え、そのまろや
かで奥深い味わいが美味しさを引き出してい
ます。一口サイズにま
とめて一つ一つ丁寧に
包んでいます。

【希望小売価格】
3,500円(税別・送料別途)

【内容量】14個入り
【消費期限】製造日翌日23時 01330133

紀州あせ葉寿司(さんま)
きしゅうあせはずし(さんま)

株式会社 笹一

紀州には、古くから伝えられてきた「あせの
葉を使ったお寿司」があります。近海で捕れ
た鮨ネタに、紀州南高梅を加え、そのまろや
かで奥深い味わいが美味しさを引き出してい
ます。一口サイズにま
とめて一つ一つ丁寧に
包んでいます。

【希望小売価格】
3,500円(税別・送料別途)
【内容量】14個入り
【消費期限】製造日翌日23時 01340134

紀州あせ葉寿司(鯛)
きしゅうあせはずし(たい)

株式会社 笹一

紀州には、古くから伝えられてきた「あせの
葉を使ったお寿司」があります。近海で捕れ
た鮨ネタに、紀州南高梅を加え、そのまろや
かで奥深い味わいが美味しさを引き出してい
ます。一口サイズにま
とめて一つ一つ丁寧に
包んでいます。

【希望小売価格】
3,500円(税別・送料別途)
【内容量】14個入り
【消費期限】製造日翌日23時 01350135

棒寿司(小鯛)
ぼうずし(こだい)

株式会社 笹一

祭事などに作られていた紀州名物雀寿司は、
現在、潮の流れの速い紀伊水道で育った小鯛
(真鯛の子)を使っています。雀寿司より少し
大きめな手のひらサイズの小鯛を、独自の製
法で漬け込み、色鮮や
かな小鯛棒寿司として
作りあげています。

【希望小売価格】
3,200円(税別・送料別途)

【内容量】1本入り
【消費期限】製造日翌日23時 02630263

棒寿司(さんま)
ぼうずし(さんま)

株式会社 笹一

紀州には古くから、祭りが近づくと鯖やさん
まとご飯を発酵させて寿司を作っていまし
た。その伝統を一部守りながら、近海で捕れ
た身のしまったさんまを塩と酢で締め、独自
の調合で絶妙な味わい
を、さんまの棒寿司と
して仕上げました。

【希望小売価格】
1,500円(税別・送料別途)
【内容量】1本入り
【消費期限】製造日翌日23時 02640264

鯖棒寿司
さばぼうずし

株式会社 笹一

その日の気温・鯖の状態によって塩と酢の配
合を変えて丁寧に締めた脂がのった鯖と、30
数年間に渡る当社独自の秘伝のタレで炊き上
げた肉厚昆布、コシヒカリ最高級ランクの
シャリ、三者が一対と
なり絶妙な味わいを醸
し出しています。

【希望小売価格】
2,500円(税別・送料別途)
【内容量】1本入り
【消費期限】製造日翌日23時 03940394

紀州あせ葉寿司(さわら)
きしゅうあせはずし(さわら)

株式会社 笹一

近海で捕れた鮨ネタに紀州南高梅を加え、ま
ろやかで奥深い味わいが美味しさを引き出し
ています。一口サイズで一つ一つ手包みして
います。

【希望小売価格】
2,500円(税別・送料別途)
【内容量】7個入り
【消費期限】製造日翌日23時 07200720

紀州あせ葉寿司(かます)
きしゅうあせはずし(かます)

株式会社 笹一

近海で捕れた鮨ネタに紀州南高梅を加え、ま
ろやかで奥深い味わいが美味しさを引き出し
ています。一口サイズで一つ一つ手包みして
います。

【希望小売価格】
2,500円(税別・送料別途)
【内容量】7個入り
【消費期限】製造日翌日23時 07210721

紀州あせ葉寿司(鮭)
きしゅうあせはずし(さけ)

株式会社 笹一

鮨ネタに紀州南高梅を加え、まろやかで奥深
い味わいが美味しさを引き出しています。一
口サイズで一つ一つ手包みしています。

【希望小売価格】
2,500円(税別・送料別途)
【内容量】7個入り
【消費期限】製造日翌日23時 07220722
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紀州あせ葉寿司(海老)
きしゅうあせはずし(えび )

株式会社 笹一

鮨ネタに紀州南高梅を加え、まろやかで奥深
い味わいが美味しさを引き出しています。一
口サイズで一つ一つ手包みしています。

【希望小売価格】
2,500円(税別・送料別途)
【内容量】7個入り
【消費期限】製造日翌日23時 07230723

紀州あせ葉寿司(あじ)
きしゅうあせはずし(あじ)

株式会社 笹一

近海で捕れた鮨ネタに紀州南高梅を加え、ま
ろやかで奥深い味わいが美味しさを引き出し
ています。一口サイズで一つ一つ手包みして
います。

【希望小売価格】
2,500円(税別・送料別途)
【内容量】7個入り
【消費期限】製造日翌日23時 07240724

姫ふくさ
ひめふくさ

株式会社 笹一

和菓子のようなお寿司をイメージし、蓋を開
けた時のお客様の表情を思い浮かべながら作
りました。お土産にも最適です。

【希望小売価格】
4,500円(9個入り)（税別・送料別途）
5,500円(12個入り)（税別・送料別途）

【内容量】9個入り 穴子・海老・カニ各3個
12個入り 穴子・海老・カニ各4個
【消費期限】製造日翌日23時 07250725

蒸し鮨(ぬくずし)
ぬくずし(ぬくずし)

株式会社 笹一

江戸時代末期関西地方で蒸し籠で温めたのが
始まりといわれています。金糸玉子、椎茸、
穴子など丁寧に下ごしらえした具材をふんだ
んに使用しています。

【希望小売価格】
4,500円(税別・送料別途)

【内容量】200g×4個
【賞味期限】製造から30日 07260726

めはり寿司（わさび）
めはりずし（わさび）

株式会社 笹一

和歌山紀南で生まれためはり寿司の伝統を守りつ
つ笹一独自に仕上げました。わさびの爽やかな香
りとツンと鼻に抜ける辛味、シャキシャキとした
食感がクセになる一品です。

【希望小売価格】850円
【内容量】6 個
【消費期限】2日
【流通時期】通年 11811181

NEWNEW

めはり寿司（ちりめんじゃこ）
めはりずし （ちりめんじゃこ）

株式会社 笹一

和歌山紀南で生まれためはり寿司の伝統を守りつ
つ笹一独自に仕上げました。近海で獲れた和歌山
県産のちりめんじゃこを使用し、当社独自の特製
ダレで炊き上げています。

【希望小売価格】850円
【内容量】6 個
【消費期限】2日
【流通時期】通年 11821182

NEWNEW

めはり寿司（高菜）
めはりずし（たかな）

株式会社 笹一

和歌山紀南で生まれためはり寿司の伝統を守りつ
つ笹一独自に仕上げました。高菜は漬けだれにこ
だわり、数ヶ月間かけてできあがった独自の配合
のタレを使用しています。

【希望小売価格】820円
【内容量】6 個
【消費期限】2日
【流通時期】通年 11831183

NEWNEW

めはり寿司（梅）
めはりずし（うめ）

株式会社 笹一

和歌山紀南で生まれためはり寿司の伝統を守りつ
つ笹一独自に仕上げました。和歌山県産の南高梅
を使用し、梅の爽やかな香りとカリカリとした食
感を楽しんでいただけます。

【希望小売価格】850円
【内容量】6 個
【消費期限】2日
【流通時期】通年 11841184

NEWNEW
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柿の葉すし：鯖
かきのはすし：さば

なかむらの柿の葉すし本舗

郷土料理として親しまれている柿の葉すし
を、当店自慢の合わせ酢とすし飯で自慢の一
品に仕上げました。一つひとつ、心を込めて
柿の葉で包んでいます。素朴ながら、どこか
懐かしく、温かい味わ
いです。

【希望小売価格】840 円( 税別 )
【内容量】7個入り
【消費期限】製造日を入れて2日間 01360136

柿の葉すし：じゃこずし
かきのはすし：じゃこずし

なかむらの柿の葉すし本舗

紀北地方では、「じゃこ」と呼ばれて親しまれ
ている小魚を、素焼きにし、甘辛く煮つめまし
た。それをすし飯に乗せ、柿の葉でまいていま
す。昔ながらの味つけを守り、そこに、さらに
美味しくなるように
と、当店自慢の味付け
をしています。

【希望小売価格】888 円 (税別 )
【内容量】6 個入り
【消費期限】製造日を入れて2日間 01370137
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湯浅なす金山寺味噌
ゆあさなすきんざんじみそ

丸新本家

地域の伝統野菜「湯浅なす」を使うことによ
り、昔ながらの味を取り戻し、具たっぷりの
野菜の旨みが詰まった金山寺味噌です。ご飯
のお供に・酒の肴に。

【希望小売価格】
432円(140g)、756円(270g)
2,700円(660g)

【賞味期限】90日

05530553
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絶品高菜キムチ
ぜっぴんたかなきむち

熊野の里 株式会社

和歌山県産のちりめん高菜を使用。ごまや生姜の
風味がきいたピリ辛高菜キムチを圧搾し水分を少
なくしているので歯ごたえが良いです。おにぎり
やチャーハンの具材に最高です。

【希望小売価格】268円、376円
【内容量】120g、180g
【賞味期限】120日
【流通時期】通年 11851185

NEWNEW

熟成黒にんにく
じゅくせいくろにんにく

古座川みのり農園

特許取得のエムタイト遠赤外線発酵機で発酵・熟
成させた、にんにく特有の匂いやエグミが少な
い、程よい甘味の黒にんにくです。自社栽培のに
んにくを使用しています。

【希望小売価格】842円、1,188円、
1,188円
【内容量】100g、150g、
150g（ｸﾘｱﾊ ｯ゚ｸ入り）
【賞味期限】1年
【流通時期】通年 12031203

NEWNEW

和歌山冷麺 ゆず風味
わかやまれいめん ゆずふうみ

株式会社 笹一

全国的に柑橘類を使用した冷麺がないことに
着目し、和歌山県産の柚子とジャバラを使用
しました。喉ごしの良さと、柚子の風味をお
楽しみください。

【希望小売価格】2,700 円、
4,500 円( 送料別途 )
【内容量】3食入り、5食入り
【消費期限】製造日より2日 06870687

イブ美豚 あらびきウインナー
いぶびとん あらびきういんなー

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

自社農場でイノブタと豚を交配して生産した
肉を原材料に、イブ美豚に合う独自のスパイ
スを加えて作った一番人気の定番ウインナー
です。

【希望小売価格】594 円
【内容量】110g
【賞味期限】25日 06730673

イブ美豚 ホワイトウインナー
いぶびとん ほわいとういんなー

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

自社農場で豚にイノブタを交配させて生産し
た肉で作ったウインナーです。ノンスモーク
なのでさっぱりとして特有の香りがなく、鍋
物や煮込み料理に最適です。

【希望小売価格】594 円
【内容量】110g
【賞味期限】25日 06740674

イブ美豚 ロースハム
いぶびとん ろーすはむ

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

イブ美豚に適したオリジナルのスパイスを加
えてじっくりと長期熟成させました。イノブ
タならではのとろける旨みを堪能できる製品
です。

【希望小売価格】3,024 円
【内容量】300g
【賞味期限】25日 06750675

B1 イノブタ 三種のサラミ
びーわん いのぶた さんしゅのさらみ

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

B1イノブタを定番のあらびき、ピリ辛のチリ
ソー、備長炭入りと三種類のサラミに加工し
ました。お酒のおつまみにピッタリ！

【希望小売価格】540 円
【内容量】50g
【賞味期限】60日 09060906

イブ美豚 ビアシンケン
いぶびとん びあしんけん

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

ビールによく合う肉汁たっぷりのソーセージ
で肉片が入っていますので肉の触感を同時に
味わうことができます。

【希望小売価格】918円
【内容量】150g
【賞味期限】冷蔵 25日 09900990
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イブ美豚 チョリソーウィンナー
いぶびとん ちょりそーうぃんなー

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

B1イノブタ「イブ美豚」を昔ながらの手作り
製法と独自の技術で加工したソーセージで、
あら挽きの肉で作られ少し辛みを持たせてい
ます。

【希望小売価格】594 円
【内容量】110g
【賞味期限】冷蔵 25日 09910991

イブ美豚 モモハム
いぶびとん ももはむ

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

B1イノブタ「イブ美豚」に適したオリジナル
スパイスでじっくりと熟成。しっかりとした
歯ごたえととろける旨味をご堪能ください。

【希望小売価格】864 円
【内容量】150g
【賞味期限】冷蔵 25日 09920992

イブ美豚 ベーコン
いぶびとん べーこん

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

B1イノブタ「イブ美豚」の三枚肉(バラ)を本場
ドイツの手法と独自の技術で作り上げました。
脂身には甘みと旨味が凝縮しています。

【希望小売価格】1,026 円
【内容量】150g
【賞味期限】冷蔵 25日 09930993

イブ美豚 ケーゼ
いぶびとん けーぜ

株式会社 サンフレックス イブファーム事業部

B1イノブタ「イブ美豚」を型に入れ焼き上げ
たドイツ風のソフトでジューシーなソーセー
ジです。お子様にも人気です。

【希望小売価格】810 円
【内容量】150g
【賞味期限】冷蔵 25日 09940994

辛し肉三素
からしにくみそ

中華料理 菜菜

昔ながらの肉の(しぐれ煮)に中華の技法を加え
て心に残る美味しい味に仕上げました。

【希望小売価格】1個2,160円、
2個セット3,888円
【内容量】1個300ｇ
【賞味期限】20日（開封後7日）
【流通時期】通年 11111111
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生 梅うどん
なま うめうどん

株式会社 ナルト

和歌山県産の南高梅の梅肉を練り込んだピン
ク色でさわやかな香りのうどんです。国内産
小麦粉を使いなめらかな食感としっかりした
コシを実現しました。

【希望小売価格】ざる付き1食：648円
2食：540円、4食：1,026円
【内容量】1人前生めん重量：100g
【賞味期限】50日 07680768

熊野牛カレー
くまのぎゅうかれー

株式会社 Meat Factory

和歌山県産銘柄和牛の熊野牛の牛肉を使用した
中辛カレーです。和牛肉の美味しさを感じていた
だけるカレーに仕上がっております。

【希望小売価格】1,150円
【内容量】180g
【賞味期限】720日
【流通時期】通年 11051105

熊野牛ローストビーフ
くまのぎゅうろーすとびーふ

株式会社 MeatFactory

和歌山県産の銘柄和牛である熊野牛の内、ロース
トビーフに適した箇所の肉を使用。和牛肉の美味
しさを味わっていただけるローストビーフに仕上
がっております。

【希望小売価格】4,320円
【内容量】250g
【賞味期限】冷凍-18℃以下 180日
【流通時期】通年 11861186

NEWNEW

熊野牛生ハンバーグ
くまのぎゅうなまはんばーぐ

株式会社 MeatFactory

和歌山県産の銘柄和牛である熊野牛の肉を１０
０％（食肉中に占める割合）使い、玉ねぎの自然
な甘みと香辛料で和牛肉の美味しさを堪能できる
生ハンバーグをつくりました。

【希望小売価格】850円
【内容量】150g
【賞味期限】冷凍-18℃以下 180日
【流通時期】通年 11871187

NEWNEW

極旨牛丼の具 熊野牛使用
ごくうまぎゅうどんのぐ くまのぎゅうしよう

株式会社 MeatFactory

和歌山県産の銘柄和牛である熊野牛のバラ肉と有
機玉ねぎを使用。つゆは、昆布出汁をベースに有
機醤油や本味醂で調味した美味しい牛丼の具で
す。レンジ対応袋使用。

【希望小売価格】1,188円
【内容量】140g
【賞味期限】冷凍-18℃以下 180日
【流通時期】通年 11881188

NEWNEW

熊野牛MEGAバーグ
くまのぎゅうめがばーぐ

株式会社 MeatFactory

和歌山県産の銘柄和牛である熊野牛１００％（食
肉中に占める割合）の特大ハンバーグです。和牛
肉の旨味と肉汁が口内に充満する食べ応え十分の
ハンバーグです。

【希望小売価格】7,344円
【内容量】1,350g
【賞味期限】冷凍-18℃以下 180日
【流通時期】通年 11891189

NEWNEW

鹿肉のフランクフルトソーセージ
しかにくのふらんくふるとそーせーじ

株式会社 MeatFactory

和歌山県産の鹿肉を使用した太い1本もののソー
セージです。鹿肉の旨味と肉汁のジューシーさを
ダイナミックに味わっていただけます。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】200g
【賞味期限】冷凍-18℃以下 180日
【流通時期】通年 11961196

NEWNEW

創業昭和八年、「レストランフライヤ」シェ
フが手作りする老舗洋食店の味をそのままご
家庭で。良質な国産牛を贅沢に使用、決め手
はフライヤ秘伝『ドビソース』、深いコクと
上品な甘みが絶妙な味
わいの逸品。

特選牛ハヤシビーフ
とくせんわぎゅうはやしびーふ

有限会社 レストランフライヤ

【希望小売価格】940 円
【内容量】250g
【賞味期限】冷蔵 60日間 06400640
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１００％ピュア果汁 すだち
１００％ぴゅあかじゅう すだち

株式会社 伊藤農園

和歌山産のすだちを使用した無添加のスト
レート果汁です。無塩のストレート果汁はと
ても珍しく、料理にはもちろん、はちみつと
水を加えてジュースにしたり、お酒の割材と
してもご利用いただけ
ます。

【希望小売価格】454 円
【内容量】100ml
【賞味期限】12ヶ月 03990399

１００％ピュア果汁 ゆず
１００％ぴゅあかじゅう ゆず

株式会社 伊藤農園

和歌山産のゆずを使用した無添加のストレー
ト果汁です。無塩のストレート果汁はとても
珍しく、料理にはもちろん、はちみつと水を
加えてジュースにしたり、お酒や焼酎に数滴
加えて割材としてもご
利用いただけます。

【希望小売価格】540 円
【内容量】100ml
【賞味期限】12ヶ月 04000400

１００％ピュア果汁 だいだい
１００％ぴゅあかじゅう だいだい

株式会社 伊藤農園

和歌山産のだいだいを使用した無添加のスト
レート果汁です。無塩のストレート果汁はとて
も珍しく、料理にはもちろん、はちみつと水を
加えてジュースにしたり、お酒の割材としても
ご利用いただけます。

【希望小売価格】378円
【内容量】100ml
【賞味期限】12ヶ月 04020402

紀州梅の酢
きしゅううめのす

株式会社 岡畑農園

枝なり完熟梅の梅酢に北海道産こんぶと国内産
かつお節の旨みを凝縮した料理用梅酢です。

【希望小売価格】
939円(1本入)、1,652円(2本入)
【内容量】500ml
【賞味期限】1年間 05740574



71 72

畜
産
物
・
ジ
ビ
エ

北山村じゃばら果汁
きたやまむらじゃばらかじゅう

株式会社じゃばらいず北山

目の覚める酸味が特徴の北山村じゃばら果
汁。「うまにが」風味で様々な料理のかくし
味や焼酎割にどうぞ。

【希望小売価格】2,376円(360ml)
【賞味期限】製造日から8ヶ月 05750575

雑賀 吟醸赤酢
さいか ぎんじょうあかず

株式会社 九重雜賀

保存料・着色料・化学調味料不使用。弊社日本酒製
造部門で製造した山田錦純米大吟醸酒かすを3年以
上熟成させ、その酒かすに同日本酒製造部門で製造
した純米酒を加え30石大木桶で120日以上醗酵・熟
成させた赤酢です。この商品の首掛
は、ユニバーサルデザイン(点字印
刷入り)です。日本野菜ソムリエ協会
主催『調味料選手権2016』【ザ☆
JAPAN～伝統調味料～部門】入賞。

【希望小売価格】626円
【内容量】300ml
【賞味期限】製造日から2年 02470247

雑賀 万能調味酢(だし酢) お手間とらせ酢
さいか ばんのうちょうみす(だしず ) おてまとらせず

株式会社 九重雜賀

保存料・着色料・化学調味料・だしエキス無添加。鰹節と
昆布は酒袋を使用し袋吊の原理で一番だしをとり、弊社で
厳選した原材料と合わせました。その名の通り、かけるだ
け、つけるだけで簡単に酢の物料理が出来上がります。こ
の商品の首掛はユニバーサル
デザイン(点字印刷入り)で
す。日本野菜ソムリエ協会主
催『調味料選手権2018』【万能
調味料部門】最優秀賞受賞。

【希望小売価格】680 円
【内容量】300ml
【賞味期限】製造日から1年 02660266

ゆずの里のぽん酢
ゆずのさとのぽんず

農事組合法人 古座川ゆず平井の里

香り高い古座川ゆずを30％と高配合していま
す。醤油とかつおだしを利かせたバランスの
いいポン酢です。

【希望小売価格】600 円
【内容量】360ml
【賞味期限】10ヶ月 05220522
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紀州かつらぎ山のジャバラ果汁
きしゅうかつらぎやまのじゃばらかじゅう

有限会社 新岡農園

かつらぎ町産のジャバラ果実を搾った100％
果汁です。搾りたてをすぐに急速冷凍してい
ますので、香りと風味が新鮮そのものです。

【希望小売価格】880 円
【内容量】100ml
【賞味期限】365日(1年間 ) 07280728

ハグルマ 紀州ゆず一筋ぽん酢
はぐるま きしゅうゆずひとすじぽんず

ハグルマ 株式会社

紀州産ゆず果汁を使用。醸造酢を一切使わず
柑橘果汁だけで酸味をだしています。化学調
味料不使用です。

【希望小売価格】648円
【内容量】200ml
【賞味期限】18ヶ月 02050205
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平佐館の八朔胡椒
ひらさかんのはっさくこしょう

平佐館

由良町の八朔を使用し、皮と果実をバランス良く
調合し、八朔特有の苦みと酸味、甘味、香り、鮮
やかな黄色で、ラベルにもこだわりました。魚や
肉、野菜にも相性抜群です。

【希望小売価格】540円
【内容量】50g
【賞味期限】1年
【流通時期】通年 11901190

NEWNEW
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和歌山ポン酢セット
わかやまぽんずせっと

和歌山マリーナシティ 株式会社

和歌山の特産をつかったポン酢セットです。
素材の味をしっかりとのこし、お好みによっ
て味をかえていただけますので、どんな料理
でも楽しんでいただけます。

【希望小売価格】1,000 円
【内容量】80g×3
【賞味期限】1年 10021002
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羅生門 龍寿 純米大吟醸
らしょうもん りゅうじゅ じゅんまいだいぎんじょう

田端酒造 株式会社

兵庫県特A地区の山田錦を39％まで精米した
米を使用し、「紀の川」の伏流水を仕込み水
に、醸し上げた純米大吟醸酒。フルーティな
香り、しっかりとした味わいで、すっきりと
した喉ごしです。32年
連続モンドセレクショ
ン「最高金賞」受賞中。

【希望小売価格】5,500円(720ml)
11,000 円(1800ml)
【賞味期限】1年 02170217
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大吟醸 紀伊国屋文左衛門《黒》
だいぎんじょう きのくにやぶんざえもん《くろ》

