




1 2



1 2



3 4



3 4



5 6

梅
青梅

農薬を使用していない南高梅
のうやくをしようしていないなんこううめ

てらがき農園

平成18年より農薬不使用での梅の栽培に挑戦
しています。お客様の要望に合わせた梅の収穫
をしております。和歌山安心プラスにて認定いた
だいた農薬を使用していない梅だけをお届けし
ています。

【希望小売価格】9,880円
【内容量】2kg
【消費期限】生ものにつき注意
【流通時期】6月

紀州健康梅 完熟南高梅
きしゅうけんこううめ かんじゅくなんこううめ

伏村農園

青梅がポトポトと落ち始める頃まで、ゆっくりと木
の上で熟した南高梅を手でもいで収穫します。
完熟南高梅は、鮮度上、店頭には並ばない非常
に熟した梅です。成熟した梅の香りとたっぷりと
した果肉が特徴です。

【流通時期】6月中旬～7月上旬

南高梅
なんこううめ

紀南農業協同組合

南高梅は、果肉が軟らかく種が小さい品種。南高
のなかでも、特に大玉で紅のある果実が良いとさ
れています。梅干し、梅酒、梅ジュースと用途が幅
広く、また熟度の違いによっても色 な々楽しみ方
があります。

【希望小売価格】時期に応じて要相談
【流通時期】6月

NEW

農薬を使用していない南高梅（冷凍）
　　のうやくをしようしていないなんこううめ（れいとう）

てらがき農園

農薬を使用せずに栽培した南高梅をもいだ日に
旬の味と香りをそのまま瞬間冷凍させました。解
凍してもとても香りがよく年中、お楽しみいただけ
ます。

【希望小売価格】350円
【内容量】100g

紀州健康梅 南高青梅
きしゅうけんこううめ なんこうあおうめ

伏村農園

瑞 し々く、実に張りのある時に収穫する南高梅で
す。すっきりと爽やか、ほの甘い香りのする当園自
慢の南高梅をお楽しみください。

【流通時期】6月上旬～中旬

古城梅
ごじろうめ

紀南農業協同組合

古城梅は、大正時代に田辺市長野で発見・育成
された品種。鮮やかな緑色が特徴の青梅で、カリ
ウム、マグネシウム等のミネラルが豊富です。梅
酒、梅ジュースにすると透明感のあるさっぱりし
た仕上がりになります。

【希望小売価格】時期に応じて要相談
【流通時期】5月下旬

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

紀州健康梅 紅南高梅
きしゅうけんこううめ べになんこううめ

伏村農園

日の光をめいっぱいに浴びてほんのりと紅色に染
まった青梅です。青梅の緑に紅が映え、とても綺
麗！紅南高梅で梅酒をつけるとほんのりと紅色の
エキスが溶け込み、朱色に染まります。また市場
に出回りにくく希少価値
が高くとても好評です。

【流通時期】6月上旬～7月下旬
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紀州健康梅 冷凍完熟南高梅
きしゅうけんこううめ れいとうかんじゅくなんこううめ

伏村農園

好きなときに、好きなだけ、作りたてのジュース、
ジャム、シロップ、梅酒をお作りいただけます。市
販の物とちがい、「完熟」状態で冷凍保存してい
ますので、肉厚で濃厚、甘い香りをお楽しみくだ
さい。

【内容量】1kg
【消費期限】1年（冷凍状態）
【流通時期】通年

てっちゃんの梅（梅酒・梅ジュース用）
てっちゃんのうめ（うめしゅ・うめじゅーすよう）

松川農園

果実が大きく果肉が柔らかい、種が小さくて皮が
薄い良質の南高梅の栽培に適した樹園地で、減
農薬、減化学肥料に努め、除草剤も使わずに栽
培された安全安心、新鮮な南高梅を、一粒ひとつ
ぶ吟味しながら手で収
穫して発送しています。

【希望小売価格】9,800円
【内容量】10kg
【消費期限】3日
【流通時期】6月上旬～下旬

梅
白干梅

白干梅
しらぼしうめ

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅を使用し、塩だけで漬け込みまし
た。梅干といえばコレ！昔ながらのすっぱい梅干
です（塩分約20％）。

【希望小売価格】4,752円
【内容量】1kg（250g×4）
【賞味期限】1年

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（送料込み）
【内容量】1kg
【消費期限】1～2日
【流通時期】6月

てっちゃんの梅（冷凍南高梅）
てっちゃんのうめ（れいとうなんこううめ）

松川農園

果実が大きく、果肉が柔らかく、種が小さく、皮が
薄いと言われる南高梅を農薬、化学肥料を少な
くしています。6月中頃から完熟した大きな梅を吟
味しながら手で収穫し、冷凍保存袋に入れて急
速冷凍します。完熟した
梅なので、香りも楽しめ
ます。