中野BC 株式会社

「山田錦」を自家精米で35％まで磨き、低温
でじっくりと醸しあげた、紀伊国屋文左衛門
の最高峰の大吟醸酒。吟醸香が華やかに香
る、繊細な味わいに仕上げました。

【希望小売価格】3,850円（720ml）、
11,000円（1800ml）
【賞味期限】12ヶ月 03700370

酔人日（すいとぴ）
すいとぴ

初桜酒造 株式会社

酔人日は和歌山を代表する蔵が醸した幻の銘柄。
名前に込められた想いから再定義し復刻しまし
た。酔人日を通じ和歌山の魅力の一つになるよう
に発展を遂げていきます。

【希望小売価格】5,000円
【内容量】720ml 11911191

NEWNEW

純米吟醸 關の葵 交
じゅんまいぎんじょう せきのあおい こう

株式会社 堀忠商店

熊野地域で栽培されたブランド米【熊野米】
を100％使用し、精米歩合60％まで磨き、
すっきりとしたやや辛口、米の香りを味わえ
る純米吟醸酒。

【希望小売価格】（税別）
3,480円(1800ml) 1,530円(720ml) 
730円(300ml) 09970997

吟醸 純米酒
ぎんじょう じゅんまいしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

精米歩合55％の白米、米麹、及び紀ノ川のや
わらかい自然な軟水で円熟味を増した酒に仕
上がりました。旨味濃醸さをもちながら、華
やかな香りを持つ清酒です。

【希望小売価格】（税別）
2,500円(1.8L)、1,250円(0.72L)

【賞味期限】12ヶ月 02250225
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日本城 純米酒・根来
にほんじょう じゅんまいしゅ・ねごろ

株式会社 吉村秀雄商店

地元の誇りである岩出・根来を応援したいと
いう思いが日本酒の原点に立ち返った酒とし
て醸した純米酒。

【希望小売価格】（税別）
2,500円(1.8L)、1,250円(0.72L)
【賞味期限】12ヶ月 06040604

古道の雫・吟醸純米酒
こどうのしずく・ぎんじょうじゅんまいしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

辛口のお酒で原料米は契約栽培した好適米・
山田錦を55％まで精米し低温仕込をした吟醸
純米酒です。

【希望小売価格】1,499円(税別)
【内容量】0.72L
【賞味期限】12ヶ月 06050605

極上 純米大吟醸
ごくじょう じゅんまいだいぎんじょう

株式会社 吉村秀雄商店

メロンやマスカットのフルーティーな吟醸香があり、辛口に仕上
げていますが、ほんのり甘さを感じるすっきりとした印象のお酒
です。冷やしてお飲みください。創業以来の土壁蔵にてお酒を醸
します。蔵人が心血を注いで醸したお酒をじっくりと熟成。香り
控えめで米の旨味がしっかりして
キレが良い食中酒向きに仕上げ、
料理との相性も許容範囲が広く日
本酒初心者から飲みなれた方ま
で幅広い層にお楽しみ頂けます。

【希望小売価格】3,639円、1,819円
【内容量】1.8L 720ml
【賞味期限】製造月より1年
【流通時期】通年 10901090

純米大吟醸40％
じゅんまいだいぎんじょう

株式会社 吉村秀雄商店

酒造好適米で最高級の山田錦100％使用し、丹精込め
て贅沢なまでに磨きあげ蔵人たちが腕の限りを振るっ
た純米大吟醸酒です。吟醸の香り高く、端麗で上品な
味わい香味のバランスも優れています。フレッシュな
状態で飲んでいただきたい
ので保存は冷蔵で。創業以
来の土壁蔵にてお酒を醸し
ます。蔵人が心血を注いで醸
したお酒をじっくりと熟成。

【希望小売価格】5,000円（税別）
【内容量】720ml
【賞味期限】製造月より1年
【流通時期】通年 10911091
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薔薇梅酒
ばらうめしゅ

株式会社 東農園

薔薇梅酒は南高梅と、南紀白浜の地で育った
香水の女王『ロサ・ダマッセナ』が最高の
ハーモニーをかもし出す、世界で初めてのリ
キュールです。

【希望小売価格】
1,320円(300ml) 2,750円(720ml) 09990999

原酒梅酒
げんしゅうめしゅ

株式会社 東農園

原材料に自社農園で栽培した紀州産南高梅を
使用しています。完熟梅のフルーティーな香
りとともに漬け込み、静かに時を重ね熟成貯
蔵した梅酒の原酒です。

【希望小売価格】
1,320円(300ml)、2,750円(720ml) 09980998

かみはやさんの梅酒(紅)
かみはやさんのうめしゅ(あか)

株式会社 岡畑農園

収穫したての枝成り完熟梅をその日の内に漬
け込んだ、鮮度にこだわった梅酒です。和歌
山ブランドである南高梅の紅のような美しい
色合いと、まろやかな口当たりが特徴です。
アルコール11％で、
すっきりした味わいに
仕上がっています。

【希望小売価格】
1,320円（500ml）、1,815円（720ml） 04730473

かみはやさんの梅酒(白)
かみはやさんのうめしゅ(しろ)

株式会社 岡畑農園

収穫したての枝成り完熟梅をその日の内に漬
け込んだ、鮮度にこだわった梅酒です。美し
い琥珀色で、完熟梅の香り豊かな正統派の
「白」。アルコール11％で豊かな香りとすっ
きりとした味わいが特
徴です。田辺市梅酒特
区第1号の梅酒。

【希望小売価格】
1,320円（500ml）、1,815円（720ml） 04740474
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中野梅酒
なかのうめしゅ

中野BC 株式会社

紀州和歌山県産南高梅を使用し、じっくりと
丹念に漬けこんだ梅酒。甘味と酸味が心地よ
い、昔ながらの濃厚な味わいの梅酒です。

【希望小売価格】1,320 円
【内容量】720ml 02320232

紀州梅酒 紅南高
きしゅううめしゅ べになんこう

中野BC 株式会社

南高梅の中でも、特に太陽の光を浴びて紅色
に染まった「紅南高」だけで漬け込んだ贅沢
な梅酒です。

【希望小売価格】2,095円（720ml）、
3,850円（1800ml） 05470547

自社農園で栽培した特別栽培の完熟梅を使用
し、製造から梱包迄すべて自社で管理した
「一処仕込み」の梅酒です。5年熟成させた
原酒を使用し、金泊をあし
らった贅沢な梅酒です。

梅酒 ＨＡＭＡＤＡ
うめしゅ はまだ

株式会社 濱田

【希望小売価格】4,180 円
【内容量】750ml 02380238
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和歌山 じゃばら うめ酒
わかやま じゃばら うめしゅ

堀忠酒店

ちょっと不思議な梅酒。梅酒の旨みに「じゃば
ら」果汁の苦味と酸味がアクセントになってクセ
になる味に仕上がりました。

【希望小売価格】2,400円
【内容量】720ml
【流通時期】通年 11921192

NEWNEW
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梅スピリッツ 貴梅酎 ２５％
うめすぴりっつ きばいちゅう 25％

中野BC 株式会社

紀州和歌山産の南高梅で漬けこんだ梅酒の原
酒を、蒸留して生まれたスピリッツ(蒸留酒)
です。凝縮されたフルーティーな梅の香りが
漂う、スッキリとした味わいのお酒です。

【希望小売価格】
1,655円（720ml） 03960396

香雪-KAYUKI-
かゆき

中野BC 株式会社

和歌山県産の南高梅を使用した梅酒の原酒を、さ
らに蒸留という工程を加えることで凝縮した、梅
の華やかな香りと、アルコール分だけを取り出し
たスピリッツです。

【希望小売価格】4,730円
【内容量】700ml 11931193

NEWNEW

槙-KOZUE-
こずえ

中野BC 株式会社

和歌山県産のコウヤマキの葉・温州みかんの皮・
レモンの皮・山椒の種と、ジュニパーベリーを組
み合わせた、豊かで特徴的な香りが広がる、口当
たりの良いジンです。

【希望小売価格】3,850円
【内容量】700ml 11941194

NEWNEW
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香立-KODACHI-
こだち

中野BC 株式会社

和歌山県産のスギの葉・ヒノキの木・温州みかん
の皮・レモンの皮・山椒の種とジュニパーベリー
を組み合わせた、落ち着きのある香りと爽快な口
当たりを楽しめるジンです。

【希望小売価格】3,850円
【内容量】700ml 11951195

NEWNEW

紀州 もも酒 300ml
きしゅう ももさけ 300ml

初桜酒造 株式会社

和歌山産の桃を使って造った日本酒ベースのリ
キュール。生しぼりした桃の豊かな風味を
ぎゅっととじ込め日本酒ベースで造りました。
桃のキュートな味わいと日本酒とのハーモニー
をお楽しみ下さい。

【希望小売価格】750 円（税別）
【内容量】300ml
【賞味期限】180日 02370237

十五年貯蔵本格焼酎 黒潮波
じゅうごねんちょぞうほんかくしょうちゅう くろしおなみ

株式会社 吉村秀雄商店

蒸留後15年の歳月をかけて長期貯蔵し熟成を
重ねており、乙類ならではの芳醇さと、まろ
やかな香りが調和した深い味わいが特徴で
す。黒潮を眼前に望む、私たち紀州の人間
が、その包み込む優し
さに、その雄大さに想
いを馳せて作ったお酒
です。

【希望小売価格】（税別）
2,100円(1.8L) 1,048円(0.72L)
【内容量】720ml 02270227

リキュール・じゃばら酒
りきゅ―る・じゃばらしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

「じゃばら」という無二の素材を活かし酸
味、甘み、苦みが一体となった、まさに通好
みの大人のリキュールです。たっぷりの果汁
だけでなく、皮も使っており、ベースとなる
日本酒で“じゃばら”
を引き立てています。

【希望小売価格】1,905円（税別）
【内容量】720ml
【賞味期限】6ヶ月 04710471
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根来寺椀
ねごろじわん

根来塗曙山会

この根来寺椀は文化庁より文化庁長官表彰を
頂きました池ノ上辰山が作る、本堅地全26工
程で製作された、当産地の名前を冠した産地
を代表する辰山製作の至高の椀です。

【希望小売価格】63,800 円 08140814

角切三ツ椀折敷
すみきりみつわんおしき

根来塗曙山会

角切三ツ椀折敷は大・中・小の椀が入れ子と
なる組椀と角を取った折敷、角切折敷との組
で辰山直弟子の那津子が中世の技法を用いて
作る至高の作品です。

【希望小売価格】194,700 円 09280928

椿椀
つばきわん

根来塗曙山会

中世の根来塗の技法を復元し根来寺山内で祖とし
て池ノ上辰山が伝統工芸「根来寺根来塗」を伝承
しています。この椿椀は本堅地全26工程で作られ
た辰山製作の至高の椀です。

【希望小売価格】68,200円 12051205

NEWNEW
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紀州根來塗カップ 覚-KAKU-
きしゅうねごろぬりかっぷ かく

一般社団法人 根來塗振興会

根来塗伝統の漆技法と紀州の桐箪笥の匠の技で作
られた至極の逸品。

【希望小売価格】30,000円
【内容量】1個
【流通時期】通年 12061206

NEWNEW
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和歌山県産鹿革クラッチバッグ
わかやまけんさんしかがわくらっちばっぐ

Atelier CHOUETTE D’OR

鳥獣害対策のために和歌山県内で獲った鹿革を
和歌山の革職人が一つ一つ丁寧に作りました。
鹿革は日本古来から使われており、日本人に
とって古くから馴染みのある皮革であります。
「丈夫さ」と「しなやか
さ」を併せ持っており、
モチッとした手ざわりが
特徴です。

【希望小売価格】33,000 円
【内容量】1個 10171017

レザートートバッグ（Mサイズ）（Lサイズ）
れざーとーとばっぐ

Atelier CHOUETTE D'OR

非常に軽いことが特徴のバッグ。環境と人体に優
しい着色剤を使い、柔らかく肉厚でモッチリした
質感が特徴の革です。ビジネスシーンにも合う上
品な質感とシンプルデザイン。

【希望小売価格】
(M)35,530円、(L)44,100円
【内容量】
(M)H30.5cm×W38cm×D12cm
(L)H37cm×W50.5cm×D15cm 12281228

NEWNEW
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レザーショルダーバッグ
れざーしょるだーばっぐ

Atelier CHOUETTE D'OR

非常に軽いことが特徴のバッグ。環境と人体に優
しい着色剤を使い、柔らかく肉厚でモッチリした
質感が特徴の革です。ビジネスシーンにも合う上
品な質感とシンプルデザイン。

【希望小売価格】30,030円
【内容量】H19.5cm×W29cm×D10cm 12291229

NEWNEW

紀州備長炭プリントカーテン
　　きしゅうびんちょうたんぷりんとかーてん

株式会社 インテリックス

綿100%の生地に、消臭効果がある紀州備長炭ペー
ストの黒色顔料でプリント。お部屋の嫌なにおい
を軽減してくれます。モノトーンのインテリアが
お好きな方におすすめ。柄は「レトロオーナメン
ト」「オリエンタルリー
フ］の２種。

【希望小売価格】（例）15,000円/窓
【内容量】（例）巾200cm×丈 240cm 12071207

NEWNEW

全方位スピーカー Kaguya
ぜんほういすぴーかー かぐや

ウメダ電器

燻した竹をエンクロージャーとした無指向性
スピーカーです。ユニークで美しい外観、優
れた音響性能は、目の前で演奏しているよう
にリアルで自然です。

【希望小売価格】330,000 円～
【内容量】2台1組 08150815

ＥＣＯＨＡＣＯ ペンホルダー
えこはこ ぺんほるだー

ＥＣＯＨＡＣＯ

和歌山の建具技術と基材を活かした安全・安心
のECOHACO。リモコンや眼鏡スタンドにも便利な
ペンホルダーは、専用箱付でギフトにも最適。

【希望小売価格】2,750円
【内容量】
サイズ W70×D70×H100（mm）

【流通時期】通年 11151115

熊野の香り 熊野クロモジ アロマオイル
くまののかおり くまのくろもじ あろまおいる

株式会社 エムアファブリー

他地域に生息するクロモジと全く異なる成分構
成で誰をも魅了する熊野を代表する香りです。

【希望小売価格】4,840円(木箱入り)
【内容量】エッセンシャルオイル 5ml 06430643

熊野の香り 熊野ヒノキ(材) アロマオイル
くまののかおり くまのひのき(ざい) あろまおいる

株式会社 エムアファブリー

赤ヒノキの愛称で人気の熊野ヒノキは、香り
にもその特徴がしっかりと出て、濃厚すぎる
程のヒノキの香りです。

【希望小売価格】3,080円(木箱入り)
【内容量】エッセンシャルオイル 5ml 06440644

熊野の香り 熊野ヒノキ(枝葉) アロマオイル
くまののかおり くまのひのき(えだは) あろまおいる

株式会社 エムアファブリー

どっしりした熊野ヒノキからは想像し難い枝
葉の香り。スッキリ爽やかでありながら奥底
に香る熊野ヒノキが特徴。

【希望小売価格】2,970円(木箱入り)
【内容量】エッセンシャルオイル 5ml 06450645
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熊野の香り 熊野杉芝原 アロマオイル
くまののかおり くまのすぎしばはら あろまおいる

株式会社 エムアファブリー

誰もが杉だと知って驚く柑橘系の香り。熊野
の森に立つ杉の伸び伸びとした姿が香りにも
感じられます。

【希望小売価格】2,860円(木箱入り)
【内容量】エッセンシャルオイル 5ml 06460646

熊野の香り 熊野クロモジ アロマウォーター
くまののかおり くまのくろもじ あろまうぉーたー

株式会社 エムアファブリー

シュッとひと吹きするだけで、落ち着きのあ
るオシャレな空間を演出してくれる芳香蒸留
水です。

【希望小売価格】1,760 円
【内容量】フローラルウォーター 50ml 06470647

熊野の香り 熊野ヒノキ(材) アロマウォーター
くまののかおり くまのひのき(ざい) あろまうぉーたー

株式会社 エムアファブリー

昔から消臭、虫除けにはヒノキ。生活空間の
ニオイが気になる場所を天然の香りが清潔に
してくれます。

【希望小売価格】1,540 円
【内容量】フローラルウォーター 50ml 06480648

熊野の香り 熊野ヒノキ(枝葉) アロマウォーター
くまののかおり くまのひのき(えだは) あろまうぉーたー

株式会社 エムアファブリー

スプレーすることで、森の中に居るような爽
やかな空間を演出。風の音が聞こえてくるよ
うな心地良さです。

【希望小売価格】1,430 円
【内容量】フローラルウォーター 50ml 06490649

熊野の香り 熊野杉芝原 アロマウォーター
くまののかおり くまのすぎしばはら あろまうぉーたー

株式会社 エムアファブリー

昔から殺菌が期待されている杉の芳香蒸留
水。スプレーすると熊野の森が広がり、森林
浴気分も味わえます。

【希望小売価格】1,430 円
【内容量】フローラルウォーター 50ml 06500650

手打ちの銅おろし金
てうちのどうおろしがね

紀州新家

2018年グッドデザイン賞を受賞。京都老舗料亭
をはじめ、ミシュラン店で使われている手打ち銅
おろし金です。手打ちにより力がいらず、洗い流
し、お手入れが簡単。

【希望小売価格】
料理人用1枚55,000円、
家庭用1枚中サイズ12,100円、
家庭用一枚小サイズ11,000円、
ワサビ用1枚小型サイズ8,800円

【流通時期】通年 11161116

SHIMA
しま

KISHU Plus有限責任事業組合

金属を型から押し出して成形する押出材に塗りを
施した一輪挿し。凹凸のある表面を根来塗りのよ
うに研ぎ出す事で、アルミと塗りの縞模様が浮か
び上がる。

【希望小売価格】7,150円、8,250円、
9,900円
【内容量】Sサイズ、M サイズ、
Lサイズ　各１本 12081208

NEWNEW

KAKERA
かけら

KISHU Plus有限責任事業組合

カケラの様な金属の多面体に塗りを施し、根来の
技でエッジ部分を研ぎ出し生み出された文鎮・
ペーパーウェイトです。

【希望小売価格】9,900円
【内容量】全 3色（各1個） 12091209

NEWNEW

TOGI
とぎ

KISHU Plus有限責任事業組合

コンピューター制御で凹凸形状を正確に削り出
し、塗りを施した表面を手仕事で研ぎ出された小
物入れ、アメニティーボックスです。重箱として
もお使いいただけます。

【希望小売価格】40,150円
【内容量】全 2色（各1個） 12101210

NEWNEW
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KOMOREBI
こもれび

KISHU Plus有限責任事業組合

ガラスの裏面に蒔絵を施し、塗りを施した表面を
根来塗りのように手仕事で研ぎ出し生み出された
漆芸置き照明です。

【希望小売価格】70,950円 12111211

NEWNEW

SHIZUKU
しずく

KISHU Plus有限責任事業組合

木をくり抜き（轆轤）、下塗り、上塗りを重ね、
蒔絵を施した漆芸ペンダント照明。装飾としての
蒔絵ではなく、光を纏い反射させる要素として用
いました。

【希望小売価格】110,000円 12121212

NEWNEW

MICHIKAKE
みちかけ

KISHU Plus有限責任事業組合

器の蓋のような円盤を回転させることで、満たさ
れた光が変化する、月の満ち欠けを表現した漆芸
壁掛け照明です。

【希望小売価格】198,000円 12131213

NEWNEW

KOGUCHIスツール
こぐちすつーる

木の工房 樫

紀州産の杉を使用したスツール。木口(輪切りに
した際にあらわれる面）が並ぶようにして作った
座面は、木の色や並べ方により、ひとつひとつ
違った表情のものができます。

【希望小売価格】22,000円
【内容量】1脚 12241224

NEWNEW

国産の棕櫚を使用し純国産のたわしを製造す
る髙田耕造商店。日本で唯一、棕櫚山の手入
れから棕櫚の採取、製造、販売までを行って
いる。一つ一つ熟練の職人による手作りのた
め、ご要望に応じた形
状に仕上げることがで
きます。

髙田耕造商店 紀州棕櫚のたわし
たかだこうぞうしょうてん きしゅうしゅろのたわし

株式会社 コーゾー

【希望小売価格】大 /小/特小
/細め/ねじり/棒
2,860円～3,630円

髙田耕造商店 しゅろのやさしいたわし ブナ柄 フライパン用/急須用/ポット用
　　　　　たかだこうぞうしょうてん　しゅろのやさしいたわし ぶなえ ふらいぱんよう/きゅうすよう/ぽっとよう

株式会社 コーゾー

天然の棕櫚を厳選し、用途に応じたサイズや形状
にお作りしています。素材に”やさしい”のはも
ちろん、今まで洗いにくかったすみずみの汚れま
でしっかり繊維が届きます。

【希望小売価格】フライパン用 
2,200円、急須用 1,430円、
ポット用 1,980円
【内容量】1本 12191219

NEWNEW

髙田耕造商店 しゅろのやさしいほうき はたき 焼檜柄
　　　たかだこうぞうしょうてん しゅろのやさしいほうき はたき やきひのきえ

株式会社 コーゾー

天然の棕櫚を厳選し、用途に応じたサイズや形状
にお作りしています。埃をはらったり、家具のす
きまの埃取りにも使用出来ます。

【希望小売価格】4,400円
【内容量】1本 12201220

NEWNEW

髙田耕造商店 しゅろのやさしいたわし　むすび
たかだこうぞうしょうてん　しゅろのやさしいたわし　むすび

株式会社 コーゾー

針金を表面から隠した立体的な構造のたわしで
す。持ち方ひとつで用途が広がります。意匠登録
第1653316号/2020年度グッドデザイン賞受賞

【希望小売価格】1,650円
【内容量】1個 12211221

NEWNEW

髙田耕造商店 紀州棕櫚のたわし 孫の手 ブナ柄
　たかだこうぞうしょうてん きしゅうしゅろのたわし まごのて ぶなえ

株式会社 コーゾー

貴重な和歌山産の棕櫚を使用したたわしは、肌を
傷付けずに気持ち良く痒みを和らげます。持ち手
は長めに、また、たわし部分はお好みで角度をつ
けることができます。

【希望小売価格】3,850円
【内容量】1本 12221222

NEWNEW

髙田耕造商店 しゅろのごしごしたわし 土鍋用 ブナ柄
　　たかだこうぞうしょうてん しゅろのごしごしたわし どなべよう ぶなえ

株式会社 コーゾー

土鍋にこびりついた汚れもしっかり洗えるように
特に硬い棕櫚繊維を厳選して使用しています。ま
た、たわし部分は土鍋に沿うような形状にお作り
しています。

【希望小売価格】1,650円
【内容量】1本 12231223

NEWNEW

畜
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菊の香り 天然除虫菊スプレー
　　きくのかおり てんねんじょちゅうぎくすぷれー

株式会社 児玉兄弟商会

天然の除虫菊から抽出したエキスを主成分とし、
サンショエキス、ヒノキチオールを加え、より虫
よけ効果の高い製品に仕上げています。衣類、網
戸等に散布してお使い下さい。

【希望小売価格】1,100円
【内容量】180ml 12141214

NEWNEW

Te Pot Standard
てぽっと すたんだーど

株式会社 島安汎工芸製作所

「捨てられるはずだった材料を育てる器へ」とい
うコンセプトのもと作られた室内用木製プラン
ターです。和歌山県の世界遺産・熊野古道中辺路
の檜の間伐材を使用しています。

【希望小売価格】8,800円
【内容量】1個 12161216

NEWNEW

Te Pot Premium
てぽっと ぷれみあむ

株式会社 島安汎工芸製作所

「捨てられるはずだった材料を育てる器へ」とい
うコンセプトで作られた室内用木製プランターで
す。和歌山県の世界遺産・熊野古道中辺路の檜の
間伐材を使用しています。

【希望小売価格】11,000円
【内容量】1個 12171217

NEWNEW
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紀州桧弁当箱 ナノコート
きしゅうひのきべんとうばこ なのこーと

株式会社 角田清兵衛商店

1枚の紀州桧材(無垢板)をくり抜いて作った
お弁当箱です。仕上げにナノコート加工(ガ
ラスコーティング)する事で食器洗浄機に入
れる事が出来ます。

【希望小売価格】タイプS-4：9,350円、
タイプ2：9,900円、 タイプVM：13,200円

【内容量】タイプS-4：520ml
タイプ2：480ml、 タイプVM：620ml 07450745

畜
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紀州わっぱ御膳 杉
きしゅうわっぱごぜん すぎ

西嶋木工

紀州杉の赤身の部分を使用しました。木の温かみ
のある昔なつかしい商品が出来ました。ウレタン
塗装で仕上げ、お箸も入ってます。

【希望小売価格】WM-1:7,150円、
WL-1:7,700円
【内容量】WM-1:W18×D13×H7
(cm)/WL-1:W22×D13×H7(cm)
【流通時期】通年 12251225

NEWNEW

紀州わっぱ御膳 桧
きしゅうわっぱごぜん ひのき

西嶋木工

紀州桧を使用しました。木の温かみのある昔なつ
かしい商品が出来ました。ウレタン塗装で仕上
げ、WM・WLにはお箸、パンダ・自動車には
フォークが入っています。

【希望小売価格】WM-1:7150円、
WL-1:7,700円、パンダ:5500円、
自動車:5,500円

【内容量】WM-1:W18×D13×H7
(cm)、WL-1:W22×D13×H7(cm)、
パンダ:W16.5×D15.5×H7(cm)、
自動車:W18.5×D13.5×H7(cm)

【流通時期】通年 12261226

NEWNEW

蒔絵ご朱印帳
まきえごしゅいんちょう

有限会社 橋本漆芸

漆器の塗りの技法と漆工の加飾技法である「蒔
絵」で仕上げた、ご朱印帳です。一味違った、見
た目と手触りに仕上がっております。

【希望小売価格】3,300円
【内容量】原寸110×160×16mm 12181218

NEWNEW
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anon紀州漆器アンブレラ
あのん きしゅうしっきあんぶれら

ミドリ産商 株式会社

『紀州漆器アンブレラ』は、傘の持ち手に漆器を
取り入れました。加工は職人による手作業で一つ
として同じ模様はありません。傘を持つ手から漆
器の温かみが伝わってきます。

【希望小売価格】1本 5,000円、
2本 10,000円

【内容量】1本、2 本 12151215

NEWNEW

八咫烏スツール（YATAGARASU STOOL）
やたがらすすつーる

株式会社 山長商店

八咫烏をモチーフに紀州桧で制作した3本脚のス
ツール。座っていない時でも、導きの神としての
神聖さ、また、顔ありは思わず笑みがこぼれる愛
着を感じるデザインです。

【希望小売価格】顔なしLow 
41,800円/顔なしHigh 43,450円
/ 顔ありLow 46,200円/顔あり
High 47,850円

【内容量】全シリーズ 黒・ク
リアとも 1脚ずつ

【流通時期】受注生産 12271227

NEWNEW

プレミア和歌山PR映像 「プレミア和歌山ブランディング映像」、及び「プレミア和歌山パートナーPR映像」
を発信しています。職人の技によりプレミア和歌山商品が生まれるまでの工程や、
生産者の表情、思いなどを、和歌山の豊かな自然、歴史、伝統とともにご覧ください。

プレミア和歌山
オフィシャルサイト

https://premier-wakayama.jp
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神倉神社は熊野三山の神々が初めて降臨されたゴ
トビキ岩を御神体とし、源頼朝公献納の538段の
石段を登った山中に鎮座しています。2月6日夜、白
装束の上り子達が松明を持って、急峻な石段をか
け下りる勇壮な御燈祭り
は、千数百年以上の伝統
をもつ日本最古の火祭と
して有名で、国重要無形
民俗文化財に指定されて
いる。

御燈祭
おとうまつり

新宮市観光協会

【場所】和歌山県新宮市
【期間】毎年 2月6日

熊野速玉大祭(御船祭)
くまのはやたまたいさい(みふねまつり)

新宮市観光協会

10月15日、16日に行われる全国熊野神社総本
宮 熊野速玉大社の例大祭。15日神馬のお渡り
が行われ、16日神輿と神幸船で熊野川上流の
御船島と御旅所へ渡御する御船祭りが行われ
る。夕刻、松明の灯り
の中で有名な御旅所神
事が行われる。国重要
無形民俗文化財。

【場所】和歌山県新宮市
【期間】毎年10月16日 01790179
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熊野那智大社 那智の扇祭り(火祭)
くまのなちたいしゃ なちのおうぎまつり(ひまつり)

一般社団法人 那智勝浦観光機構

毎年7月14日に行われる熊野那智大社の例大祭
で、正式には「那智の扇祭り」といいます。午
前中に無形文化財の大和舞、田楽舞、田植舞が
奉納され、午後から扇神輿が那智大社から飛瀧
神社へ運ばれます。途
中、この扇神輿を12本の
大松明で迎え清めるこ
とから「那智の扇祭
り」は「那智の火祭」
とも呼ばれています。

【場所】和歌山県那智勝浦町
【期間】毎年 7月14日 01800180

紀州熊野のさんま寿司
きしゅうくまののさんまずし

一般社団法人 那智勝浦観光機構

熊野灘にまで南下したことにより余分な脂肪
が落ちた秋刀魚を姿寿司にします。あっさり
とした美味しさです。

【場所】和歌山県那智勝浦町・新宮市
串本町・北山村・古座川町ほか 04230423

和歌祭
わかまつり

和歌山市

創始、元和８年（１６２２年）の和歌祭は、徳川
家康を祀る紀州東照宮の例祭であり、絢爛豪華な
風流尽くしの渡御行列は、毎年５月に、観客を魅
了しています。

【場所】和歌山県和歌山市
【期間】毎年５月 12481248

NEWNEW
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あ
あーまりんきんだい

株式会社 アーマリン近大

〒649-2211 西牟婁郡白浜町1-5
TEL：0739-42-4116　FAX：0739-42-2600
E-mail：info@a-marine.co.jp
https://www.a-marine.co.jp
https://a-marine-shop.com/

・近大キャビア（p.59）

あおきふぁーむあんどでり

青木ファーム＆デリ

〒642-0033 海南市鳥居342
TEL：070-3152-6406　FAX：073-482-3902
E-mail：hideaoki109@gmail.com
https://aokifarm-wakayama.com/
https://aokifarm-deli.stores.jp/

・完熟いちじく（p.9） ・ドライいちじく（p.35）

あおきや

有限会社 アオキヤ

〒643-0032 有田郡有田川町天満67
TEL：0737-52-3310　FAX：0737-22-7784
E-mail：aokiya.2-5@siren.ocn.ne.jp
http://www.bluewood.beer
http://store.shopping.yahoo.co.jp/e-aokiya/

・有田山椒エール（p.78） ・備長炭スタウト（p.78）

あかだま

赤玉
〒643-0521 有田郡有田川町清水337-7
TEL：0737-25-0371　FAX：0737-25-0371
E-mail：akadamashop@yahoo.co.jp
http://akadama-kishu.com

・わさび寿司（p.62）

あがらと

株式会社 あがらと

〒649-4455 東牟婁郡古座川町三尾川555
TEL：0735-75-0075
E-mail：nishimura-tomoko@agarato.jp
https://agarato.jp/
https://dew-rose.com/

・DewRose CORDIAL（p.29） ・DewRose PETAL（p.9）

あぐりずむくまの

株式会社 アグリズム熊野
〒649-6333 和歌山市永穂399
TEL：073-498-8751　FAX：073-499-5339

・熊野ポーク（p.13）

あじよしのうえん

味好農園
〒640-1131 海草郡紀美野町動木96
TEL：073-489-5559　FAX：073-489-5838

・貯蔵たねなし柿（p.8）

あせろらふーず

株式会社 アセロラフーズ

〒646-0023 田辺市文里2-24-23
TEL：0739-26-1855　FAX：0739-22-0339
E-mail：info@acerola.co.jp
http://www.acerola.co.jp/
https://www.acerola.co.jp/drink/index.html

・うめドリンク（p.29）
・こだわりのうめジャム（p.34）

・きんかんドリンク（p.29）
・こだわりのみかんジャム（p.34）
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あづまのうえん

株式会社 東農園
〒645-0021 日高郡みなべ町東本庄836-1
TEL：0739-74-2487　FAX：0739-74-2682
E-mail：info@godaiume.co.jp
http://www.godaiume.co.jp/

・五代庵 紀州五代梅（p.16） ・五代庵 しそ漬梅（p.16）　 ・五代庵 白干梅（p.16）　　　
・薔薇梅酒（p.79） ・原酒梅酒（p.79）

あとりえ しゅえっとどーる

Atelier CHOUETTE D’OR
〒649-2211 西牟婁郡白浜町1057-15
TEL：0739-20-7507　FAX：0739-20-7507
E-mail：chouette-dor@iris.eonet.ne.jp
http://chouettedor.jp  ※メールにてお問い合わせくださいませ

・和歌山県産鹿革クラッチバッグ（p.86）
・レザーショルダーバッグ（p.87）

・レザートートバッグ（Mサイズ）（Lサイズ）（p.86）

あぼかどのはしづめのうえん

アボカドの橋爪農園

〒649-0142 海南市下津町中385
TEL：073-492-1169　FAX：073-492-2965
E-mail：michy_6182@yahoo.co.jp
http://avocado-hashidumenouen.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/abokado-1169/

・自根きゅうり（p.11）

あみせかずみしょうてん

あみ清 数見商店

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅519
TEL：0737-62-2318　FAX：0737-63-3177
E-mail：miso@amise.jp
http://www.amise.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/amise/

・紀州金山寺味噌（p.66）

あみてぃ

アミティ 有限会社

〒649-6561 紀の川市荒見764-4
TEL：0736-73-7016　FAX：0736-73-8823
E-mail：amity324@soleil.ocn.ne.jp
http://mamapuro.jp
http://amity-wakayama.com

・はっさくプーロ（p.35）

あらかわのももしんこうきょうぎかい

あら川の桃振興協議会
〒649-6192 紀の川市桃山町元381
TEL：0736-66-1259　FAX：0736-66-1259
http://aramomo.server-shared.com/

・あら川の桃（p.8）

ありだしかんこうきょうかい

有田市観光協会
〒649-0392 有田市箕島50
TEL：0737-83-1111　FAX：0737-83-3108
E-mail：shokokanko@city.arida.lg.jp
http://www.arida-kanko.com/

・糸我得生寺の来迎会式（p.94）

あ
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ありたしょくひん

有田食品 株式会社
〒649-0304 有田市箕島743
TEL：0737-83-3445　FAX：0737-83-3264
http://www.arita-shokuhin.com/
https://item.rakuten.co.jp/f302040-arida/60/

・紀の国仕立てカレー ポーク（p.67）
・紀の国仕立てハヤシ（p.67）

・紀の国仕立てカレー ビーフ（p.67）

ありだのうぎょうきょうどうくみあい

ありだ農業協同組合
〒643-0032 有田郡有田川町天満47-1
TEL：0737-53-2324　FAX：0737-52-4313
E-mail：eino@arida.jawink.ne.jp
http://www.ja-arida.or.jp/

・有田のぶどう山椒（p.11）

ありだみのしまぎょぎょうきょうどうくみあい

有田箕島漁業協同組合
〒649-0316 有田市宮崎町2405
TEL：0737-83-5555　FAX：0737-82-1512
E-mail：jfm@pure.ocn.ne.jp
http://jfam.web.fc2.com/

・紀州紀ノ太刀（p.14） ・辰ヶ鱧（p.14）

あんちん

有限会社 あんちん
〒649-1331 日高郡日高川町鐘巻1745-3
TEL：0738-24-1500　FAX：0738-23-4333
E-mail：anchin@pearl.ocn.ne.jp
https://anchin.jp/

・あんちんの梅つりがね饅頭（p.36）

あんぱんと

Annpanto.

〒646-0213 田辺市長野1737-1
TEL：0739-34-3138　FAX：0739-34-3138
E-mail：akiyo30208591@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%91
%E3%83%B3%E3%83%88-803262016516058/

・ガトー プルプラ（p.36）

いーすとあじあこーぽれーしょん

株式会社
イーストアジア・コーポレーション

〒640-8314 和歌山市神前190-1
TEL：073-499-6677　FAX：073-499-5544
E-mail：info@umeboshi-ya.com
http://www.eastasia.co.jp/
https://www.umeboshi-ya.com/

・和の守梅まろやか（p.17） ・和の守梅はちみつ（p.17）

い

いけもとしょうてん

株式会社 池本商店
〒646-0056 田辺市芳養町2553
TEL：0739-22-3925　FAX：0739-24-5899
E-mail：info@koubaiduke.com
https://www.koubaiduke.com/

・しそ梅（p.16） ・幸梅漬（p.16）
・ぽってり梅 はちみつ梅（p.16） ・ぽってり梅 しそ梅（p.16） ・ぽってり梅 あっさり梅（p.16）

あ
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いちのはしかんこうせんたー

一の橋観光センター 株式会社

〒648-0211 伊都郡高野町高野山737
TEL：0736-56-2631　FAX：0736-56-3408
E-mail：web@ichinohashi.co.jp
https://www.ichinohashi.co.jp/
https://www.ichinohashi.co.jp/shopping/

・天風ラスク（p.36）

いちばのうそんふじんだいがく

市場農村婦人大学
〒649-6124 紀の川市桃山町市場165-1
TEL：0736-66-1315　FAX：0736-66-1315

・あら川の桃ジャム（p.34）

いっしんのうえん

一心農園
〒648-0101 伊都郡九度山町九度山936-3
TEL：0736-54-9050　
E-mail：issin@coda.ocn.ne.jp
http://www.issin-nouen.jp/

・一心農園の富有柿 特選大玉果（p.8）
・一心農園オリジナル プレミアム柿アイス（p.36）

・一心農園オリジナル 一の心柿アイス（p.36）

いとうのうえん

株式会社 伊藤農園
〒649-0435 有田市宮原町滝川原498-2
TEL：0737-88-7053　FAX：0737-88-5507
E-mail：info@ito-noen.com
http://www.ito-noen.com/

・100％ピュアジュース みかんしぼり（p.29）
・100％ピュアジュース きよみしぼり（p.29）
・100％ピュア果汁 すだち（p.71）
・100％ピュア果汁 だいだい（p.71）

・100％ピュアジュース はっさくしぼり（p.29）
・ピュアフルーツ寒天ジュレ みかん（p.36）
・100％ピュア果汁 ゆず（p.71）

いなみのさとばいえん

株式会社 いなみの里梅園
〒649-1528 日高郡印南町西ノ地1529
TEL：0738-43-1511　FAX：0738-43-1512
E-mail：info@inaminosato-baien.co.jp
http://shop.inaminosato-baien.co.jp

・はちみつ入り味梅（p.17） 　　・しそ風味（p.17）        ・こんぶ風味（p.17）　　　　・優梅（p.17）

いのうえうめぼししょくひん

井上梅干食品 株式会社
〒645-0012 日高郡みなべ町山内1095-1
TEL：0739-72-2730　FAX：0739-72-2412
E-mail：info@kumaheinoume.co.jp
https://kumaheinoume.co.jp/

・しそ漬梅干（p.17） ・紀州うす塩味小梅（p.17） ・紀州うす塩味梅（p.17）
・んめ（p.17） ・リンゴ酢の梅（p.17）

いのや

いの屋
〒649-6318 和歌山市藤田41-1
TEL：073-461-5102　FAX：073-462-0945
https://wakayama-gibier.jp/shop/inoya/

・いの屋の猪肉（p.13） ・いの屋の鹿肉（p.13）

い
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いわたに

株式会社 岩谷
〒649-3633 東牟婁郡串本町大島284-1
TEL：0735-65-8011　FAX：0735-65-8012
E-mail：info@iwatani-umedaiume.jp
https://iwatani-umemadaiume.jp

・紀州 梅真鯛梅（p.67）

いわたにすいさん

有限会社 岩谷水産
〒649-3633 東牟婁郡串本町大島216-1
TEL：0735-65-0603　FAX：0735-65-0616
http://iwatani-suisan.jp/
https://iwatani-umemadaiume.jp/

・紀州梅まだい（p.14） ・紀州梅くえ（p.14）

いわでしかんこうきょうかい

岩出市観光協会
〒649-6292 岩出市西野209
TEL：0736-62-7101　FAX：0736-62-7121

・齋刺祭（p.94）

いわもとしょくひん

株式会社 岩本食品
〒645-0022 日高郡みなべ町晩稲1187
TEL：0739-74-2406　FAX：0739-74-3194
E-mail：info@plumkoubou.co.jp
http://www.plumkoubou.co.jp/

・こんぶ梅（p.17） ・はちみつ梅（p.18） ・白干梅（p.18）
・お塩バリバリくん 白干ほし梅（p.18） ・三日月梅（p.36）

いんてりっくす

株式会社 インテリックス

〒649-6311 和歌山市里174-1
TEL：073-462-7724　FAX：073-462-7758
E-mail：y-nakamura@interix.co.jp
https://www.interix.co.jp/
https://www.justcurtain.com/

・紀州備長炭プリントカーテン（p.87）

うおまさしょうてん

魚政商店
〒649-1112 日高郡由良町網代201-17
TEL：0738-65-0061　FAX：0738-65-3699
E-mail：shop@shirasu123.com
http://www.shirasu123.com/

・特撰釜揚げしらす（p.51） ・ちりめん（p.51）

う

い

お寄せいただいたふるさと応援寄附（ふるさと納税）金を
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うおよししょうてん

魚義商店
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2972
TEL：0737-63-3274　
E-mail：uoyoshi@ebony.plala.or.jp

・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 真アジの開き（p.53）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 イサギの開き（p.53）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 アイ（アイゴ・バレコ）の開き（p.53）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 太刀魚の開き（p.53）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 タイ（チタイ・連子タイ・真タイ）の開き（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 カマスの開き（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のサンマの味醂干し（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 青（丸）アジの開き（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 真サバの開き（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の味醂干し 太刀魚の味醂干し（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の味醂干し サバ味醂干し（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 マナカツオの開き（p.54）
・紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のアジの味醂干（p.54）

うおよすいさん

魚与水産
〒649-0131 海南市下津町塩津14
TEL：073-492-2105　
E-mail：uoyosuisan@iris.ocn.ne.jp

・釜揚げしらす（p.52） ・ちりめんしらす（p.52）

うきくさや

浮き草屋
〒648-0041 橋本市清水328-3
E-mail：ukikusaya16@gmail.com

・高野紙、薄板ランタンキャンドル（p.87）　　　　・紫牡丹（p.87）
・聖なる苔（p.87）　　　・柿渋（p.87）　　　・一貫張（p.87）　　　　　　　

うたや

うたや
〒641-0045 和歌山市堀止西2-10-14
TEL：073-425-6359　

・五十五万石（p.36） ・大納言（p.36）

うめだでんき

ウメダ電器
〒640-8375 和歌山市坊主丁10
TEL：073-422-1263　
E-mail：umeda@umedastyle.com
http://www.umedastyle.com/

・全方位スピーカー Kaguya（p.87）

うめや

株式会社 梅屋
〒646-0023 田辺市文里1-12-14
TEL：0739-22-4785　FAX：0739-24-4515
http://www.umeya.co.jp

・紀州干し梅（p.18）　　　　　　・和み梅（p.18）　　　　・紀州南高梅アソートセレクション（p.18）

う
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えこはこ

ＥＣＯＨＡＣＯ
〒640-8255 和歌山市舟津町2-8-3
TEL：073-432-3378　FAX：073-432-3707
E-mail：atk@vaw.ne.jp
http://www.eco-haco.com/

・ECOHACO ペンホルダー（p.87）

え

えむあふぁぶりー

株式会社 エムアファブリー

〒647-0043 新宮市五新1-21
TEL：0735-22-0662　
E-mail：info@m-affably.com
https://m-affably.com/
https://shop.m-affably.com/

・熊野の香り4896（p.36）
・熊野の香り 熊野クロモジ アロマオイル（p.87）
・熊野の香り 熊野ヒノキ（材） アロマオイル（p.87）
・熊野の香り 熊野ヒノキ（枝葉） アロマオイル（p.87）
・熊野の香り 熊野杉芝原 アロマオイル（p.88）
・熊野の香り 熊野クロモジ アロマウォーター（p.88）
・熊野の香り 熊野ヒノキ（材） アロマウォーター（p.88）
・熊野の香り 熊野ヒノキ（枝葉） アロマウォーター（p.88）
・熊野の香り 熊野杉芝原 アロマウォーター（p.88）

えんじゅがはま まつばたいひぶらんどけんきゅうかい

煙樹ヶ浜 松葉堆肥ブランド研究会
〒644-0044 日高郡美浜町和田1138-278
TEL： 0738-23-4951（松いちご・松とまと） 

0738-32-7110（松きゅうり）紀州農業協同組合 美浜撰果場　

・松いちご（p.9）　　　・松とまと（p.10） ・松きゅうり（p.11）

おーやぱいる

オーヤパイル 株式会社

〒649-7203 橋本市高野口町名古曽1320-1
TEL：0736-42-3163　FAX：0736-43-2363
E-mail：lecott-sakou@ohyapile.co.jp
http://ohyapile.co.jp
http://www.ohyapile.co.jp/

・再織ハンカチ（p.88）

お

]

おいしこうげんゆめこうぼう

生石高原夢工房
〒643-0131 有田郡有田川町生石1035-50
TEL：0737-34-3190　FAX：0737-34-3198
http://www.yumetamago.jp/

・ゆめたまご（p.13）

おおせとすいさん

有限会社 大瀬戸水産
〒649-3633 東牟婁郡串本町大島1596-2
TEL：0735-65-0189　
E-mail：info@oseto.co.jp
http://oseto.co.jp

・大瀬戸の真鯛（p.15） ・大瀬戸の本九絵（p.15）

おおたしょうてん

太田商店
〒646-0036 田辺市上屋敷1-1-35
TEL：0739-22-0847　FAX：0739-26-1108
E-mail：unagi@o-ochan.com
http://www.o-ochan.com

・紀州南高梅ひつまぶし（p.59）

おえ
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おおたようけいじょう

太田養鶏場
〒643-0006 有田郡湯浅町田1360
TEL：0737-62-2895　FAX：0737-23-7127
E-mail：info@kishugamo-honpo.com
http://www.kishugamo-honpo.com/

・紀州鴨（p.13）

おかはたのうえん

株式会社 岡畑農園
〒646-0101 田辺市上芳養1809
TEL：0739-37-0111　FAX：0739-37-0711
E-mail：office@okahata.com
http://www.okahata.com/

・庭園梅しそ漬（p.18） ・恋梅（p.18） ・しそ漬小梅干（p.18）
・かつお風味味小町（p.18） ・幻の梅（p.18） ・うまい梅（p.18）
・梅菓匠（p.36） ・紀州梅の酢（p.71） ・かみはやさんの梅酒（紅）（p.79）
・かみはやさんの梅酒（白）（p.79）

おかふぁーむ

オカファーム
〒649-1532 日高郡印南町印南原1324
TEL：0738-44-0026　FAX：0738-44-0879
E-mail：tpkv75251@zeus.eonet.ne.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/okafarm/