【希望小売価格】1,500円
【内容量】1kg
【流通時期】7月下旬～12月下旬

白干梅
しらぼしうめ

株式会社 岩本食品

元祖梅干。しょっぱい、すっぱい。塩で漬けて干し
ただけの梅干です。塩分約20％。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】250g
【賞味期限】365日

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

てっちゃんの梅 完熟（梅干用）
てっちゃんのうめ かんじゅく（うめぼしよう）

松川農園

梅干に適した皮が薄く果肉が厚い梅を一粒ひと
つぶ吟味しながら手で収穫して、お客様には到
着後、すぐに漬け込めるような完熟南高梅を発
送しています（完熟梅で梅酒や梅ジュースなどの
作り方青梅レシピも一緒
に添付）。

【希望小売価格】11,500円
【内容量】10kg
【消費期限】1～2日
【流通時期】6月下旬～7月上旬

お塩バリバリくん 白干ほし梅
おしおばりばりくん しらぼしほしうめ

株式会社 岩本食品

果肉たっぷりの紀州南高梅を天日乾燥させて
作っているので、果肉の美味しさが特徴です。ミ
ネラルウォーターに1粒入れて飲むだけで水分と
塩分、クエン酸を同時に補給可能！

【希望小売価格】540円
【内容量】70g
【賞味期限】365日

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】4,000円
【内容量】1kg
【賞味期限】製造日から1年
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紀州 白干梅 紀和の梅
きしゅう しらぼしうめ きわのうめ

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、梅と塩のみで漬けました（塩分約18％）。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州土用干小梅
きしゅうどようぼしこうめ

株式会社 松晃梅

紀州の小梅を昔ながらの製法により漬け込み、
天日干しで仕上げました【塩分約20％】。

【希望小売価格】3,780円
【内容量】1kg
【賞味期限】365日

有機梅干
ゆうきうめぼし

竹内農園 株式会社

有機栽培した完熟の南高梅をミネラルたっぷり
の自然塩で漬け込み、天日でじっくり干しあげまし
た。調味料無添加の本物の味をご堪能ください。

【希望小売価格】500円
【内容量】100g
【賞味期限】1年

自然干
しぜんぼし

有限会社 福亀堂

塩だけで漬け込み、三日三晩、天日で土用干した
昔ながらの梅干です。塩分と酸味が詰まった梅
干本来の味をご賞味ください。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】220g（M）
【賞味期限】1年

紀州 白干梅 紀州夢葵
きしゅう しらぼしうめ きしゅうゆめあおい

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、梅と塩のみで漬け込みました（塩分約
18％）。

【希望小売価格】5,940円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州土用干梅
きしゅうどようぼしうめ

株式会社 松晃梅

昔ながらの伝統の製法により漬け込み天日干し
で仕上げました。自然の恵みに少し手を加えた
だけの梅本来の風味を大切にしました。色・形・
味ともにみなさまよりご定評をいただいています

【塩分約20％】。

【希望小売価格】3,780円
【内容量】1kg
【賞味期限】365日

農薬を使用していない南高梅（昔梅）
のうやくをしようしていないなんこううめ（むかしうめ）

てらがき農園

農薬・肥料不使用にて栽培した南高梅を陰陽を
整える為、塩のみで漬け込み三年熟成（和歌山
県安心プラス認定）。塩分約18％。

【希望小売価格】1,300円
【内容量】100g
【賞味期限】1年

紀州健康梅 たる梅
きしゅうけんこううめ たるうめ

伏村農園

すっぱい梅干をまるごと1年分。完熟南高梅を天
然塩で漬込んで天日干し、たる詰め、貯蔵し熟成
中の梅干しです。日時の経過で熟成の度合いが
進みどんどんうまみが増していきます。

【希望小売価格】14,040円（7kg）、
19,440円（10kg）

【賞味期限】3年

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】980円
【内容量】350g
【賞味期限】365日

真の極
しんのきわみ

株式会社 松晃梅

紀州産南高梅に赤穂の海水から出来た塩を使
用し、じっくりと漬け込み仕上げた当社こだわり
の商品です【塩分約16％】。

【希望小売価格】4,320円
【内容量】1kg
【賞味期限】365日

白干梅
しらぼしうめ

フーズ村 株式会社

紀州南高梅を塩だけで漬け込み、天日で干し上
げました。塩味と酸味は昔のままの白干梅です。
塩分約17％。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】850g
【賞味期限】1年