・夏見さんちの完熟梅（しそ漬）（p.19） ・夏見さんちの完熟梅（うす塩味）（p.19）

おかへせいか

オカヘ製菓
〒649-0304 有田市箕島199
TEL：0737-82-2240　FAX：0737-82-2240

・みかんもなか（p.36）

おざきしゅぞう

尾﨑酒造 株式会社

〒647-0002 新宮市船町3-2-3
TEL：0735-22-2105　FAX：0735-23-0009
E-mail：ozakisyuzou@joy.ocn.ne.jp
http://ozakisyuzou.jp/
http://ozakisyuzou.jp/compInfo.html

・吟醸酒 熊野三山（p.75）
・純米酒 那智の滝（p.76）

・特別純米酒 太平洋（p.75）
・梅酒 備長炭のしらべ（p.79）

おざきのひもの

おざきのひもの
〒649-3511 東牟婁郡串本町鬮野川1595-7
TEL：0735-62-0337　FAX：0735-62-5740
E-mail：info@ozakinohimono.com
https://www.ozakinohimono.com/

・うるめ（めざし）（p.54） ・あじツヅリ（p.54） ・あじ丸干し（p.54）
・きびなご丸干し（p.55） ・片口いわし丸干し（p.55） ・平子いわし丸干し（p.55）
・うるめ丸干し（p.55） ・たちうおみりん（p.55） ・かます開干し（p.55）
・さんま開き（p.55） ・あじ開き（p.55）

おもとかい

社会福祉法人 おもと会
〒643-0151 有田郡有田川町長谷川321-1
TEL：0737-32-2370　FAX：0737-32-3465
E-mail：omotopress@gmail.com
http://omotoen.web.fc2.com/

・特選みかんジュース（p.29）
・清見手まり（p.37）

・蜜柑手まり（p.37）
・八朔手まり（p.37）

おお
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か
がーべらふぁーむにしうら

ガーベラファーム西浦

〒649-2334 西牟婁郡白浜町才野1313-1
TEL：090-9703-3153（0739-45-4038）
FAX：0739-45-4038
E-mail：kentanishiura1187@gmail.com
https://www.gerbera-farm.com/

・ガーベラ（p.12）

かきうちみそてん

有限会社 垣内みそ店

〒〒643-0003 有田郡湯浅町別所342-1
TEL：0737-63-5855　FAX：0737-63-4520
E-mail：maruka@vmail.plala.or.jp
https://kakiuchimiso.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kakiuchimisoten/

・紀州金山寺みそ（p.66）

かきのあて

柿乃肴
〒647-0003 新宮市上本町1-1-8
TEL：0735-22-8000　
E-mail：mkbutokuin155@gmail.com

・柿の葉寿司 みょうが（p.62） ・柿の葉寿司 菊（p.62） ・青とうがらしみそ（p.67）

かぐのあづま

有限会社 家具のあづま
〒649-6631 紀の川市名手市場1169-1
TEL：0736-75-3600　FAX：0736-75-5660
E-mail：info@azuma-kiri.jp
http://www.azuma-kiri.jp/

・民芸紀の国（p.84）

かさくに

有限会社 かさ國
〒648-0211 伊都郡高野町高野山764
TEL：0736-56-2327　FAX：0736-56-3034
http://www.mirokuishi.com

・佛手柑（p.37）

かしこうぼう きたてい

菓子工房 喜多亭
〒649-0307 有田市初島町里1933-8
TEL：0737-82-3288　FAX：0737-82-3302
E-mail：kitatei-f@nike.eonet.ne.jp
https://kitatei.jp

・レモンカード（p.35） ・コクマロプリン（p.37）
・有田ミカンマドレーヌ（p.37） ・温州みかんシフォンケーキ（p.37） 

かじゅえんきのくに

果樹園紀の国 株式会社
〒643-0032 有田郡有田川町天満347-1
TEL：0737-53-3145　FAX：0737-53-3146
E-mail：info@k-kinokuni.com
http://www.k-kinokuni.com

・有田みかんの味皇（p.30）

かしわぎせいめんしょ

有限会社 柏木製麺所
〒640-8304 和歌山市松島200-9
TEL：073-473-7491　FAX：073-473-0201
http://www.kashiwagi-men.com/
https://www.kashiwagi-men.com/02_shop/

・丸高中華そば（p.67）

か
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かだぎょぎょうきょうどうくみあい

加太漁業協同組合
〒640-0103 和歌山市加太1271-2
TEL：073-459-0062　FAX：073-459-0340
E-mail：info@jf-kada.com
http://www.jf-kada.com/

・加太の一本釣り真鯛（p.15） ・加太の真蛸（p.15）

かつらぎちょうあんぽがきかこうくみあい

合同会社 
かつらぎ町あんぽ柿加工組合

〒649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺1846-4
TEL：0736-23-3112　FAX：0736-23-3115
E-mail：info-anpokaki@cap.ocn.ne.jp
http://www.wakayama-anpo.com/
http://www.wakayama-anpo.com/hanbai.html

・たねなしあんぽ柿（p.37）

かつらぎちょうかんこうきょうかい

かつらぎ町観光協会
〒649-7192 伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160
TEL：0736-22-0300　FAX：0736-22-6432
E-mail：sankan-syoukoukankou@town.katsuragi.wakayama.jp
https://www.katsuragi-kanko.jp

・丹生都比売神社 花盛祭（p.94）

かどちょう

株式会社 角長

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅7
TEL：0737-62-2035　FAX：0737-62-4741
E-mail：mail@kadocho.co.jp
http://www.kadocho.co.jp/
http://www.kadocho.co.jp/shop.html

・角長 手づくり醤油 湯浅たまり（p.71）
・諸味ペースト 醤（p.71）

・角長 濁り醤（p.71）
・三年熟成 濁り醤 匠（p.71）

かなさきちくざいてん

有限会社 金崎竹材店
〒649-1201 日高郡日高町原谷1293
TEL：0738-63-2101　FAX：0738-63-2165
E-mail：takeya2951-kanasaki@luck.ocn.ne.jp

・黒竹（p.12） ・長穂（p.12） ・黒穂（p.12）

かねしちしょうてん

かね七商店
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2804
TEL：0737-63-5333　FAX：0737-63-5388
E-mail：kaneshichi@kane7-yuasa.jp
http://www.kane7-yuasa.jp/

・真あじ開き（p.55） ・丸あじ開き（p.55） ・太刀魚開き（p.55） ・あいご開き（p.55）
・いさき開き（p.56） ・かます開き（p.56） ・鯛開き（連子・真鯛・チダイ）（p.56）

かねじょう

株式会社 カネ上
〒643-0006 有田郡湯浅町田336
TEL：0737-63-3389　FAX：0737-63-6696
E-mail：info@kanejo.com
https://www.kanejo.com/

・釜あげしらす（p.52） ・しらす佃煮（p.52） ・上干ちりめん（p.52）

かねとく

有限会社 カネトク
〒649-0112 海南市下津町大崎734-7
TEL：073-492-1247　FAX：073-492-1247

・トミちゃんわかめ（p.58） ・湯通し塩蔵わかめ（p.58）
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かねよしのうえん

かねよし農園
〒643-0006 有田郡湯浅町田88
TEL：0737-62-3922　FAX：0737-62-4115
Email：kaneyosi@aqua.plala.or.jp

・極早生みかん（温州みかん由良早生）（p.5）
・中生みかん（温州みかん向山）（p.5）
・極晩生みかん（温州みかん今村九号）（p.5）

・早生みかん（温州みかん宮川早生）（p.5）
・晩生みかん（温州みかん林）（p.5）
・田村みかんジュース（p.30）

かねよしゆたにすいさん

有限会社 カネヨシ由谷水産
〒649-5171 東牟婁郡太地町太地3769-33
TEL：0735-59-2970　FAX：0735-59-3359

・鯨大和煮（p.59）

かふぇもこ

カフェモコ
〒640-0341 和歌山市相坂557-5
TEL：073-497-6444　FAX：073-497-6444
E-mail：cafemoko0001@yahoo.co.jp
http://www.cafe-moco.com/

・しょうがちっぷす（p.37）

かりや ひであき

假家 英明
〒644-0023 御坊市名田町野島1836
TEL：0738-29-2572　

・がんこおやじのフルーツトマト（p.10）

かわ

株式会社 カワ

〒643-0071 有田郡広川町広501-5
TEL：0737-65-2600　FAX：0737-62-4855
E-mail：gaihan@e-kawa.co.jp
http://www.ec-kawa.com/
http://www.wakayama1618.com/

・一六一八 実 温州みかん（p.37）
・一六一八 実 干し柿（p.37）
・一六一八 実 ブルーベリー（p.38）

・一六一八 実 あらかわの桃（p.37）
・一六一八 実 南高梅（p.38）
・一六一八 実 三宝柑（p.38）

かわぐちけんせつ

川口建設 株式会社
〒645-0303 田辺市龍神村小家1013-3
TEL：0739-77-0224　
E-mail：kawa422k@mb.aikis.or.jp

・森のねこトイレ（p.88） ・森のねこトイレ くずれるタイプ（p.88）

かわしまほんけ

株式会社 河島本家
〒640-8404 和歌山市湊1757
TEL：073-451-3360　FAX：073-455-7890
http://www.kwhonke.co.jp/

・紀の川漬ギフト（p.67）
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かわぜんみそ

川善味噌 株式会社
〒649-0122 海南市下津町黒田56-5
TEL：073-492-2106　FAX：073-492-0730
E-mail：master@kinzanji.co.jp
https://kinzanji.co.jp/

・甘酒（p.30） ・紀州金山寺味噌 瓊醤（p.66）

かわばたふぁーむ

カワバタファーム

〒649-1534 日高郡印南町印南3448
TEL：0738-42-7024　FAX：0738-42-7024
E-mail：info@gerafamily.com
http://www.gerafamily.com
https://gerafamily.stores.jp

・ネギのタバスコ ネギスコヴィル（p.71）

かわもとしょくひん

河本食品 株式会社

〒645-8511 日高郡みなべ町気佐藤367-1
TEL：0739-72-3023　FAX：0739-72-3881
E-mail：umeboshi@kawamotokk.co.jp
http://www.kawamotokk.co.jp/
https://www.kawamotokk.co.jp/index_item.html

・紀州五十五万石（p.19） ・梅風月（p.19） ・焼き梅（p.19）
・南宝梅（p.19） ・天授の梅 しそ漬（p.19）

かんしげえん

勘繁園
〒643-0007 有田郡湯浅町吉川561
TEL：0737-62-3431　FAX：0737-62-3914
E-mail：kan3914@ybb.ne.jp

・超熟屋根掛けみかん（p.5）

きいのくにしょうじ

紀伊國商事株式会社
〒649-3633 東牟婁郡串本町大島1793-13
TEL：0735-65-0646　FAX：0735-65-0819
http://www.zc.ztv.ne.jp/hasyoumaru/

・紀州梅本マグロ（p.15）

き

きいのもり ［つちやけいじ］

紀伊の森 ［土屋恵司］
〒646-0054 田辺市江川32-18
TEL：090-3053-9318　
https:// store.shopping.yahoo.co.jp/kiinomori/ 

b5aabda3c8.html

・べっぴん炭（風呂用）（p.85）
・消臭しましょう（消臭パック）（p.86）

・消臭・調湿（不織布入り）（p.86）
・いつものご飯が水がさらにおいしく（p.86）

きしゅうありだかまぼこ

株式会社 紀州有田蒲鉾
〒649-0316 有田市宮崎町371
TEL：0737-83-2123　FAX：0737-83-2143
E-mail：info@arikama.jp
http://arikama.jp

・無添加ほねく（p.57） ・太刀魚天（p.57） ・鱧つみれ（p.57）
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きしゅううめどり・うめたまごきょうぎかい

紀州うめどり・うめたまご協議会
〒644-0005 御坊市名屋町1-7-4 中田鶏肉店内
TEL：0738-23-1310　FAX：0738-23-1387
E-mail：info@chicken-nakata.jp
http://www.umedori.com/

・紀州うめたまご（p.13）

きしゅううめぶたきょうぎかい

紀州うめぶた協議会
〒640-8151 和歌山市屋形町3-24 サンフレックス内
TEL：073-427-2555　FAX：073-427-2914
E-mail：info@s-flex.co.jp
http://www.umebuta.com/

・紀州うめぶた（p.13）

きしゅうきぶんかい

紀州紀文会 有限会社
〒640-8151 和歌山市屋形町3-24
TEL：073-427-2828　FAX：073-427-2914
E-mail：info@kishukibunkai.co.jp
http://www.kishukibunkai.co.jp/

・大師の水（p.33）

きしゅうくまののめいすい

株式会社 紀州熊野の命水
〒649-2324 西牟婁郡白浜町十九渕766-1
TEL：0739-45-8808　FAX：0739-45-8807
E-mail：info@kumano-meisui.jp
http://www.kumano-meisui.jp/

・紀州熊野の命水（p.33）

きしゅうごてんてまり あおき

紀州御殿てまり 青木
〒640-8272 和歌山市砂山南4-3-24
TEL：073-424-7588　

・紀州御殿てまり（p.85）

きしゅうしょうえん ［ほりいけまさお］

紀州松煙 ［堀池雅夫］
〒646-1101 田辺市鮎川1912
TEL：0739-49-0801　FAX：0739-49-0801
E-mail：info@kishu-shoen.com
http://www.kishu-shoen.com/

・純松煙墨 紀州墨（p.85） ・彩煙墨（p.85）

きしゅうしょくひん

紀州食品 株式会社
〒649-7151 伊都郡かつらぎ町東渋田585
TEL：0736-22-1041　FAX：0736-22-0879

・KS 紀州のみかん果汁 970ml（p.30）
・KS 紀州八朔柑缶詰 4号缶（p.34）
・KS 紀州のみかん缶詰 4号缶（p.34）

・KS 紀州あら川産の白桃ドリンク 970ml（p.30）
・KS 紀州びわ缶詰 4号缶（p.34）

きしゅうしんけ

紀州新家

〒648-0025 橋本市向副1039
TEL：0736-33-2877　FAX：0736-33-2877
E-mail：bmw390304@yahoo.co.jp
https://www.kisyushinke.com
https://okotas.com

・手打ちの銅おろし金（p.88）
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きしゅうせいかんくみあい ［やまうえひろやす］

紀州製竿組合 ［山上寛恭］
〒648-0041 橋本市清水220-4
TEL：0736-32-8150　FAX：0736-32-8150

・紀州へら竿〔こま鳥〕（p.84）

きしゅうそうごうしょくひん

紀州綜合食品 株式会社
〒645-0014 日高郡みなべ町西岩代444
TEL：0739-72-2418　FAX：0739-72-5301
E-mail：umekishu@mb.aikis.or.jp
https://umekishu.com/

・紀州じまん（p.19）
・ささやかな気持ち 梅の想い（p.19）

・ささやかな気持ち 紀州じまん（p.19）
・一粒の恵み（p.19）

きしゅうたかしたすいさん

株式会社 紀州高下水産

〒641-0022 和歌山市和歌浦南2-3-24
TEL：073-445-2000　FAX：073-445-0717
E-mail：info@kishu-marutaka.net
http://www.kishu-marutaka.net
https://www.kishu-takashita.com/

・紀州備長炭干し、備長梅左衛門 足赤えび（p.56）
・紀州備長炭干し、備長梅左衛門 するめいか（p.56）
・紀州備長炭干し、備長梅左衛門 真あじ（p.56）
・紀州備長炭干し、備長梅左衛門 さんま（p.56）

きしゅうとんとのうえん

紀州とんと農園
〒646-0001 田辺市上秋津865-4
TEL：0739-35-0378　FAX：0739-20-5798
E-mail：benimadoka187@yahoo.co.jp

・樹塾葉付きデコ（p.5）

きしゅうのうぎょうきょうどうくみあい

紀州農業協同組合
〒644-0011 御坊市湯川町財部668-1
TEL：0738-22-2480　
E-mail：somubu@kisyu.jawink.ne.jp
http://ja-kisyuu.or.jp/

・スターチス（p.12）

きしゅうひだかぎょぎょうきょうどうくみあい

紀州日高漁業協同組合
〒644-0024 御坊市塩屋町南塩屋450-4
TEL：0738-22-0451　FAX：0738-23-5490
E-mail：info@jf-kishuhidaka.or.jp
http://jf-kishuhidaka.or.jp/

・衣奈そだち（真空パック）（p.58） ・ハリワカメ（p.58） ・紀州あかもく（p.58）

きしゅうふぁーむ

株式会社 紀州ファーム
〒646-0001 田辺市上秋津830-1
TEL：0739-34-3361　FAX：0739-34-3362
E-mail：info@kishu-farm.co.jp
http://www.kishu-farm.co.jp/

・紀州いりざけ（p.71）
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きしゅうぷらす

KISHU+ 有限責任事業組合

〒642-0012 海南市岡田569-1
TEL：073-482-7630
E-mail：info@kishu-plus.jp
https://kishu-plus.jp/
https://kishu-plus-webshop.com/

・SHIMA（p.88）
・KOMOREBI（p.89）

・KAKERA（p.88）  ・TOGI（p.88）
・SHIZUKU（p.89）  ・MICHIKAKE（p.89）

きしゅうへらざお かずひと

紀州へら竿 和人
〒648-0015 橋本市隅田町河瀬401-2
TEL：0736-39-2246　FAX：0736-39-2246
E-mail：e_kazuhito@nike.eonet.ne.jp
http://kazuhito.jp

・紀州へら竿 竹製ボールペン（p.85）

きしゅうほんじょううめよし

株式会社 紀州本庄うめよし

〒645-0027 日高郡みなべ町西本庄278
TEL：0739-74-2433　
E-mail：umeyoshi@arion.ocn.ne.jp
http://umeyoshi.com/
http://umeyoshi.shop-pro.jp/

・ふくじゅ梅（p.19） ・永遠（p.20） ・しそ漬梅干（p.20）
・味よし（かつお梅）（p.20） ・白干梅（p.20） ・紀州カリカリ梅（p.68）
・紀州南高梅カリカリ甘梅（p.68） ・梅黒酢（p.71） ・壱 -ICHI-（p.80）
・縁 -ENISHI-（p.80） ・善 -ZEN-（p.80） ・操 -MISAO-（p.80）

きしゅうや

有限会社 紀州屋
〒646-0023 田辺市文里2-24-23
TEL：0739-22-3331　FAX：0739-22-0339

・熊野九十九王子絵巻（p.85）

きしゅうやくしうめ

紀州薬師梅 株式会社
〒645-0201 日高郡みなべ町清川437
TEL：0739-76-2077　FAX：0739-76-2451
E-mail：shop@yakushiu.me
http://shop.yakushiu.me/

・賀茂乃御福（p.20）

きしゅうりょうさい

紀州漁彩
〒648-0016 橋本市隅田町下兵庫522-1
TEL：0736-39-7111　FAX：0736-39-7100
E-mail：kigen-036@ares.eonet.ne.jp

・紀州漁彩 じゃこめしの素（p.59）
・塩熟 真鯛（p.60）

・紀州漁彩 近大マダイの鯛めしの素（p.59）

きしゅうわかうしきょうぎかい

紀州和華牛協議会

〒640-8326 和歌山市新留丁185
　　　　　（エコマネジメント株式会社 内）
TEL：073-435-0941　FAX：073-426-2422
E-mail：ecomanagement@leto.eonet.ne.jp
http://kishu-wakaushi.com/

・紀州和華牛（p.13）
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きたかわしょうてん

株式会社 きたかわ商店
〒640-8115 和歌山市東紺屋町77
TEL：073-422-0518
E-mail：kitakawa@issunboushi.co.jp
http://kitakawashoten.jp/

・和歌山ロール（p.38）

きたしょうえん

北正園
〒649-0306 有田市初島町浜1126
TEL：0737-82-6801　FAX：0737-82-6801
E-mail：higemarukitano@gmail.com

・有田みかん 宮川早生（p.6） ・有田みかん 極早生上野（p.6） ・美味しい 天然ひじき（p.58）
・美味しい 天然布海苔（p.58） ・美味しい 天然わかめ（p.58） ・美味しい 天然天草（p.58）

きたばたのりてん

株式会社 北畑海苔店

〒641-0025 和歌山市和歌浦中2-1-23
TEL：073-444-0338　FAX：073-446-0898
E-mail：info@kitabatanori.com
http://kitabatanori.com/
http://kitabatanori.shop-pro.jp/

・キタバタ パリッ子（p.58）

きたやまむらかんこうきょうかい

北山村観光協会
〒647-1603 東牟婁郡北山村大沼42
TEL：0735-49-2331　FAX：0735-49-2207

・筏下り（p.94）

きとらのうえん

きとら農園
〒643-0521 有田郡有田川町清水757
TEL：0737-22-7074　
E-mail：kitora-nouen@e-mail.jp

・桑の葉茶（p.33）

きなんすいさん

有限会社 紀南水産

〒649-5172 東牟婁郡太地町森浦551-14
TEL：0735-59-3808　FAX：0735-59-3188
E-mail： webstore@kinansuisan.sakura.ne.jp 

kinansuisan@coral.cypress.ne.jp
http://kinansuisan.sakura.ne.jp/ks/

・まぐろ山椒とろ炊き（p.60） ・炙りくじら（p.60）

きなんのうぎょうきょうどうくみあい

紀南農業協同組合
〒646-0027 田辺市朝日ヶ丘24-17
TEL：0739-23-3450　FAX：0739-23-3451
http://www.ja-kinan.or.jp/
https://www.ja-kinan.com/

・デコポン（p.5） ・木熟みかん 天（p.6） ・天（p.6）
・南高梅（p.7） ・古城梅（p.7） ・宿根カスミソウ（p.12）
・スターチス（p.12） ・しそ漬小梅（p.20） ・こりゃ梅え（p.20）
・百花一粒 まろの梅（p.20） ・白干し梅（p.20） ・白干し小梅（p.20）
・塩分8％しそ漬（p.20） ・あまみのこつぶ（p.20） ・塩分4％はちみつ梅（p.21）

きき

111



きのかわしかんこうきょうかい

紀の川市観光協会
〒649-6492 紀の川市西大井338
TEL：0736-77-2511　FAX：0736-79-3928
http://www.kanko-kinokawa.jp/

・粉河祭（p.94）

きのくにふーず

株式会社 紀ノ國フーズ
〒649-6213 岩出市西国分635-1
TEL：0736-63-5289　FAX：0736-63-0366
E-mail：hasi@bridge.ocn.ne.jp
http://natural-kobo.net/

・紀州あまざけ 初音（p.30）

きのこうぼう かし

木の工房 樫
〒645-0206 日高郡みなべ町土井195
TEL：0739-26-7586　FAX：0739-26-7586
E-mail：h-kashimoto@kyf.biglobe.ne.jp

・KOGUCHIスツール（p.89）

きのさとのうぎょうきょうどうくみあい

紀の里農業協同組合
〒649-6541 紀の川市井田259-1
TEL：0736-73-7200　FAX：0736-73-7239
E-mail：n-ryutu-c@kinosato.jawink.ne.jp
http://www.ja-kinosato.or.jp/

・熟姫（キウイフルーツ）（p.9）
・ふわとろ長なす（p.11）

・鞆渕がんこ農家の○友（まるとも）黒大豆（p.10）

きのしたすいさんぶつ

木下水産物 株式会社
〒649-5335 東牟婁郡那智勝浦町築地8-6-5
TEL：0735-52-0071　FAX：0735-52-1238
http://www.kinoshita-tuna.co.jp/
http://www.kinoshita-tuna.com/

・Petalo di mare 〜もちもちまぐろの生ハム〜（p.60）　　　　・もちもち鮪 醤油漬け（p.60）

きほくかわかみのうぎょうきょうどうくみあい

紀北川上農業協同組合
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽922-2
TEL：0736-42-5361　FAX：0736-44-2226
http://www.ja-kihokukawakami.or.jp
https://www.ja-town.com/shop/c/c5603/

・紀の川柿（p.9） ・スカッと柿酢（p.30） ・まるごと柿酢（p.72）

きみのふるーつはちど

きみのフルーツ／８℃

〒640-1131 海草郡紀美野町動木317-1
TEL：080-4389-0402　FAX：073-499-7880
E-mail：info@kimino-fruit.com
http://www.kimino-fruit.com
http://www.kimino-fruit.com/shopbrand/all_items/

・HASSAKU（p.30）

きゃろっと

きゃろっと
〒647-0004 新宮市大橋通2-4-2
TEL：0735-23-1145　FAX：0735-23-1145

・天台烏薬ぜりー（p.39）
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きょうどめいかどころふくだ

郷土銘菓処ふく田
〒644-0002 御坊市薗422
TEL：0738-22-2937　
http://wagashi-fukuda.com/

・松風Ruby（p.38） ・紀州まりひめミルクぷりん（p.38）

ぎょくりんえん

株式会社 玉林園

〒640-8306 和歌山市出島48-1
TEL：073-473-0456　FAX：073-473-8811
E-mail：gyokurin_en@yahoo.co.jp
http://www.gyokurin-en.co.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/gyokurin-en/

・グリーンソフト（p.38）

きわのうえんぷろだくつ

株式会社 紀和農園プロダクツ
〒640-0324 和歌山市本渡239-4
TEL：073-479-2839　FAX：073-479-2386
E-mail：kiwanouen2@kiwanouen.co.jp
http://www.kiwanouen.co.jp/

・紀州 白干梅 紀和の梅（p.21）
・紀州 しそ漬け梅干 紀和の梅（p.21）
・紀州 昆布梅 紀和の梅（p.21）
・紀州 白干梅 紀州夢葵（p.21）
・紀州 しそ漬け梅干 紀州夢葵（p.21）
・紀州 昆布梅 紀州夢葵（p.21）
・紀州梅 夢葵 青紫蘇包み梅（p.22）
・紀州南高梅 夢葵 彩の舞16粒（p.22）
・紀州南高梅 「梅炊き込みごはんの素」（p.22）

・紀州 はちみつ梅干 紀和の梅（p.21）
・紀州 うす塩味梅 紀和の梅（p.21）
・紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀和の梅（p.21）
・紀州 はちみつ梅干 紀州夢葵（p.21）
・紀州 うす塩味梅 紀州夢葵（p.21）
・紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀州夢葵（p.22）
・紀州南高梅 夢葵 彩の舞25粒（p.22）
・紀州南高梅 紀和の梅「昔風味」（p.22）

きんかどう

菓匠 錦花堂

〒649-1111 日高郡由良町里1356
TEL：0738-65-0072　FAX：0738-65-0578
E-mail：kasyou.kinadou@gmail.com
http://yura-kinkado.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurakinkado/

・天狗力餅（p.38）

くしもとぎへい

有限会社 串本儀平

〒649-3503 東牟婁郡串本町串本1851
TEL：0735-62-0075　FAX：0735-62-2688
E-mail：usukawa@gihei.com
http://gihei.com/
http://shop.gihei.com/

・うすかわ饅頭（p.38） ・芦雪最中（p.38） ・浜そだち（p.38） ・芋いも（p.38）

く

くしもとしょくひん

串本食品 株式会社

〒649-3503 東牟婁郡串本町串本1557
TEL：0735-62-5510　FAX：0735-62-4114
E-mail：kushimotofoods@tdc-net.co.jp
https://www.kushimoto-foods.co.jp/
https://kushimoto-foods.raku-uru.jp/

・炭火焼一本釣鰹タタキ（p.60）
・冷凍鰹刺身（p.60）

・黄金藁焼き一本釣鰹タタキ（p.60）
・冷凍養殖本鮪（p.60）
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くどやまさなだひもけんきゅうかい

九度山真田紐研究会
〒648-0101 伊都郡九度山町九度山1390
TEL：0736-54-2237（九度山町中央公民館）　

・紀州九度山真田紐（p.85）

くどやまちょうかんこうきょうかい

九度山町観光協会
〒648-0198 伊都郡九度山町九度山1190
TEL：0736-54-2019　
https://www.kudoyama-kanko.jp/

・椎出鬼の舞（p.94）

くにぎひろば・のうさんぶつちょくばいこうりゅうしせつくみあい

農事組合法人 くにぎ広場・
農産物直売交流施設組合

〒648-0044 橋本市南馬場506-5
TEL：0736-33-5288　FAX：0736-33-5288

・幻のはたごんぼ（p.10）

くぼみそほんぽ

久保味噌本舗
〒640-8038 和歌山市北町17
TEL：073-431-8822　FAX：073-431-8875
E-mail：info@miso-koji.com
http://www.miso-koji.com/

・紀州金山寺みそ（p.66）

くまのくろしおほんぽ

熊野黒潮本舗
〒649-5461 東牟婁郡那智勝浦町大野2757-1
TEL：0735-56-0581　FAX：0735-56-0581
E-mail：shop@kumano-kurosio.com
https://www.kumano-kurosio.com/

・梅塩（p.72） ・黒塩（p.72） ・ゆず塩（p.72） ・炭塩（p.72）

くまのこどう

有限会社 熊野鼓動
〒647-1731 田辺市本宮町本宮1301-2
TEL：0735-42-8310　FAX：0735-42-8311
E-mail：info@kumano-kodou.net
http://kumano-kodou.net

・熊野本宮・釜餅（よもぎ）（p.39）
・熊野本宮・釜餅（古代米）（p.39）
・柑橘系うま辛調味料 じゃばすこ（p.72）

・熊野本宮・釜餅（くるみ）（p.39）
・熊野伝承・釜小餅（よもぎ）（p.39）
・じゃき払い（紀州産じゃばら）果汁（p.72）

くまののさと

熊野の里 株式会社
〒646-0023 田辺市文里1-30-19
TEL：0739-26-7500　FAX：0739-34-7046
E-mail：info@kumanonosato.co.jp
http://www.kumanonosato.co.jp/

・梅ミラクル シロップ漬け（p.22）
・ラブフル 80 シャーベット詰め合わせ（p.39）
・PREMIUM SHERBET（柿）（p.39）
・PREMIUM SHERBET（みかん）（p.39）
・熊野のめはり高菜（p.68）

・フローズン・プラム（p.39）
・PREMIUM SHERBET（南高梅）（p.39）
・PREMIUM SHERBET（いちじく）（p.39）
・PREMIUM SHERBET（いちご）（p.39）
・絶品高菜キムチ（p.68）
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くまのふぁーむ

農事組合法人 熊野ファーム
〒646-0051 田辺市稲成町2844
TEL：0739-22-9819　FAX：0739-22-9830
E-mail：info@kumano-farm.com
http://www.kumano-farm.com/

・南高梅（れんげ蜂蜜入）しそ（p.22）

くまのふぇるむ

熊野フェルム 株式会社
（紀州きのこ園）

〒643-0001 有田郡湯浅町山田1638-1
TEL：0737-65-1078　FAX：0737-65-1079
E-mail：hata@kumano-ferme.com
http://kumano-ferme.net/

・清流椎茸（p.11）

くまのべりー

Kumano Berry 

〒649-2105 西牟婁郡上富田町朝来2921
TEL：080-9167-7163　FAX：0739-48-8170
E-mail：yamamomokai@gmail.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kumanoberry/
https://www.yamamomo.jp

・熊野やまももしろっぷ（p.30）

くまのほんぐうかんこうきょうかい

熊野本宮観光協会
〒647-1731 田辺市本宮町本宮1110
TEL：0735-42-0009　FAX：0735-42-0753
http://www.hongutaisha.jp

・熊野本宮大社 例大祭（p.94） ・熊野本宮大社 湯登神事（p.94）

くまのまいぷろじぇくと

熊野米プロジェクト

〒646-0031 田辺市湊5-9
TEL：0739-22-0106　FAX：0739-26-6486
E-mail：tagami@kome83.com
http://kumanomai.com
https://marche.onward.co.jp/shop/g/gOWM0020065/

・熊野米（p.11）

くまのみどりかい だいになぎのきえん

社会福祉法人 熊野緑会
第二なぎの木園

〒647-0081 新宮市新宮3415-1
TEL：0735-22-5374　FAX：0735-22-5375
E-mail：hoop@kumanomidori.or.jp
http://kumanomidori.or.jp/

・THIS  IS  WAKAYAMASABLE.（p.40）

くろさわぼくじょう

農事組合法人 黒沢牧場

〒640-1162 海南市上谷603
TEL：073-487-1677　
E-mail：main@9638farm.com
http://9638farm.com
https://9638.base.shop/

・やさしい牛乳（p.30）
・黒沢牧場 じゃばらアイスクリーム（p.40）
・黒沢牧場 ミルクアイスクリーム（p.40）

・くろさわ牧場アイスクリーム ミルク（p.40）
・黒沢牧場 三宝柑アイスクリーム（p.40）
・黒沢牧場 和歌山3姉妹アイスクリームギフト（p.40）

くわぞえいさおしょうてん

桑添勇雄商店
〒640-1131 海草郡紀美野町動木1678
TEL：073-489-2715　

・鬼毛箒（p.84） ・皮箒（p.84）
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くわらく

九和楽
〒648-0101 伊都郡九度山町九度山1353
TEL：0736-54-2600　FAX：0736-54-2600
E-mail：kaki2600@kuwaraku.jp
https://www.kuwaraku.jp/

・九和楽の柿の葉すし：さば（p.62）
・九和楽の柿の葉すし：しいたけ（p.63）

・九和楽の柿の葉すし：鮭（p.63）
・九和楽の柿の葉すし：鯛（p.63）

けーきのさちや

ケーキの幸屋
〒646-0029 田辺市東陽26-1
TEL：0739-25-3324　FAX：0739-25-3324
E-mail：sachiya0739224873@yahoo.co.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sachiya224873/

・熊野路田辺パウンド（p.40）

けーずふぁーむ

株式会社 ケーズファーム

〒648-0043 橋本市学文路1233
TEL：0736-20-1621　FAX：0736-32-8094
E-mail：ooharakouhe@gmail.com
http://ks-farm.com/
https://poke-m.com/producers/51314

・たねなし柿のドライフルーツ（p.40） ・富有柿のドライフルーツ（p.40）

こーぞー

株式会社 コーゾー
〒640-1173 海南市椋木97-2
TEL：073-487-1264　FAX：073-487-3318
E-mail：info@takada1948.jp
http://takada1948.jp

・髙田耕造商店 紀州産 金のたわし（p.89） ・髙田耕造商店 紀州棕櫚のたわし（p.89）
・髙田耕造商店 紀州棕櫚のからだ用たわし 焼檜柄（p.89）
・髙田耕造商店 しゅろのやさしいたわし ブナ柄 フライパン用/急須用/ポット用（p.89）
・髙田耕造商店 しゅろのやさしいほうき はたき 焼檜柄（p.89）
・髙田耕造商店 しゅろのやさしいたわし むすび（p.89）
・髙田耕造商店 紀州棕櫚のたわし 孫の手 ブナ柄（p.89）
・髙田耕造商店 しゅろのごしごしたわし 土鍋用 ブナ柄（p.89）

こ

こいのまっしゅるーむ

株式会社 恋野マッシュルーム
〒648-0021 橋本市恋野1529
TEL：0736-26-5011　FAX：0736-26-5022
E-mail：koino-mush@star.ocn.ne.jp
http://koino-mush.jp/

・恋野マッシュルーム（p.10）

こうばいえん

株式会社 紅梅園
〒646-0022 田辺市東山2-26-11
TEL：0739-25-2597　FAX：0739-24-5011
E-mail：info@koubaien.co.jp
http:// www.koubaien.co.jp

・りんご酢香る梅シロップ（p.31）

こうやさんべっかくほんざんにしむろいん こうぼうにしむろ

高野山別格本山西室院 
koubou2466

〒648-0211 伊都郡高野町高野山697
TEL：0736-56-1234　FAX：0736-56-3113
E-mail：koyasan.nishimuroin@gmail.com

・高野細川紙金封（p.90）

さく
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ここのえさいか

株式会社 九重雜賀

〒649-6122 紀の川市桃山町元142-1
TEL：0736-66-3160　FAX：0736-66-3163
E-mail：saika@water.ocn.ne.jp
http://www.kokonoesaika.co.jp/
https://www.kokonoesaika.co.jp/shop/

・雑賀 吟醸赤酢（p.72） ・雑賀 万能調味酢（だし酢） お手間とらせ酢（p.72）

こざがわじびえ　やまのひかりこうぼう

古座川ジビエ 山の光工房

〒649-4106 東牟婁郡古座川町月野瀬851
TEL：0735-72-6006　FAX：0735-72-6007
E-mail：info@kozagawa-gibier.jp
httpｓ://kozagawa-gibier.jp/
https://kozagawa-gibier.stores.jp/

・こころうたれる焼肉 鹿肉（p.68）

こざがわゆずひらいのさと

農事組合法人 
古座川ゆず平井の里

〒649-4563 東牟婁郡古座川町平井469
TEL：0735-77-0123　FAX：0735-77-0506
E-mail：yuzusato@aurora.ocn.ne.jp
http://www.yuzusato.jp/
https://yuzusato.shop-pro.jp/

・柚香ちゃん（p.30） ・はちみつ柚香ちゃん（p.31） ・柚子シャーベット（p.40）
・ゆずの里のぽん酢（p.72） ・柚子たれ（p.72）

こざがわみのりのうえん

古座川みのり農園
〒649-4235 東牟婁郡古座川町相瀬67-2
TEL：0735-70-0690　FAX：0735-70-1081
E-mail：kozagawa-harvest@zc.ztv.ne.jp
https://kozagawa-minori.com/

・熟成黒にんにく（p.68）

こだまきょうだいしょうかい

株式会社 児玉兄弟商会

〒649-0123 海南市下津町丁29
TEL：073-492-3315　FAX：073-492-3314
E-mail：shop@e-kodama.jp
https://www.e-kodama.jp/
https://www.rakuten.co.jp/kodamaichiba/

・菊の香り 天然除虫菊スプレー（p.90）

こだわりべんけい

こだわり弁慶
〒646-0051 田辺市稲成町277-1
TEL：0739-22-3089　FAX：0739-24-0730
E-mail：takemi.nakagawa@tanabe-chuoseika.co.jp
http://www.tanabe-chuoseika.co.jp/

・おひさまとまと（p.10）
・フットボールとまと（p.10）

・チェリーゴールド（p.10） ・房付きミニトマト（p.10）
・ミニトマト（p.10）  ・胡瓜（p.11）

こみなみのうえん

株式会社 小南農園
〒643-0006 有田郡湯浅町田39
TEL：0737-62-3509　
E-mail：kominami@kominami-nouen.co.jp
https://kominami-nouen.co.jp/

・まるごと田村みかんゼリー（p.40） ・蜜柑きんとん（p.40）
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こんふぃちゅーるこうや

CONFITURE KOYA
〒648-0211 伊都郡高野町高野山261
TEL：0736-56-4367　FAX：0736-56-3757

・ネーブルマーマレード（p.34） ・桃ジャム（p.34）

さいじしょうてん

株式会社 雑治商店
〒649-0304 有田市箕島15
TEL：0737-83-5921　FAX：0737-83-5921
http://www.naxnet.or.jp/~saiji/kinokunimikandori1.html

・紀の国みかんどり（p.13）

さ

さかちゅうしょうてん

坂忠商店
〒645-0201 日高郡みなべ町清川3633-4
TEL：0739-76-2011　FAX：0739-76-2421
E-mail：sakachu-ume@violet.plala.or.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sakachu/

・昔ながらのすっぱい梅干（p.22）
・こだわり熟うま南高梅（はちみつ梅）（p.22）

・こだわり熟うま南高梅（うす塩味）（p.22）

ささいち

株式会社 笹一
〒640-8411 和歌山市梶取20-2
TEL：073-452-3311　FAX：073-454-1250
E-mail：sasa1@minos.ocn.ne.jp
https://sasaichi.net/

・紀州あせ葉寿司（鯖）（p.63）
・紀州あせ葉寿司（鯛）（p.63）
・棒寿司（さんま）（p.63）
・紀州あせ葉寿司（さわら）（p.63）
・紀州あせ葉寿司（鮭）（p.63）
・紀州あせ葉寿司（あじ）（p.64）
・蒸し鮨（ぬくずし）（p.64）
・めはり寿司（ちりめんじゃこ）（p.64）
・めはり寿司（梅）（p.64）

・紀州あせ葉寿司（さんま）（p.63）
・棒寿司（小鯛）（p.63）
・鯖棒寿司（p.63）
・紀州あせ葉寿司（かます）（p.63）
・紀州あせ葉寿司（海老）（p.64）
・姫ふくさ（p.64）
・めはり寿司（わさび）（p.64）
・めはり寿司（高菜）（p.64）
・和歌山冷麺 ゆず風味（p.68）

ささきのうえん

株式会社 佐々木農園
〒645-0021 日高郡みなべ町東本庄192-3
TEL：0739-74-2370　FAX：0739-74-3320
E-mail：tomisan1@agate.plala.or.jp
http://www.tomisan.jp/

・梅未来 富之助梅のあまうめ（p.41）

ささきのたまご

有限会社 ササキのたまご
〒643-0801 有田郡有田川町徳田1330-3
TEL：0737-52-6151　FAX：0737-52-7023
E-mail：sasakinotamago@aozoratamago.co.jp
http://aozoratamago.co.jp

・青空たまご（p.13）
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さんふれっくす　いぶふぁーむじぎょうぶ

株式会社 サンフレックス
イブファーム事業部

〒649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見4378-1
TEL：0739-55-2008　FAX：0739-55-3008
https://s-flex.co.jp/

・B1 イノブタ イブ美豚（p.13）
・イブ美豚 ホワイトウインナー（p.68）
・B1 イノブタ 三種のサラミ（p.68）
・イブ美豚 チョリソーウィンナー（p.69）
・イブ美豚 ベーコン（p.69）

・イブ美豚 あらびきウインナー（p.68）
・イブ美豚 ロースハム（p.68）
・イブ美豚 ビアシンケン（p.68）
・イブ美豚 モモハム（p.69）
・イブ美豚 ケーゼ（p.69）

さんゆうのうえん

有限会社 三友農園

〒643-0033 有田郡有田川町明王寺95-1
TEL：0737-52-5899　FAX：0737-52-5999
E-mail：enbai@nnc.or.jp
http://enbai.co.jp/
https://www.rakuten.co.jp/enbai/

・猿梅ひかえめ（p.22） ・猿梅まろやか（p.23）

じーわーくす

G.WORKS
〒645-0301 田辺市龍神村福井493
TEL：0739-77-0785　FAX：0739-77-0785
E-mail：info@gworks-web.com
https://www.gworks-web.com/

・ロッキングチェア（p.90）

し

じぇいえーありだきょうせんきょうぎかい

JAありだ共選協議会
〒640-8331 和歌山市美園町5-1-1 和歌山県JAビル
TEL：073-488-5588　
http://www.ja-arida.or.jp/
http://mikan-onlineshop.ja-arida.or.jp/

・有田みかん（味一ゆら）（p.6） ・有田みかん（味一）（p.6）

しおん

株式会社 しおん
〒640-0413 紀の川市貴志川町神戸802
TEL：0736-64-2315　FAX：0736-64-7657
E-mail：info@sion77.com
http://www.sion77.com/

・まりひめコンフィチュール（p.34） ・トマトピューレ（p.73） ・赤粉山椒（p.73）
・神三味（p.73） ・赤実山椒（p.73） ・塩実山椒（p.73） 

しきさいえん

四季彩園

〒649-4125 東牟婁郡串本町姫617-8
TEL：0735-72-1849　FAX：0735-72-1849
E-mail：hime.ponkan@gmail.com
http://ponkanhime.com
https://ponkanhime.com/shop/

・四季彩園 くしもとポンカン（p.6） ・ポンカン姫（p.6）

しげおか

株式会社 重岡
〒648-0086 橋本市神野々898
TEL：0736-32-2929　FAX：0736-34-2326
E-mail：info@spa-yunosato.jp
http://www.spa-yunosato.com/

・月のしずく（p.33）　　・月のしずくでつくった ごまどうふ（p.69）　　・月のしずく米粉パン 湯浅醤油（p.69）

さ
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じびえこうぼうきしゅう

ジビエ工房紀州
〒644-1111 日高郡日高川町船津742
TEL：0738-70-4051　FAX：0738-70-0140

・しらまぼたん（猪）（p.14） ・しらまもみじ（鹿）（p.14）

しませいきせいさくしょ

株式会社 島精機製作所
〒641-8511 和歌山市坂田85
TEL：073-471-0511　FAX：073-474-8267
http://www.shimaseiki.co.jp/

・MACH2XS（p.90） ・SDS-ONE APEX4（p.90）

しまやすはんこうげいせいさくしょ

株式会社 島安汎工芸製作所

〒642-0022 海南市大野中507-1
TEL：073-482-3361　FAX：073-483-2079
E-mail：info@shimayasu.com
https://www.shimayasu.com/
https://www.uruwashi-urushi.com/

・Te Pot Standard（p.90） ・Te Pot Premium（p.90）

じゃばらいずきたやま

株式会社じゃばらいず北山
〒647-1604　和歌山県東牟婁郡北山村下尾井335
TEL：0120-928-933
http://www.vill.kitayama.wakayama.jp/
http://www.kitayamamura.com/

・じゃばら10％ドリンク（p.30） ・北山村じゃばら果汁（p.72）

じょいこむ

特定非営利活動法人 ジョイ・コム
〒641-0054 和歌山市塩屋4-6-57
TEL：073-446-2311　FAX：073-446-2312

・ボンボンショコラ：シトラス（p.41）
・ボンボンショコラ：梅焼酎（p.41）
・ボンボンショコラ：生姜（p.41）
・ボンボンショコラ：湯浅の醤油（p.41）
・オランジェ：でこぽん（p.41）
・マンディアン：ビター（p.41）
・マンディアン：ホワイト（p.42）
・ギモーヴ「まりひめ」（スイート）（p.42）
・ギモーヴ「でこぽん」（スイート）（p.42）
・琥珀・オ・ショコラ「まりひめ」（p.42）
・ボンボンショコラ 真妻わさび（p.42）

・ボンボンショコラ：苺ミルク（p.41）
・ボンボンショコラ：葡萄山椒（p.41）
・ボンボンショコラ：温州蜜柑（p.41）
・ボンボンショコラ：梅酒梅の実（p.41）
・オランジェ:ネーブルオレンジ（p.41）
・マンディアン：ミルク（p.42）
・オランジェ：サンタマリア（p.42）
・ギモーヴ「まりひめ」（ホワイト）（p.42）
・琥珀・オ・ショコラ「でこぽん」（p.42）
・ボンボンショコラ「じゃばら」（p.42）

しょう

有限会社 しょう
〒643-0074 有田郡広川町西広585-2
TEL：0737-63-6608　
E-mail：info@shou-ice.com

・和歌山のゆず（p.42） ・和歌山ジェラート（苺）（p.42） ・和歌山の南高梅（p.43）
・和歌山のみかん（p.43） ・和歌山の山椒（p.43）

し
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じょうえもん

丈右衛門
〒649-0311 有田市辻堂418
TEL：0737-83-1325　
https://www.jo-emon.com/

・丈右衛門の鮎（p.15） ・鮎のあめだき（p.60）

しょうきばい

株式会社 勝僖梅
〒641-0051 和歌山市西高松1-5-24
TEL：073-436-5555　FAX：073-435-3900
E-mail：info@shoki-bai.co.jp
https://shoki-bai.co.jp

・勝喜梅 甘仕立て（p.23） ・勝喜梅 はちみつ仕立て（p.23）

しょうこうばい

株式会社 松晃梅
〒646-0215 田辺市中三栖1517
TEL：0739-34-0689　
E-mail：info@umeboshi.ne.jp
https://www.umeboshi.ne.jp/

・はちみつ梅（p.23） ・かつお梅（p.23） ・紀州土用干小梅（p.23）
・結華（p.23） ・しそ梅（p.23） ・しそ小梅（p.23）
・三栖里の梅（p.23） ・紀州土用干梅（p.23） ・真の極（p.23）

じょふくずし

徐福寿司
〒647-0020 新宮市徐福1-6-24
TEL：0735-22-8893　FAX：0735-23-1313
E-mail：jyofuku＠cypress.ne.jp
http://www.cypress.ne.jp/jyofuku/

・さんま姿寿司（p.64）

しんおかのうえん

有限会社 新岡農園

〒649-7164 伊都郡かつらぎ町窪300
TEL：0736-22-5830　FAX：0736-22-8722
E-mail：shinokanoen@smile.ocn.ne.jp
http://www.shinoka.co.jp/
http://shinoka.shop-pro.jp/

・紀州かつらぎ山のジャバラピール（p.43） ・紀州かつらぎ山のジャバラ果汁（p.73）

しんぐうこうふとう

新宮港埠頭 株式会社
〒647-0061 新宮市三輪崎3006
TEL：0735-31-8110　FAX：0735-31-6519
E-mail：info@shingu-port-foods.com
http://www.shingu-port-foods.com

・熊野なまず（スキンレスフィレ）（p.60）
・熊野なまず（蒲焼き）（p.61）

・熊野なまず（皮付きフィレ）（p.60）

しんぐうしかんこうきょうかい

新宮市観光協会
〒647-0020 新宮市徐福2-1-11 熊野御坊南海バス（株）1Ｆ
TEL：0735-22-2840　FAX：0735-22-2842
E-mail：info@shinguu.jp
http://www.shinguu.jp/

・御燈祭（p.94） ・熊野速玉大祭（御船祭）（p.94） ・めはりずし（p.94）

たし
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しんりんこうぼう おおえ

森林工房 大江
〒645-0521 田辺市龍神村小又川208
TEL：0739-79-0569　FAX：0739-79-0569

・龍神真榊（p.12）

すさみいのぶたせいさんきょうぎかい

すさみイノブタ生産協議会
〒649-3142 西牟婁郡すさみ町江住805-1
TEL：0739-58-0122　FAX：0739-58-1002
http://www.inobuta.jp

・イブの恵み（p.14）

す

すずや

有限会社 鈴屋
〒646-0031 田辺市湊15-11
TEL：0739-22-0436　
E-mail：suzuya@dxcake.jp
http://dxcake.jp/

・梅まんじゅう 3入（p.43） ・柚もなか 9入（p.43） ・デラックスケーキ 3入（p.43）

せかいいっとう

株式会社 世界一統
〒640-8221 和歌山市湊紺屋町1-10
TEL：073-433-1441　FAX：073-428-1444
E-mail：ittou-s@sekaiitto.co.jp
http://www.sekaiitto.co.jp/

・大吟醸「熊楠」720ml（ケース入り）（p.76）
・和歌のめぐみ 南紀の完熟にごり梅酒（p.80）
・和歌のめぐみ 龍神の柚子酒（p.82）
・和歌のめぐみ 有田の八朔酒（p.82）
・和歌のめぐみ プレミアム 桃酒（p.82）
・和歌のめぐみ プレミアム 蜜柑酒（p.82）

・和歌のめぐみ 南部の梅酒（p.80）
・和歌のめぐみ 桃山の桃酒（p.82）
・和歌のめぐみ 有田の甘夏酒（p.82）
・和歌のめぐみ 有田のみかん酒（p.82）
・和歌のめぐみ プレミアム 柚子酒（p.82）

せ

せれね

有限会社 セレネ

〒649-6245 岩出市中島572-12
TEL：0736-69-5555　FAX：0736-69-5660
E-mail：selene@selene-jp.net
http://www.selene-jp.net/
https://shop.selene-jp.net/

・紀州備長炭棒炭（p.86） ・KISHU BINCHOTAN NO BONSAI（p.90）

そうほんけするがや

株式会社 総本家駿河屋
〒649-6261 和歌山市小倉25
TEL：073-477-7151　FAX：073-477-3444
http://www.souhonke-surugaya.co.jp/
https://shop.souhonke-surugaya.co.jp/

・本ノ字饅頭（p.43） ・金の本ノ字饅頭（p.43） ・極上本煉羊羹（p.43）
・極上本煉羊羹 大納言（p.43） ・極上本煉羊羹 栗（p.43） ・超極本煉羊羹 「鶴壽」（p.44）

そうわかじゅえん

株式会社 早和果樹園
〒649-0434 有田市宮原町新町275-1
TEL：0737-88-7279　FAX：0737-88-7218
E-mail：mikan@sowakajuen.com
http://sowakajuen.com/

・味こいしぼり（p.31） ・果樹園のなめらかみかんジャム（p.34）
・てまりみかん（p.44） ・果樹園の濃厚みかんジュレ（p.44）
・みかんアイスバー（p.44） ・みかんチョコバー（p.44）

たし

そ
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だいかくそうほんぽ

株式会社 大覚総本舗
〒649-7121 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2357
TEL：0736-22-6613　
E-mail：daikaku@ec3.technowave.ne.jp

・和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 白胡麻（p.44）
・高野山特産 黒丸ごま豆腐（p.69）

・和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 黒胡麻（p.44）
・高野山特産 白丸ごま豆腐（p.69）

た

たいじちょうかんこうきょうかい

太地町観光協会

〒649-5171 東牟婁郡太地町太地3767-1
TEL：0735-59-2335　
E-mail：flower-business.007@ezweb.ne.jp
http://www.town.taiji.wakayama.jp/
http://www.town.taiji.wakayama.jp/kankou/sub_03.html

・鯨料理（p.95）

たいせいかき

大成花樹
〒646-1435 田辺市中辺路町小皆24-1
TEL：090-3787-2287　FAX：0739-64-1180

・玉串（p.12） ・榊 ブレスレット（p.90）

たいようかがく

大洋化学 株式会社
〒644-0003 御坊市島584
TEL：0738-22-3551　FAX：0738-23-3553
E-mail：hhiroki_matsuyama@taiyo-chemicals.co.jp
http://www.taiyo-chemicals.co.jp/

・わさび葉（p.11）

たえなかぱいるおりもの

妙中パイル織物 株式会社

〒649-7206 橋本市高野口町向島193
TEL：0736-42-3170　FAX：0736-43-2803
E-mail：info@taenaka.com
http://www.taenaka.com
http://taenakanuno.official.ec/

・「Taenaka No Nuno」（p.90）

たかがきしゅぞう

髙垣酒造 株式会社
〒643-0142 有田郡有田川町小川1465
TEL：0737-34-2109　

・純米「紀ノ酒」（p.76） ・吟醸「紀ノ酒」（p.76） ・純米吟醸生酒「紀ノ酒」（p.76）

たかや

鷹屋
〒641-0022 和歌山市和歌浦南2-8-1
TEL：073-448-1617　FAX：073-448-1619

・てまりせんべい（p.44） ・和歌浦せんべい（p.44）

たかやましょうてん

たかやま商店
〒647-0022 新宮市阿須賀2-4-1
TEL：0735-22-3080　FAX：0735-22-3080
E-mail：max.pyon.0521@vesta.ocn.ne.jp
https://takayamashoten-shingu.jimdo.com/

・きんぴんたん（p.61）

てた

123



たきたちばなえん

滝橘園
〒649-0435 有田市宮原町滝川原123-2
TEL：0737-88-7661　FAX：0737-88-7661

・滝橘園のみかん（田口早生）（p.6） ・樹上熟成ネーブル（p.6）

たけうちのうえん

竹内農園 株式会社
〒646-0214 田辺市上三栖593
TEL：0739-34-0137　FAX：0739-34-4343
E-mail：vegetabl@titan.ocn.ne.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/takeuchinouenn/

・有機梅干（p.24） ・有機練り梅（p.69） ・有機赤梅酢（p.73） ・有機白梅酢（p.73）

たちきぞめ

立木染
〒647-1723 田辺市本宮町皆地640
TEL：090-2709-7231
http://www.tachikizome.jp/

・立木染アクセサリー（ボールペン）（p.90）
・立木染アクセサリー（ブローチ）（p.91）
・立木染アクセサリー（ループタイ）（p.91）

・立木染アクセサリー（ペンダント）（p.90）
・立木染アクセサリー（バレッタ）（p.91）

たちばなや

株式会社 橘家

〒649-0434 有田市宮原町新町17
TEL：0737-88-7005　FAX：0737-88-7775
E-mail：info@tatibanaya.jp
http://www.tatibanaya.jp/
https://www.rakuten.co.jp/w-tatibanaya/

・おっぱ寿司（さば棒寿司）（p.64）
・おっぱ寿司（鮎甘露寿司）（p.64）

・おっぱ寿司（太刀魚かぶら寿司）（p.64）

たなうめほんてん

株式会社 たな梅本店

〒646-0044 田辺市福路町39
TEL：0739-22-5204　FAX：0739-22-8383
E-mail：shop@tanaume.jp
http://www.tanaume.jp
http://www2.enekoshop.jp/shop/tanaume/

・なんば焼（p.57） ・ごぼう巻（p.57）

たにくにすいさん

谷国水産
〒644-0042 日高郡美浜町浜ノ瀬298
TEL：0738-22-0422　FAX：0738-22-6050
E-mail：mihama@tanikuni-sirasu.com
http://www.tanikuni-sirasu.com

・地曳網漁 釜揚げしらす（p.52） ・漬 生しらす（p.52）

たばたしゅぞう

田端酒造 株式会社

〒640-8324 和歌山市吹屋町5-13-1
TEL：073-424-7121　FAX：073-431-9435
E-mail：info@rashomon-kuramoto.co.jp
https://www.rashomon-kuramoto.co.jp/
https://tabata-br.jp/

・羅生門 龍寿 純米大吟醸（p.76） ・羅生門 鳳凰 吟醸（p.76） ・羅生門 純米吟醸（p.76）
・つれもていこら（p.76） ・さとこのお酒 純米吟醸（p.76） ・羅生門 鳳寿 大吟醸（p.76）

とた
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ちからずし

力寿し
〒649-6531 紀の川市粉河10-6
TEL：0736-73-6670　
E-mail：ricky_6pack1120@yahoo.co.jp

・鮎寿し（p.65）

ち

ちゅうかりょうり さいさい

中華料理 菜菜
〒646-1417 田辺市中辺路町川合1429-1
TEL：0739-64-1122　FAX：0739-64-1122
E-mail：aj79416@mb.aikis.or.jp

・辛し肉三素（p.69）

ちょういしふぁーまーず

農事組合法人 ちょういしファーマーズ
〒648-0151 伊都郡九度山町慈尊院246
TEL：0736-54-4982　FAX：0736-54-4982
E-mail：choishi.famers@gmail.com
https://www.choishi.com/

・ピーチ八朔ジュース（黄桃）（p.31）

つのしょくひんこうぎょう

築野食品工業 株式会社
〒649-7194 伊都郡かつらぎ町新田94
TEL：0736-22-0061　FAX：0736-22-6069
https://www.tsuno.co.jp/
https://www.tsunorice.com/

・山椒香味油（p.73）

つ

つのだせいべえしょうてん

株式会社 角田清兵衛商店

〒642-0002 海南市日方43
TEL：073-482-5261　FAX：073-482-5882
E-mail：info@seibee.co.jp
http://www.seibee.co.jp/
http://seibee-onlineshop.jp/

・紀州桧弁当箱 ナノコート（p.91）

てらおぼくじょう

寺尾牧場
〒640-1172 海南市溝の口308
TEL：073-487-0586　FAX：073-487-1033

・寺尾牧場ノンホモ牛乳（p.31）
・寺尾牧場 ぜまぜアイス ミルク（p.44）

・寺尾牧場コーヒー（p.31）
・寺尾牧場 酒粕アイス（p.44）

てらがきのうえん

てらがき農園

〒645-0014 日高郡みなべ町西岩代1204
TEL：0739-72-5105　FAX：0739-72-5574
E-mail：ume@mukasiume.com
http://www.mukasiume.com/
http://www.mukasiume.com/fs/teragaki/c/p-wakayama

・農薬を使用していない南高梅（p.7） ・農薬を使用していない南高梅（昔梅）（p.24）

てらだしょうてん

寺田商店
〒641-0021 和歌山市和歌浦東1-2-29
TEL：073-446-5087　FAX：073-446-5087
E-mail：uckr86292@leto.eonet.ne.jp
http://www.eonet.ne.jp/~teradasyoten/

・和歌浦せんべい（p.44）

て
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てんしょう

株式会社 天照
〒649-2105 西牟婁郡上富田町朝来1365-5 天照ビル
TEL：0739-33-7357　FAX：0739-33-7367
E-mail：info@shop-tanade.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tensyou-pro/

・紀州の柚子と椎茸の佃煮（p.69）

とーたるぷらんにんぐ

株式会社 トータル・プランニング
〒649-0433 有田市宮原町須谷533-1
TEL：0737-22-3666　FAX：0737-22-4701
E-mail：info@mahalobaum.com
http://www.mahalobaum.com/

・湯浅醤油ばぅむ（p.45） ・有田みかんばぅむ（p.45）

と

とうとうあん

株式会社 藤桃庵
〒649-6122 紀の川市桃山町元901
TEL：0736-66-8475　FAX：0736-66-1213
E-mail：yabumoto@yabumotohatasita.com
http://www.yabumotohatasita.com

・あらかわの桃ジャム（p.34） ・桃みるく（p.45）

とうりゃんせゆめこうぼう

桃りゃんせ夢工房

〒649-6123 紀の川市桃山町神田526-2
TEL：0736-66-3454　FAX：0736-66-3454
E-mail： t_gakusyuu.momoyama@dolphin.ocn.ne.jp 

akemisan@triton.ocn.ne.jp
http://www.touryanse.com/

・桃ジャム（p.35）

とぐちのうえん

戸口農園
〒649-6522 紀の川市上丹生谷781
TEL：0736-73-8688　FAX：0736-73-4434
E-mail：aquatechnology.plus@gmail.com

・和夏山美人（p.8） ・和夏山の桃（p.8）

とのはた

株式会社 トノハタ
〒645-0014 日高郡みなべ町西岩代195-1
TEL：0739-72-2423　FAX：0739-72-4101
https://www.tonohata.co.jp/
http://iwasou.jp/

・なちゅら（しそ）（p.24）

ともえどう

ともゑ堂

〒646-0042 田辺市南新町47
TEL：0739-22-1260　FAX：0739-33-7389
E-mail：tomoedou@white.plala.or.jp
https://tomoedou.jp/
https://shop.tomoedou.jp/

・熊野のからす（p.45）

とりにてぃー

有限会社 トリニティー
〒646-0001 田辺市上秋津2515-1
TEL：0739-20-5493　FAX：0739-35-0483
E-mail：info@etrinity.jp
http://www.etrinity.jp/

・紀州梅100% 梅エキス（p.35）

て
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ながいきやしょうてん

有限会社 長生き屋商店
〒646-0056 田辺市芳養町2725
TEL：0739-25-5680　FAX：0739-26-2315
E-mail：info@nagaikiya.co.jp
http://nagaikiya.co.jp/

・紀州産南高梅 長生き梅 しそ漬け（p.24）
・紀州産南高梅 長生き梅 はちみつ入りしそ漬け 2点（p.24）
・やわらか干し梅 種抜き（p.24）

な

なかたけいにくてん

有限会社 中田鶏肉店
〒644-0005 御坊市名屋町1-7-4
TEL：0738-23-1310　FAX：0738-23-1387
E-mail：info@chicken-nakata.jp

・紀州うめたまご専用のたまごがけごはん醤油（p.73）

なかたしょくひん

中田食品 株式会社

〒646-0292 田辺市下三栖1475-130
TEL：0739-22-2486　
E-mail：info@nakatafoods.co.jp
http://www.nakatafoods.co.jp/
http://www.nakatafoods.jp/shop/default.aspx

・梅ぼし田舎漬（p.24） ・紀州南高完熟梅酒 樽（p.80）

なかののうえん

中野農園

〒646-0024 田辺市学園3-25
TEL：090-8165-5738　FAX：0739-25-2572
E-mail：contactus@agrilaboprocess88.jp
https://agrilaboprocess88.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nakanonouen88/00002.html

・紀州南高梅酢の黒ニンニク（p.69）

なかのびーしー

中野BC 株式会社

〒642-0034 海南市藤白758-45
TEL：073-482-1234　FAX：073-482-2244
E-mail：cyokuhan@nakano-group.co.jp
http://www.nakano-group.co.jp
http://shop.nakano-group.co.jp/html/page1.html

・梅シロップ 梅の初恋（p.31）
・大吟醸 紀伊国屋文左衛門《黒》（p.77）
・紀州梅酒 紅南高（p.80）
・梅スピリッツ 貴梅酎 25％（p.82）
・槙-KOZUE-（p.82）
・FRAGRANT KISHU-WAKA 檸檬（p.91）
・FRAGRANT KISHU-WAKA 仏手柑（p.91）
・FRAGRANT KISHU-WAKA 三宝柑（p.91） 

・純米酒 紀伊国屋文左衛門（p.76）
・純米吟醸 紀伊国屋文左衛門（p.77）
・中野梅酒（p.80）
・香雪-KAYUKI-（p.82）
・香立-KODACHI-（p.83）
・FRAGRANT KISHU-WAKA 温州みかん（p.91）
・FRAGRANT KISHU-WAKA 柚子（p.91）
・FRAGRANT KISHU-WAKA 甘夏（p.91）

ながみねのうきょう しもつかんきつぶかい

ながみね農協 下津柑橘部会
〒649-0133 海南市下津町下225
TEL：073-492-1235　
http://www.ja-nagamine.or.jp/

・サンレディ（p.6） ・味一ゆら（p.6） ・雛みかん（p.7）
・ひかえおろう（p.7） ・蔵出ししもつみかん（p.7）
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なかむらのかきのはすしほんぽ

なかむらの柿の葉すし本舗
〒649-6531 紀の川市粉河12-24
TEL：0736-73-2621　FAX：0736-73-6115

・柿の葉すし：鯖（p.65） ・柿の葉すし：じゃこずし（p.65） ・鮎ずし（p.65）

なかむらようほうえん ぴゅあ はにぃ てつ

中村養蜂園 Pure Honey Tetsu
〒645-0022 日高郡みなべ町晩稲502-4
TEL：090-5670-0662　FAX：0739-34-5535
E-mail：nakamura.youhouen@gmail.com
http://honey.shop-pro.jp/

・みかん蜂蜜（p.14）

なかやましっき

有限会社 中山漆器
〒642-0012 海南市岡田223-26
TEL：073-482-6712　FAX：073-482-7723
E-mail：info@japan-nakayama.com
http://japan-nakayama.com/

・ミウラ折り般若心経（p.91）

なかよしふくしかい なかよしさぎょうしょ

（社福）なかよし福祉会なかよし
作業所 みんなの食品ひだまり

〒645-0002 日高郡みなべ町芝498-10
TEL：0739-72-5820　FAX：0739-72-5820
http://www.wasaren.org/nakayoshi/

・トマトジュース（p.31）

なぎさびーる

ナギサビール 株式会社
〒649-2211 西牟婁郡白浜町2927-220
TEL：050-3820-8958　FAX：050-3737-1306
E-mail：info@nagisa.co.jp
https://www.nagisa.co.jp/

・ナギサビール アメリカンウィート（p.78）
・ナギサビール ゴールデンエール（p.78）
・ナギサビール みかんエール（p.78）

・ナギサビール ペールエール（p.78）
・ナギサビール アイパッチスタウト（p.78）
・ナギサビール インディアペールエール（p.79）

なごむふぁーむ

和×夢 nagomu farm®️

〒646-0216 田辺市下三栖200-1
TEL：080-5630-0756　FAX：0739-20-1213
E-mail：nagomufarm@gmail.com
https://www.nagomu-farm.jp/
https://nagomufarm.stores.jp

・紫宝梅『ミスなでしこⓇ』（p.7）

なちかつうらかんこうきこう

一般社団法人 那智勝浦観光機構
〒649-5335 東牟婁郡那智勝浦町築地6-1-1
TEL：0735-52-6153　FAX：0735-52-0131
E-mail：office@nachikan.jp
https://www.nachikan.jp/

・熊野那智大社 那智の扇祭り（火祭）（p.95） ・紀州熊野のさんま寿司（p.95）

なちぐろそうほんぽ

株式会社 那智黒総本舗
〒649-5172 東牟婁郡太地町森浦438
TEL：0735-59-3900　FAX：0735-59-3005
E-mail：info@nachiguro.co.jp
http://www.nachiguro.co.jp/

・那智黒 巻き飴（p.45） ・那智黒セロニュウム（p.45）

のな
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なちゅらるがーでん

ナチュラルガーデン
〒643-0024 有田郡有田川町水尻1289-4
TEL：0737-23-7021　FAX：0737-23-7022
E-mail：naturalgarden2014@gmail.com
http://www.ナチュラルガーデン.com/

・かんじゃ山椒園こだわりのぶどう山椒を使ったカカオのメレンゲ（p.45）

なてしゅぞうてん

株式会社 名手酒造店
〒642-0011 海南市黒江846
TEL：073-482-0005　FAX：073-483-3456
E-mail：info@kuroushi.com
http://www.kuroushi.com/

・純米酒 黒牛（p.77）

なるせ

有限会社 ナルセ
〒649-6227 岩出市清水363
TEL：0736-62-2750　FAX：0736-62-2750

・酒粕フィナンシェ車坂（p.45）

なると

株式会社 ナルト
〒643-0034 有田郡有田川町小島288
TEL：0737-53-2461　FAX：0737-53-2555
E-mail：s.naruto@fumiko.co.jp
https://narumen.com/

・生 梅うどん（p.70）

なんきうめぼし

南紀梅干 株式会社
〒645-0022 日高郡みなべ町晩稲1225-5
TEL：0739-74-2055　FAX：0739-74-3175
E-mail：info@nankiumeboshi.co.jp
http://www.nankiumeboshi.co.jp/

・紀州「南高梅」味ぴったりⓇ（p.24）
・紀州「南高梅」香実Ⓡ（p.24）

・紀州「南高梅」蜜宝梅Ⓡ（p.24）

なんきしらはまおりーぶあんどじぇらーとこうぼう

南紀白浜オリーブ＆ジェラート工房

〒649-2211 西牟婁郡白浜町2927-2183
TEL：0739-42-3808　
E-mail：toiawase@shirahamaolive.com
http://shirahamaolive.com/
http://shirahamaolive.com/?mode=f1

・白浜産ほうじ茶（p.45） ・完熟南高梅（p.45）

なんきしらはまとんだのみず

株式会社 南紀白浜富田の水

〒649-2324 西牟婁郡白浜町十九渕778-2
TEL：0739-45-1580　FAX：0739-45-0029
E-mail：info@tondanomizu.co.jp
https://www.tondanomizu.co.jp/
https://www.tondanomizu.co.jp/shop/index.html

・南紀白浜 富田の水（p.33）

にしじまもっこう

西嶋木工
〒649-2106 西牟婁郡上富田町南紀の台15-18
TEL：0739-47-2687　FAX：0739-47-3630

・折敷（p.91） ・酒樽風銚子（樽仕込）（p.92） ・杉樽型ぐいのみ（p.92）
・紀州わっぱ御前 杉（p.92） ・紀州わっぱ御前 桧（p.92）

に

な
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にしですいさん

有限会社 西出水産
〒641-0062 和歌山市雑賀崎755-3
TEL：073-444-7173　FAX：073-445-6983
E-mail：info@sanma.co.jp
http://www.sanma.co.jp/

・灰干さんま（p.56）

にしやまかまぼこてん

西山蒲鉾店

〒649-1534 日高郡印南町印南1717
TEL：0738-42-0033　FAX：0738-42-1113
E-mail：nishiyamakamaboko＠office.eonet.ne.jp
http://www.nishiyamakamaboko.com/
http://nishiyamakamabo.shop-pro.jp/

・紀州名産 なんば焼（p.57） ・紀州名産 ごぼう巻（p.57）

にのみや

株式会社 二宮
〒646-0032 田辺市下屋敷町27
TEL：0739-22-1001　FAX：0739-34-5005
E-mail：info@amato-ninomiya.com
https://www.amato-ninomiya.com/

・鬪雞まんじゅう（p.45） ・南方熊楠っまんじゅう（p.45）

にほんしょうじ

日本商事 株式会社
〒640-8045 和歌山市卜半町41
TEL：073-432-8833　FAX：073-431-1533
http://www.ns-nihonshoji.co.jp

・紀陽梅じゃばらはちみつ（p.24）

ぬりこうぼう ふじい

塗り工房 ふじい

〒642-0032 海南市名高532-4
TEL：073-483-0323　FAX：073-483-0323
E-mail：info@nuri-koubou.com
http://www.nuri-koubou.com
https://yoshihikofujii.shop-pro.jp

・漆ガラス食器（黒江JAPAN）（p.92）

ぬ

ねごろぬりしょざんかい

根来塗曙山会
〒649-6202  岩出市根来2306-1  

岩出市民俗資料館内根来塗工房
TEL：0736-62-3557　
http://www.negoronuri.com

・根来寺椀（p.84）
・根来寺根来塗豆子カップ（p.84）

・角切三ツ椀折敷（p.84）
・椿椀（p.84）

ね

ねごろぬりしんこうかい

一般社団法人 根来塗振興会
〒649-6202 岩出市根来2168
TEL：090-5048-0011
E-mail：negoronuri1143@gmail.com
https://www.negoronuri.org/

・紀州根來塗カップ 覚-kaku-（p.85）

のーむぷらにんぐ

株式会社 ノームプラニング
〒644-0033 御坊市熊野898
TEL：0738-23-3332　
https://store.shopping.yahoo.co.jp/shikinoume-osaka/

・紀州四季の梅 しそ風味（p.24）
・紀州南高梅 梅満開（p.25）

・紀州四季の梅 はちみつ風味（p.25）

の

に
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のだしょうてん

株式会社 野田商店

〒642-0034 海南市藤白189-1
TEL：073-482-3424　FAX：073-482-1144
E-mail：info@maru3-noda.jp
http://www.maru3-noda.jp/
http://3pm-kanbutsuya.shop-pro.jp/

・ひじきのシフォンケーキ（p.46）

のりおかしょうゆじょうぞうもと

則岡醤油醸造元
〒649-0313 有田市千田357
TEL：0737-82-2620　FAX：0737-82-4552
E-mail：kaneshin@norioka.com
http://www.norioka.com

・橙ぽん酢（p.73）

のりたねかいさん

株式会社 則種海産

〒643-0006 有田郡湯浅町田333
TEL：0737-63-3166　FAX：0737-63-5099
E-mail：info@noritane.co.jp
http://www.noritane.co.jp/
https://noritane.ssl-link.jp/products/list.php

・釜揚げしらす（p.52）
・しらす干（p.52）

・上干ちりめん（p.52）
・瞬間凍結生しらす（p.52）

のんたろしょうてん

呑多呂商店

〒640-8273 和歌山市葵町1-33
TEL：073-431-8500　FAX：073-463-5060
E-mail：nontaroshouten@maia.eonet.ne.jp
http://nontaro.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nontaro/

・ひやしあめ（p.31） ・SUPER GINGER（p.31）

ぱーしもん

株式会社 パーシモン
〒649-6631 紀の川市名手市場411-1
TEL：0736-75-9567　FAX：0736-75-9568
E-mail：chojuhaigamine@crem.plala.or.jp
http://persimmon2.webnode.jp

・長寿柿（p.46） ・蔕なしあんぽ（p.469） ・柿チップ（p.46）

は

はぐるま

ハグルマ 株式会社
〒649-6433 紀の川市西三谷717
TEL：0736-66-3388　FAX：0736-66-0114
E-mail：info@k-haguruma.co.jp
http://www.k-haguruma.co.jp/

・ハグルマ 紀州ゆず一筋ぽん酢（p.73）

はしちょう

株式会社 はし長
〒644-0023 御坊市名田町野島2368
TEL：0738-29-2468　FAX：0738-29-2467
E-mail：hashimoto@hashicho.co.jp
http://www2.enekoshop.jp/shop/hashicho/

・宮子あじ（p.56） ・太刀魚干物（p.56） ・うるめ一夜干（p.56）
・とこぶし煮付（p.61）

の
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はしもとしかんこうきょうかい

橋本市観光協会
〒648-0072 橋本市東家1-1-1
TEL：0736-33-6106　
E-mail：Chiikisn@City.hashimoto.lg.jp
http://www.city.hashimoto.lg.jp/hashimototaikan

・隅田八幡神社の秋祭（p.95）

はしもとしつげい

有限会社 橋本漆芸
〒642-0012 海南市岡田569-1
TEL：073-482-7630　FAX：073-482-5723
E-mail：makie@makie.co.jp
http://makie.co.jp/

・漆器調USBフラッシュメモリー（p.92） ・蒔絵御朱印帳（p.92）

はっきのうえん

株式会社 八旗農園

〒649-6122 紀の川市桃山町元266-3
TEL：0736-79-3138　FAX：0736-79-3137
E-mail：info@hakkifarm.com
http://www.hakkifarm.com/
https://shop.hakkifarm.com/

・桃とろり（p.31）

はつざくらしゅぞう

初桜酒造 株式会社
〒649-7112 伊都郡かつらぎ町中飯降85
TEL：0736-22-0005　FAX：0736-22-2324
E-mail：kasakatsu@hatsusakura.co.jp
https://hatsusakurashuzo.com/

・純米吟醸酒 高野山般若湯 聖（p.77）
・純米酒 高野山般若湯（p.77）
・酔入日（すいとぴ）（p.77）
・紀州 うめ酒 300ml（p.80）
・紀州 もも酒 300ml（p.83）

・高野山般若湯 徳利（p.77）
・こだわりの純米酒 高野山般若湯（p.77）
・高野山麓 紀州の梅酒（p.80）
・紀州 みかん酒 300ml（p.83）

ぱてぃすりーくすぎん

パティスリー クスギン

〒649-0422 有田市糸我町西554-2
TEL：0737-88-7477　FAX：0737-88-7477
E-mail：re6f2e@bma.biglobe.ne.jp
https://aridakusugin.com/
https://shop.aridakusugin.com/

・ふわりもち苺（まりひめ）（p.46）

はないちごのうえん

はないちご農園
〒644-0041 日高郡美浜町田井143-4
TEL：0738-22-5536　FAX：0738-22-5536
E-mail：info@hanaichigo-farm.com
http://hanaichigo-farm.com/

・まりひめデラックス（p.9）

はなさか

特定非営利活動法人 花咲か

〒640-8158 和歌山市十二番丁79
TEL：073-433-8739　FAX：073-433-8739
E-mail：8739@f.zaq.jp
http://npo-hanasaka.jimdo.com/
http://npo8739.com/

・じゃばらあめ（p.46）
・シトラスじゃばら果汁（p.74）

・ガトー・オ・ジャバラ（p.46）
・じゃばら入浴蕩（p.92）

は

132



はなしょくにん いけだ

有限会社 花職人Ikeda
〒649-1535 日高郡印南町津井308
TEL：050-5438-6886
E-mail：hanashokunin@kiwami-senmonten.com
http://kiwami-senmonten.com/

・ホワイトコーン極－kiwami－（p.11）

はなのしょくひん

花野食品
〒649-0422 有田市糸我町西498-6
TEL：0737-88-6098　FAX：0737-88-7125
E-mail：info@umaimontei.com
http://www.umaimontei.com/

・紀州みかん酢（p.74）
・みかんシュワッ酒（スパークリングワイン）（p.83）
・感嘆酒檸檬（p.83）

・蜜柑王国 みかんの酒（p.83）
・有田みかんのアイスなワイン（p.83）

はまだ

株式会社 濱田
〒646-0101 田辺市上芳養391
TEL：0739-37-0044　FAX：0739-37-0177
E-mail：information@ume-hamada.co.jp
http://www.ume-hamada.co.jp/

・七福梅 紀州漆器入（p.25）
・梅酒 HAMADA（p.80）

・梅搾り（p.31）

はまの

有限会社 はま乃
〒649-2201 西牟婁郡白浜町堅田2497-125
TEL：0739-42-3667　FAX：0739-42-3678
http://www.kishuzusi-hamano.com/
http://www.kishuzusi-hamano.com/shopping.html

・さんま寿司（p.65） ・さば棒ずし（p.65） ・あじ棒ずし（p.65）
・穴子ずし（p.65） ・鯛ずし（p.65）

はやしえんざぶろうしょうてん

林圓三郎商店
〒645-0005 日高郡みなべ町南道120-6
TEL：0739-72-2101　FAX：0739-72-3918
E-mail：info@furoubai.com
http://www.furoubai.com/

・純梅肉エキス（p.35）

はやししざーす

有限会社 ハヤシ・シザース
〒640-8319 和歌山市手平6-5-74
TEL：073-427-0913　FAX：073-427-6280
E-mail：info@hayashi-scissors.com
http://www.hayashi-scissors.com/

・HYS MAX 67-DLC（p.92） ・Lady’ｓ HYS（女性用モデル）（p.92） ・HYS Thinning（スキバサミ）（p.92）

はやしねんし

林撚糸 株式会社
〒649-7205 橋本市高野口町名倉879
TEL：0736-42-3205　FAX：0736-43-0784
http://www.atsubougu.jp/

・耐熱手袋 ATSUBOUGU（p.92）
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はらで ゆきのり（かんこうのうえんひだか）

原出 幸典（観光農園ひだか）
〒644-0022 御坊市名田町上野1420
TEL：0738-29-2348　FAX：0738-29-3460
http://www.hidaka.tv/

・ミニトマト（アイコ）（p.10）

ひかりを

特定非営利活動法人 ヒカリヲ
〒649-5313 東牟婁郡那智勝浦町宇久井80-3
TEL：090-7767-9424
E-mail：info@hikario.or.jp
http://maguro.hikario.or.jp/

・勝浦のまぐろ 赤山椒のトマト仕立て（p.61）
・勝浦のまぐろ きのこの醤油マリネ（p.61）

・勝浦のまぐろ 梅入り柚子マリネ（p.61）

ひきがわみらいかん

株式会社 日置川みらい館

〒649-2511 西牟婁郡白浜町日置2039-73
TEL：0739-52-4100　FAX：0739-52-4388
E-mail：hikigawa@w-shokokai.or.jp（事務局）
E-mail：hikifurusato@yahoo.co.jp（事業所）
http://www.hikigawa-miraikan.com/shokudo/

・イタドリ&かつお梅（p.25） ・イタドリ茶（p.33） ・イタドリ茶withレモングラス（p.33）
・紀州熊野 南紀ひきがわ 川添茶ふぃなんしぇ BearS（ベアーズ）（p.46） ・和歌山ひきがわ 梅ケーキ（p.46）
・日置川の天然鮎で作ったあゆチョビ（p.61） ・紀州の鮎で作ったあゆチョビ（p.61） ・あゆっこ（p.61）

ひだかがわぎょぎょうきょうどうくみあい

日高川漁業協同組合

〒649-1444 日高郡日高川町松瀬310
TEL：0738-52-0224　FAX：0738-52-0229
E-mail：c47teh5s@zd.ztv.ne.jp
http://www.zb.ztv.ne.jp/hidagyo/
http://osakanakoubou.hidakagawa.jp/

・あゆ一夜干（p.56） ・あまご一夜干（p.57）

ひだかがわちょうほろほろちょういくせいきょうぎかい

日高川町ホロホロ鳥育成協議会
〒649-1324 日高郡日高川町土生160
TEL：0738-22-2048　

・ほろほろ鳥肉（p.14）

ひだかげんきじゅく

日高元気塾
〒649-1221 日高郡日高町志賀802
TEL：0738-63-2944　FAX：0738-63-2944
E-mail：jj3jor-0415@docomo.ne.jp

・木のくにの恵み なた豆茶（p.33）

ひだかちょう

日高町
〒649-1213 日高郡日高町高家626
TEL：0738-63-3806　FAX：0738-63-3854
E-mail：inf@hidaka-kue.jp
http://www.hidaka-kue.jp/

・日高町 天然クエ料理（p.95）

は
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ひめひじきせいさんくみあい

姫ひじき生産組合
〒649-4125 東牟婁郡串本町姫655-1
TEL：0735-72-0743　

・姫ひじき（p.58）

ひゃくふくうめほんぽ

百福梅本舗 有限会社
〒643-0845 有田郡有田川町大谷16
TEL：0737-52-2033　FAX：0737-52-6622
E-mail：shop@100f.jp
https://100f.jp/

・有田みかん蜂蜜梅（p.25） ・かつお梅（p.25） ・しそ漬梅（p.25）

ひらさかん

平佐館
〒649-1121 日高郡由良町吹井715
TEL：0738-65-1023　FAX：0738-65-1087
E-mail：hirasakan01@icloud.com
http://www.hirasakan.jp/

・平佐館の八朔胡椒（p.74）

ふぁいぶわん

株式会社 ファイブワン

〒641-0011 和歌山市三葛127-1
TEL：073-448-5040　FAX：073-446-5150
E-mail：sakamoto@five-1.co.jp
http://www.five-1.co.jp/
https://jabarahonpo.com/

・じゃばら生活 じゃばらストレート果汁（p.32）

ふーずむら

フーズ村 株式会社
〒646-0022 田辺市東山2-27-37
TEL：0739-24-1570　FAX：0739-24-2288
E-mail：foodsmura@foodsmura.com
http://www.foodsmura.com/

・しそ漬梅（p.25） ・村っ子梅（p.25） ・梅フレッシュ（p.25）
・白干梅（p.25） ・かつお梅（p.25）

ふくうめほんぽ

有限会社 福梅本舗
〒649-2201 西牟婁郡白浜町堅田2497-36
TEL：0120-43-0917　FAX：0120-43-2898
E-mail：info@fukuume.com
http://www.fukuume.com/

・かつお梅（p.26） ・まろやか梅（p.26） ・梅の鏡（p.26） ・華結（p.26）
・樹王（p.26） ・しそ漬梅（p.26）

ふくかめどう

有限会社 福亀堂

〒649-2211 西牟婁郡白浜町3031-119
TEL：0739-42-3760　FAX：0739-43-0335
E-mail：info@kisyu.com
http://www.kisyu.com/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/fukukame/

・フレッシュ梅（p.26） ・自然干（p.26） ・優蜂蜜梅（p.26） ・優南高梅（p.26）
・南高梅（p.26） ・スイーツハニー梅（p.26） ・あべこべだんご（p.46） ・柚子饅頭（p.46）
・紀州・柚最中（p.46） ・岩磯のり（p.59）

まひ
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ふくたろう

福太郎
〒649-6531 紀の川市粉河980-1
TEL：0736-73-6981　FAX：0736-73-6981
https://ja-jp.facebook.com/1987fktru.wakayama/

・鮎の姿寿司（p.65）

ふくびし

株式会社 福菱

〒649-2211 西牟婁郡白浜町1279-3
TEL：0739-42-3128　FAX：0739-43-5568
E-mail：info@fukubishi.co.jp
http://www.fukubishi.co.jp
https://shop.fukubishi.co.jp/

・かげろう（p.47）
・川添茶ロール（p.47）
・アイスかげろう（p.47）

・柚もなか（p.47）
・かげろう・柚もなか背中合せ（p.47）

ふじちょうのうえん

藤長農園
〒649-0437 有田市宮原町滝45
TEL：0737-88-7473　FAX：0737-88-7473
E-mail：fujicho-nouen@chic.ocn.ne.jp

・有田みかん搾り 長閑（p.32）

ふしむらのうえん

伏村農園
〒645-0013 日高郡みなべ町東岩代2240-3
TEL：0739-72-2996　FAX：0739-72-2996
E-mail：ume@fushimura.net
https://fushimura.net/

・紀州健康梅 完熟南高梅（p.7）
・紀州健康梅 紅南高梅（p.8）
・紀州健康梅 たる梅（p.27）
・紀州健康梅 味わい梅（p.27）
・紀州健康梅 しそ味（p.27）
・紀州健康梅 乾燥梅 まろやか味（p.27）
・紀州健康梅 干し梅 まろやか味（p.27）

・紀州健康梅 南高青梅（p.8）
・紀州健康梅 冷凍完熟南高梅（p.8）
・紀州健康梅 自然干（p.27）
・紀州健康梅 かつお梅（p.27）
・紀州健康梅 乾燥梅 自然そのまま（p.27）
・紀州健康梅 干し梅 すっぱ味（p.27）
・紀州健康梅 大粒梅干（p.27）

ふたばのうめぼし

ふたばの梅干
〒645-0021 日高郡みなべ町東本庄1589
TEL：0739-74-2383　

・紀州みなべ南高梅 雪どけ（p.27） ・紀州南高梅 塩分0％やさしい梅（p.47）

ふどうのうえん

株式会社 不動農園
〒646-0101 田辺市上芳養2954
TEL：0739-37-0458　FAX：0739-37-0230
E-mail：info@fudonoume.co.jp
https://www.fudonoume.co.jp

・紀州南高梅 不動の梅（p.27）

まふ
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ふみこのうえん

株式会社 ふみこ農園
〒643-0031 有田郡有田川町野田594-1
TEL：0737-53-2350　FAX：0737-53-2351
E-mail：info@fumiko.co.jp
https://www.fumiko.co.jp/

・フルーツ甘酒 プレーン（p.32）
・紀州南高梅 梅グラッセ（p.47）
・コンポート 房ごとはっさく（p.47）
・コンポート 丸ごとあら川の若桃（p.47）
・フルーツジュレ 柚子（p.47）
・フルーツジュレ 白桃（p.47）
・うめの塩（p.74）
・香織醤油 梅（p.74）

・紀州南高梅 梅みつ（p.35）
・コンポート 丸ごと温州みかん（p.47）
・わかやまポンチ（p.47）
・フルーツジュレ 温州みかん（p.47）
・フルーツジュレ じゃばら（p.47）
・フルーツジュレ 南高梅（p.47）
・フルーツドレッシング しょうゆ＆梅みつ（p.74）

ふみどう ［もりやままさひこ］

富美堂 ［森山昌彦］
〒646-0041 田辺市北新町56
TEL：0739-22-1119　FAX：0739-22-1119
http://www7.plala.or.jp/fumido/

・白炭クッキー（p.48） ・神島の鶴（p.48） ・紀州田辺与力（p.48）

ぷらむしょくひん

プラム食品 株式会社

〒649-2103 西牟婁郡上富田町生馬1474-1
TEL：0739-47-2895　FAX：0749-47-0867
E-mail：plum-info@plumone.co.jp
http://www.plumone.co.jp/
https://www.tominosato.net/

・熊野かすみ（p.81） ・梅酒 熊野伝説（p.81）

ふるーつふぁーむわかやま

株式会社 
ふるーつふぁーむわかやま

〒649-6124 紀の川市桃山町市場591
TEL：0736-79-4151　FAX：0736-79-4152
E-mail：f_f_wakayama@air.ocn.ne.jp
http://f-f-wakayama.com/
http://shop.f-f-wakayama.com/

・まりひめジャム（p.35）

ふるたのうえん ［ふるたまさはる］

古田農園 ［古田真敏］
〒640-1223 海草郡紀美野町津川549
TEL：073-495-2570　FAX：073-495-2570

・冷蔵富有柿（p.9） ・小玉スイカ（ひとりじめ7）（p.9）

ふろむふぁーむ

FROMFARM

〒649-0111 海南市下津町方1378-3
TEL：073-488-4196　FAX：073-488-4617
E-mail：info@from-farm.com
http://www.from-farm.com
https://from-farm-store.com/

・GRILLED NUTS MAPLE SYRUP&JAPANESE PEPPER（p.48）
・GRILLED NUTS MAPLE SYRUP&HASSAKU ORANGE（p.48）

みふ
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ぶんざ

文左
〒646-0028 田辺市高雄1-22-9
TEL：0739-22-9955（090-8383-2525）　FAX：0739-24-3233

・柚もなか（p.48） ・むろの柚（p.48） ・古城梅（p.48）
・甘夏柑（p.49） ・古典郷土菓子牟婁郡（p.49） ・パンダのどら焼（p.49）
・郷土玩具 鶏合せ（p.85） ・導きの八咫烏（p.85） ・郷土玩具 宝馬（p.85）

へいわしゅぞう

平和酒造 株式会社
〒640-1172 海南市溝ノ口119
TEL：073-487-0189　FAX：073-487-4641
E-mail：sakesake@heiwashuzou.co.jp
http://www.heiwashuzou.co.jp

・紀土－KID－大吟醸（p.77） ・紀土－KID－純米酒（p.77） ・鶴梅 柚子（p.83）

へ

ほうらいずし ［にしおえいじ］

宝来寿司 ［西尾栄治］
〒646-0031 田辺市湊18-12
TEL：0739-22-0834　FAX：0749-47-0867

・ひとはめ寿司（p.65）

ほ

ほてるあばろーむきのくに

公立学校共済組合和歌山宿泊所 
ホテルアバローム紀の国

〒640-8262 和歌山市湊通丁北2-1-2
TEL：073-436-1200　FAX：073-436-8866
http://www.avalorm.com/
https://www.avalorm.com/maam/index.html

・紀州鞆渕 黒豆ロールケーキ（p.49）
・紀州鞆渕 黒豆パウンドケーキ（p.50）

・とろけるなめらかプリン（p.50）
・紀州茶粥シャーベット（p.50）

ほのかなおやつとごはん こうぼうくう

穂野果菜おやつとごはん
幸房*空-kuu-

〒640-0351 和歌山市吉礼1615
LINE ID：@oln9522n　
E-mail：kuutyist@gmail.com
http://kuutyist.jimdo.com

・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 くろえ。（p.49）　　  ・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 じゃばラウニー。（p.49）
・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 さぶれ。（p.49）　　・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 こうめ。（p.49）
・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 みかろん。（p.49）　・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 いちじくぼうろ。（p.49）
・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 かすけっと。（p.49） ・紀州わかやま 和-nagomi-菓子 はっざくっ。（p.49）

ほりぐちのうえん

ほりぐち農園
〒645-0022 日高郡みなべ町晩稲344
TEL：0739-74-2452　FAX：0739-74-2314
E-mail：info@ume-nouka.jp
http://www.ume-nouka.jp/

・紅石（p.8）

ほりちゅうさけてん

堀忠酒店

〒649-5335 東牟婁郡那智勝浦町築地3-3-6
TEL：0735-52-0223　FAX：0735-52-3844
E-mail：dr.horichan@i.softbank.jp
https://peraichi.com/landing_pages/view/jabara-umeshu?_
ga=2.222476315.1893158012.1612780625-1389989301.1610949660
https://store.shopping.yahoo.co.jp/neko-ni-koban/

・和歌山じゃばらうめ酒（p.81）

ふ

138



ほりちゅうしょうてん

株式会社 堀忠商店

〒646-0028 田辺市高雄2-29-19
TEL：0739-22-5050　FAX：0739-24-8078
E-mail：horichu@waltz.ocn.ne.jp
http://www.sekinoaoi.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yorozuyasan/

・純米吟醸 關の葵 交（p.77）

まえだ

まえ田
〒647-0052 新宮市橋本2-10-30
TEL：0735-23-2057　FAX：0734-03-2387
E-mail：info@maeda.link
http://maeda.link

・さんま寿司（p.65） ・生鮪押し寿司（p.66）

ま

まえふく

株式会社 前福
〒643-0005 有田郡湯浅町栖原407
TEL：0737-63-3156　FAX：0737-63-3157
E-mail：info@maefuku.com
http://www.maefuku.com/

・釜揚げしらす（文左衛門の郷）（p.52）

ますだべいか

増田米菓 株式会社
〒649-6222 岩出市岡田999-1
TEL：0736-62-2312　FAX：0736-63-0515
E-mail：takasago@takasagoarare.com
https://takasagoarare.com

・あられ逢わせ（p.50）

まつお

株式会社 松尾
〒640-8253 和歌山市北相生丁14
TEL：073-423-9671　FAX：073-423-9672
E-mail：info@ma2o.co.jp
https://ma2o.co.jp

・きわみ100％ストレートみかんジュース（p.32） ・あら川の桃60％果汁入りドリンク（p.32）

まつかわのうえん

松川農園

〒645-0013 日高郡みなべ町東岩代1697
TEL：0739-72-2416　FAX：0739-72-2416
E-mail：ume@matukawa-nouen.jp
https://matukawa-nouen.jp/
https://matukawa-nouen.jp/product/

・てっちゃんの梅 完熟（梅干用）（p.8）
・てっちゃんの梅（冷凍南高梅）（p.8）
・金柑ジャム（p.35）

・てっちゃんの梅（梅酒・梅ジュース用）（p.8）
・光梅（p.28）

まつばらのうえん

まつばら農園

〒649-6512 紀の川市東毛252
TEL：0736-73-3782　FAX：0736-73-3782
E-mail：matsubara.nouen@gmail.com
https://matsubarafarm.com/
https://wakayamakaki.thebase.in/

・まつばら農園の紀の川柿（p.9）

まるあいずし

まるあい寿司
〒644-0043 日高郡美浜町吉原992
TEL：0738-23-3712　FAX：0738-23-3712
https://hayanare.com/

・早なれ寿司（p.66） ・煙樹ヶ浜巻き（p.66）
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まるしげのうえん

まるしげ農園
〒649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東817-5
TEL：0736-22-1241　FAX：0736-22-1241
E-mail：marushige817@gmail.com

・温室新秋柿（p.9）

まるしょうすじょうぞうもと

合名会社 丸正酢醸造元
〒649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満271
TEL：0735-52-0038　FAX：0735-52-6551
https://www.marusho-vinegar.jp/
https://www.marusho-vinegar.jp/product/

・那智黒米寿（p.74） ・伝統醸造こめ酢（p.74） ・熊野の酢（p.74）
・純米酒酢（p.74） ・古来上寿し酢（p.74） ・土佐酢（p.74）
・さんばい酢（p.75） ・梅黒酢（p.75） ・手づくりつゆ（p.75）

まるしんほんけ

丸新本家
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅1466-1
TEL：0737-62-2267　FAX：0737-63-5789
E-mail：order@marushinhonke.com
https://www.marushinhonke.com

・湯浅なす金山寺味噌（p.66）
・具だくさん金山寺味噌（p.67）

・金山寺味噌（p.67）
・うす塩味金山寺味噌（p.67）

まるそう

株式会社 丸惣
〒646-0059 田辺市古尾14-8
TEL：0739-22-1155　
https://km-plumselect.com/

・天日梅干（はちみつ入）（p.28）
・梅の年輪（p.28）
・天日梅干（メープルシロップ入）（p.28）
・はちみつ梅黒酢（p.32）
・クエン酸プラム（p.32）

・女松梅干（p.28）
・梅富久良（p.28）
・梅瑞祥 10粒入り（p.28）
・メープルシロップ梅黒酢（p.32）

まるたすいさん

◯タ 水産
〒649-0131 海南市下津町塩津505-1
TEL：073-492-2819　FAX：073-492-4511
E-mail：maruta@pop.cypress.ne.jp
http://maruta.bsj.jp/

・ちりめん（p.53） ・釜あげしらす（p.53）

まるちょうすいさん

丸長水産 株式会社
〒646-0061 田辺市上の山2-23-35
TEL：0739-24-2680　FAX：0739-24-3949
http://www.marucho.co.jp/suisan/

・しめさば（紀州梅酢仕込み）（p.61）

まるともかいさん

まるとも海産
〒643-0006 有田郡湯浅町田325
TEL：0737-63-4555　FAX：0737-63-5447
E-mail：info@marutomo-kaisan.com
https://www.marutomo-kaisan.com

・天日干しちりめん（p.53） ・天日干ししらす（p.53） ・釜揚げしらす（p.53）
・しらす佃煮（p.53） ・ちりめん山椒（p.53） ・いかなごの釘煮（p.61）

らま
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まるはちすいさん

丸八水産 有限会社
〒649-3633 東牟婁郡串本町大島1794-9
TEL：0735-62-7787　
http://minatomaturi.jp/

・よしだ本鮪（p.15）

まるまつのうえん

まるまつ農園
〒649-1444 日高郡日高川町松瀬468-3
TEL：0738-52-0855　FAX：0738-52-0855
E-mail：info@mm-farm.com
http://www.mm-farm.com

・木成り完熟みかん（p.7）
・完熟純しぼり（p.32）

・超熟しらぬい（p.7）

まるやましょくひん

マルヤマ食品 株式会社
〒645-0027 日高郡みなべ町西本庄1282
TEL：0739-74-2068　FAX：0739-74-2177
http://www.umemizuki.co.jp

・技（p.28） ・匠（p.28） ・こんぶ梅（p.28） ・ぺたんこちょび梅（p.50）

まるゆーえん

マルユー園
〒643-0007 有田郡湯浅町吉川451
TEL：0737-63-0613　FAX：0737-63-0336
E-mail：nishikawa-maruyu@leto.eonet.ne.jp

・箱入り娘 せとか（p.7）

みーとふぁくとりー

株式会社 Meat Factory
〒649-6322 和歌山市和佐関戸25-2
TEL：073-477-5757　FAX：073-477-5989
E-mail：meat.factory.5757@gmail.com
http://www.meatfactory.co.jp

・ジビエソーセージ 猪（p.70） ・ジビエソーセージ 鹿（p.70） ・熊野牛カレー（p.70）
・熊野牛ローストビーフ（p.70） ・熊野牛産ハンバーグ（p.70） ・極旨牛丼の具 熊野牛使用（p.70）
・熊野牛MEGAバーグ（p.70） ・熊野牛のフランクフルトソーセージ（p.70）

み

みさきしょうてん

株式会社 三前商店
〒645-0011 日高郡みなべ町気佐藤48
TEL：0739-72-2030　FAX：0739-72-5114

・南紀一（p.86） ・天上（p.86） ・井 ○（p.86）
・馬目中丸（p.86） ・有功（p.86）

みどりさんしょう

ミドリ産商 株式会社

〒649-0142 海南市下津町中38-4
TEL：073-492-1311　FAX：073-492-1355
E-mail：info@midori-kasa.com
http://www.midori-kasa.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/umbreen/

・anon 紀州漆器アンブレラ（p.93）

みま
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みなとや

有限会社 港屋
〒649-2211 西牟婁郡白浜町2312-3
TEL：0739-42-4040　FAX：0739-43-6090

・柚もなか（p.50）

みなみよこてしょうてん

有限会社 南横手商店
〒648-0141 伊都郡九度山町椎出857-1
TEL：0736-54-2226　FAX：0736-39-7067
http://maido-ookini.net/

・柿ドレッシング（p.75）

みはなみ

株式会社 三八波
〒640-8341 和歌山市黒田2-1-25
TEL：073-475-2949　FAX：073-497-5010
E-mail：yoshihito@3873.jp
http://www.3873.jp

・紀州ぷりん（プレーン）（p.50）

むすび

結 Musubi
〒648-0065 橋本市古佐田1-189-21
TEL：0736-20-4720　FAX：0736-20-4720
E-mail：info@komemusubi.com
https://komemusubi.com/

・グルテンフリー プレミア『米粉』食パン（p.70）

む

むらかみようほう

村上養蜂
〒649-6162 紀の川市竹房578-3
TEL：0736-60-8701　FAX：0736-60-8701
http://www.honmamon83.jp/
http://honmamon83.shop-pro.jp/

・ほんまもん蜜柑蜂蜜（p.14）

めんさいこうぼうふるさと

有限会社 麺彩工房ふる里
〒649-6414 紀の川市打田21-１
TEL：0736-77-0530　FAX：0736-77-0531
E-mail：mensai@naxnet.or.jp

・黒豆大福（p.51） ・青うめジュレ大福（p.51）

め

もみじやほんぽ

有限会社 紅葉屋本舗
〒649-3502 東牟婁郡串本町潮岬470
TEL：0735-62-3960　FAX：0735-62-6108
http://www.momijiya-honpo.com/

・本竹皮包み羊羹 本煉（p.50）
・本竹皮包み羊羹 柚子羊羹（p.50）
・本竹皮包み羊羹 桜羊羹（p.50）
・本竹皮包み羊羹 白崎羊羹（p.51）

・本竹皮包み羊羹 金柑羊羹（p.50）
・本竹皮包み羊羹 抹茶羊羹（p.50）
・本竹皮包み羊羹 塩（p.51）

も

もりやすしょうてん

森康商店
〒648-0012 橋本市隅田町芋生182-7
TEL：0736-34-0984

・はたごんぼ茶（p.33）

わみ
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やすけすし

弥助寿司
〒640-8033 和歌山市本町4-31
TEL：073-422-4806　FAX：073-422-4806
http://www5.plala.or.jp/yasuke/

・なれ寿司（p.66） ・早すし（p.66）

や

やまいちほんてん

有限会社 ヤマイチ本店
〒649-2522 西牟婁郡白浜町矢田176
TEL：0739-52-2221　FAX：0739-52-3972
E-mail：yamaichi@umeichi.jp
http://umeichi.jp/

・梅ジャム（p.35）

やまがみかんえん

やまがみかん園

〒649-0302 有田市山田原100
TEL：0737-82-3895　FAX：0737-82-3895
E-mail：aridalian-01.yamaga7@brown.plala.or.jp
https://aridamikan.wixsite.com/yamaga
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yamagaorange

・くちどけみかん（p.7）

やまぐちこうほうどう

山口光峯堂
〒649-5301 東牟婁郡那智勝浦町那智山167-2
TEL：0735-55-0020　FAX：0735-55-0978

・那智黒石手づくり硯（p.84）

やまさわきぐちすいさん

株式会社 ヤマサ脇口水産
〒649-5335 東牟婁郡那智勝浦町築地6-6-9
TEL：0735-52-2991　
http://maguro-yamasa.com/
http://www.nanki-maguro.com/

・海桜鮪（p.61） ・海の生ハム（p.62）

やまだ

株式会社 やまだ
〒644-0002 御坊市薗749
TEL：0738-22-0401　FAX：0738-23-3201
E-mail：info@yamadamiso.jp
http://www.yamadamiso.jp

・紀州金山寺味噌（p.67）

やまちょうしょうてん

株式会社 山長商店

〒646-0011 田辺市新庄町377
TEL：0739-22-2605　FAX：0739-22-0919
E-mail：info@yamacho-net.co.jp
https://yamacho-net.co.jp/
https://yamacho.official.ec/

・つみきゅ（p.93）
・八咫烏スツール（YATAGARASU STOOL）（p.93）

・エッグタイルバスマットUFUFU（p.93）

やまね

やまね
〒649-2105 西牟婁郡上富田町朝来326-277
TEL：0739-83-2300　FAX：0739-83-2301
E-mail：jinbei.yamane@gmail.com
http://karikariutubo.web.fc2.com/

・カリカリウツボ（p.62） ・カリカリウツボ うめ味（p.62）

わや
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ゆあさしょうゆ

湯浅醤油 有限会社
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅1464
TEL：0737-63-2267　FAX：0737-63-5789
https://www.yuasasyouyu.co.jp/
https://www.marushinhonke.com/

・ゆずぽん酢（p.75） ・生一本黒豆醤油（p.75） ・蔵匠 樽仕込み（p.75）

ゆ

ゆあさちょうぎょぎょうせいさんくみあい

湯浅町漁業生産組合
〒643-0005 有田郡湯浅町栖原692-8
TEL：0737-22-3155　FAX：0737-22-3157
E-mail：info@yuasa-kaisan.jp
http://www.rakuten.co.jp/kisyukiwami/

・紀州アワビ 紀和味（p.15）

よこやましょくひん

横山食品 株式会社
〒645-0027 日高郡みなべ町西本庄1293
TEL：0739-74-3378　FAX：0739-74-3078
E-mail：info@hakuryu.co.jp
http://www.hakuryu-ume.com

・紀州完熟南高梅 白龍梅（p.28） ・紀州完熟南高梅 あっさり白龍（p.28）
・紀州完熟南高梅 和み梅（p.29） ・紀州完熟南高梅 しその葉漬（p.29）
・紀州完熟南高梅 福寿梅（p.29） ・紀州完熟南高梅 特別の日の梅干（p.29）
・青梅シロップ サン紀っす（p.32） ・おひさま サン紀っす（p.32）
・紀州産南高梅梅酒 原酒 暁（p.81） ・紀州産南高梅梅酒 久宗（p.81）
・日本酒仕込み 紀州南高梅梅酒 和 Zipang（p.81）

よ

よしだ

株式会社𠮷田
〒640-8159 和歌山市十一番丁54
TEL：073-414-1231　FAX：073-414-1231
E-mail：t_yoshida@wakayama-brewery.com
http://wakayama-brewery.com

・AGARA CRAFT ペールエール（p.79）
・AGARA CRAFT ヴァイツェン（p.79）
・AGARA CRAFT 山椒エール（p.79）

・AGARA CRAFT IPA（p.79）
・AGARA CRAFT ピーチエール（p.79）

よしむらひでおしょうてん

株式会社 吉村秀雄商店

〒649-6244 岩出市畑毛72
TEL：0736-62-2121　FAX：0736-62-4457
E-mail：webmaster@nihonsyu-nihonjyou.co.jp
http://www.nihonsyu-nihonjyou.co.jp/
http://www.nihonsyu-nihonjyou.co.jp/cart/index.html

・吟醸 純米酒（p.77）
・古道の雫・吟醸純米酒（p.78）
・純米大吟醸40％（p.78）
・紀州完熟南高梅 ねりうめ酒（p.81）
・紀州完熟南高梅・蜂蜜（p.81）
・長期熟成本格焼酎 錐鑚米芋混和（p.83）
・リキュール・じゃばら（p.83）
・幻のじゃばら酒・すっきりタイプ（p.84）

・日本城 純米酒・根来（p.78）
・極上 純米大吟醸（p.78）
・紀州完熟南高梅 うめしゅ（p.81）
・リキュール・生姜梅酒（p.81）
・紀州完熟南高梅・黒糖（p.81）
・十五年貯蔵本格焼酎 黒潮波（p.83）
・リキュール・じゃばら酒（p.83）

らいずぴえりす

ライズピエリス
〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1562-5
TEL：0739-47-2144　FAX：0739-47-2144
E-mail：rizepieris@yahoo.co.jp

・熊野の匠アセビ（p.12）

ゆ

ら
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らてすと

協同組合ラテスト

〒649-6261 和歌山市小倉411-33 木工団地内
TEL：073-465-3510　FAX：073-465-3511
E-mail：info@latest.or.jp
http://latest.or.jp
http://latest.shop-pro.jp/?pid=64486530

・天然木アロマウォーター香森（杉・檜）（p.93）

りあん　まつしたしょうてん

里庵 松下商店
〒649-7142 伊都郡かつらぎ町下天野920
TEL：0736-26-0040　FAX：0736-26-0040

・里庵 天野米（p.12）

り

りゅうじんまっしゅ

株式会社 龍神マッシュ
〒645-0302 田辺市龍神村甲斐ノ川500
TEL：0739-77-0022　FAX：0739-77-0466

・生しいたけ（菌床栽培）（p.11）

れいかふぇ

REICAFE
〒642-0022 海南市大野中677
TEL：073-460-0308　
E-mail：happyswing@hera.eonet.ne.jp
http://rei-cafe.com

・はちみつ塩バニラ（p.51） ・まりひめ塩ヨーグルト（p.51） ・完熟みかん スムージー（p.51）

れ

れすとらんうんすい

有限会社 レストラン雲水
〒649-1331 日高郡日高川町鐘巻1745-1
TEL：0738-22-2963　FAX：0738-23-3583
E-mail：info@unsui.jp
http://www.unsui.jp

・雲水 つりがねまんじゅう（p.51）

れすとらんふらいや

有限会社 レストランフライヤ

〒640-8128 和歌山市広瀬中ノ丁1-13
TEL：073-422-0115　
E-mail：info@friya.co.jp
http://www.friya.co.jp
https://www.shop.friya.co.jp

・特選牛ハヤシビーフ（p.70）

れためろでぃあ

LettMelodia

〒643-0513 有田郡有田川町大蔵331-2
TEL：050-3639-0556　
E-mail：info@lettmelodia.com
http://lettmelodia.com
http://origin-leather.jp

・和歌山二ホンジカウォレット（p.93）
・和歌山イノシシウォレット（p.93）

・和歌山二ホンジカカードケース（p.93）

わかばふくしかい わかばさぎょうしょ

社会福祉法人わかば福祉会 
わかば園作業所

〒647-0042 新宮市下田2-6-40
TEL：0735-21-5618　FAX：0735-22-8570
http://www.wakabaen-s.com

・長ひじき（p.59） ・芽ひじき（p.59） ・ひじきごはんの素（p.59）
・ひじきの佃煮（p.59） ・おてがるひじき（p.59）

わ
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わかやまかだまる

和歌山加太丸
〒640-0103 和歌山市加太1660-1
TEL：073-412-8585　FAX：073-418-0701
E-mail：wakayama.kadamaru@gmail.com

・和歌山加太丸 一夜干しタイ（p.57）

わかやまけんあゆようしょくくみあい

和歌山県鮎養殖組合
〒649-6312 和歌山市川辺398
TEL：073-462-2612　
E-mail：j.kawamura15594@gmail.com

・紀州仕立て鮎（p.15）

わかやまけんいちごせいさんくみあいれんごうかい

和歌山県いちご生産組合連合会
〒649-0432 有田市宮原町東523
TEL：0737-88-7496　

・まりひめプレミアム 毬姫様（p.9）

わかやまけんぎょぎょうきょうどうくみあいれんごうかい

和歌山県漁業協同組合連合会
〒640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁30
TEL：073-431-5101　FAX：073-422-1137
E-mail：wk-hanbai@wkgyoren.jf-net.ne.jp
http://wkgyoren.com/

・紀州勝浦産生まぐろ（p.15） ・さくらびんちょう（p.15） 
・紀州勝浦まぐろCAN「まぐろ経済学シリーズ」まぐろ水煮（p.62）
・紀州勝浦まぐろCAN「まぐろ経済学シリーズ」まぐろオイル漬（p.62） ・くじらうま煮（p.62）

わかやまけんくまのぎゅうぶらんどかすいしんきょうぎかい

和歌山県
熊野牛ブランド化推進協議会

〒649-7174 伊都郡かつらぎ町佐野821-1
TEL：090-1582-2572

・熊野牛（p.14）

わかやまけんのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかい

和歌山県農業協同組合連合会

〒640-8331 和歌山市美園町5-1-1
TEL：073-483-6220　FAX：073-483-5335
E-mail：tajiri-s@karin.co.jp
https://www.wk-kennoh.or.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/agri-wakayama/

・熟選工房（p.32）

わかやまし

和歌山市
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
TEL：073-435-1234　FAX：073-435-1263
E-mail：kanko@city.wakayama.lg.jp
http://wakamatsuri.com/

・和歌祭（p.95）

わかやましかんこうきょうかい

和歌山市観光協会
〒641-0014 和歌山市毛見1527 黒潮市場内
TEL：073-448-0008　
http://www.kuroshioichiba.co.jp/businessTrip.html
http://www.maguromeijin.com/

・黒潮市場・マグロ解体ショー（p.95）

わ
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わかやますいりょうけん

株式会社 和歌山水了軒
〒640-8323 和歌山市太田1-14-6
TEL：073-475-6150　FAX：073-475-6151
http://www.w-suiryoken.co.jp/

・小鯛雀寿司（特上）（p.66）

わかやまのうぎょうきょうどうくみあい

わかやま農業協同組合

〒640-8305 和歌山市栗栖642
TEL：0120-222-866　FAX：0120-833-007
https://www.ja-wakayama.or.jp/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%80%90JA%E3%
82%8F%E3%81%8B%E3%82%84%E3%81%BE%E3%80%91/?f=
0&sid=279029

・生姜丸しぼり Wakayama Ginger Ale（p.33）
・生姜佃煮（p.70）

・梅ひと雫 Wakayama Ginger Ale（p.33）

わかやまひがしぎょぎょうきょうどうくみあい

和歌山東漁業協同組合
〒649-3503 東牟婁郡串本町串本1884
TEL：0735-62-0080　FAX：0735-62-5664
E-mail：admin@jf-wakayamahigashi.jp
http://www.jf-wakayamahigashi.jp/

・しょらさん鰹（p.15）

わかやままりーなしてぃ

和歌山マリーナシティ 株式会社
〒641-0014 和歌山市毛見1527
TEL：073-448-0008　FAX：073-448-0009
http://www.kuroshioichiba.co.jp

・和歌山ポン酢セット（p.75）

わかやまみなみぎょぎょうきょうどうくみあい

和歌山南漁業協同組合
〒646-0054 田辺市江川43-35
TEL：0739-22-8520　FAX：0739-26-0554
E-mail：wakayamaminamitanabe@aqua.ocn.ne.jp
http://wakayamaminami.com/

・すさみケンケン鰹（p.16）
・紀州ひろめ（養殖）（p.16）

・紀州ひろめ（p.16）
・紀州いさぎ茶漬け（p.62）

わかやまゆあさなすすいしんけんきゅうかい せいさんしゃぶかい

和歌山湯浅なす推進研究会 
生産者部会

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅1466-1 丸新本家内
TEL：0737-62-2267　FAX：0737-64-1780
http://www.furuyoshi.com/yuasanasu.html

・紀州伝統野菜 湯浅なす（p.11）

わじまこうさんかぶしきかいしゃ あわびたけふぁーむ

和島興産株式会社 
あわび茸ファーム

〒640-8033 和歌山市本町2-1
TEL：073-488-1900　FAX：073-488-1940
https://www.forte-wajima.com/
http://www.forte-shokuhinkan.com/shop/

・黒あわび茸（p.10）

わ
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