紀州健康梅 自然干
きしゅうけんこううめ しぜんぼし

伏村農園

母の味、昔ながらのすっぱい梅干、食品添加物
不使用。これぞ本来の梅干。当園栽培の完熟南
高梅を漬け込んで天日で自然干し。自然の素材
をそのまま生かした本物志向の梅干です。特に
おにぎり、ご飯に良く合う
と人気です。食事が進み
ます。

【希望小売価格】1,080～3,240円
【内容量】400g～1,000g
【賞味期限】1年
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紀州健康梅 乾燥梅 自然そのまま
きしゅうけんこううめ かんそううめ しぜんそのまま

伏村農園

自家栽培の南高梅を使用。じっくり天日で自然乾
燥。太陽のエネルギーが一杯。ギュッと濃縮され
た旨み、クエン酸と塩分補給で今日も元気一
杯！！食品添加物不使用。暑さ対策に。

【希望小売価格】864円
【内容量】100g
【賞味期限】1年

NEW

紀州南高梅（白干梅）
きしゅうなんこううめ（しらぼしうめ）

みちうえ農園

梅農家の手づくり梅干し。皮が薄くて肉厚、食べ
応えがありふっくらとした南高梅を使用しており
ます。シンプルな味つけだからこそ、梅本来の旨
味をお楽しみいただけます。

【希望小売価格】1,800円（450g）、
3,240円（1kg）

【内容量】450g、1kg
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

梅
調味梅

和の守梅まろやか
まもりうめまろやか

株式会社 イーストアジア・コーポレーション

紀州南高梅を梅本来の風味と共にさわやかな
酸味が広がるうす塩味（塩分7％）に仕上げまし
た。ごはんに、お料理にと幅広くお使いいただけ
る逸品です。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】600g
【賞味期限】製造から180日

紀州健康梅 干し梅 すっぱ味
きしゅうけんこううめ ほしうめ すっぱあじ

伏村農園

すっぱい味の中に奥深い自然の甘みが広がりま
す！！食べやすい種抜き！！旅行やお出かけに
ぴったり！！多く含まれるクエン酸は元気の源。塩
分補給で暑さ対策に必須。

【希望小売価格】540円
【内容量】30g
【賞味期限】1年

NEW

紀州小梅 kohaku 60g
きしゅうこうめ こはく 60ｇ

moro molo

これぞ、梅干しの原点。梅干し本来の味を味わっ
て頂くため、食べやすい小梅でご用意させてい
ただいた白干し梅、もちろん無添加です。干し加
減を微調整し、雑味雑臭が着かないように手間
暇かけて木皿で干され
たハイクオリティの白干
し小梅。

【希望小売価格】648円
【内容量】60g
【賞味期限】約6ケ月

五代庵 紀州五代梅
ごだいあん きしゅうごだいうめ

株式会社 東農園（五代庵）

紀州産の南高梅を使用。夏の土用干しを終えた
梅干を樽に貯蔵して寝かせた後、本みりんや蜂
蜜などを加えた独自の二度漬けで、通常のはち
みつ梅の約2倍の1ヶ月間、じっくり漬け込み熟
成させました。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】550g
【賞味期限】8ヶ月

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

光梅
こうばい

松川農園

自分達で育てた南高梅を木で完熟させた梅のみ
を使って海塩と梅で塩分15％に漬け込みました。

【希望小売価格】1,575円
【内容量】500g
【賞味期限】6ヶ月

NEW

紀州五代の夢想
きしゅうごだいのむそう

株式会社 東農園（五代庵）

紀州産南高梅を、独自の漬込み製法で熟成さ
せ、手作業で厳選・個包装した五代庵の人気商
品です。紀州五代梅の心、紀州五代の夢の2種
類の味がお楽しみ頂ける、贈答用にもおすすめ
の逸品です。

【希望小売価格】10粒：3,456円、
16粒：5,400円

【内容量】10粒、16粒
【賞味期限】製造日より8か月
【流通時期】通年

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
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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

ぽってり梅 あっさり梅
ぽってりうめ あっさりうめ

株式会社 池本商店

紀州南高梅の大粒だけを選りすぐり、りんご酢を
使い、塩味ひかえめに仕上げた甘くない梅干で
す（塩分約9％）。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g
【賞味期限】180日

こんぶ風味
こんぶふうみ

株式会社 いなみの里梅園

「熊野古道を訪ねて」シリーズのひとつ。昆布の旨
味と梅の酸味が絶妙な塩分約8％のこんぶ風味。
熊野詣でゆかりの地からかわいい童子のキャラ
クターのパッケージでお届け致します。

【希望小売価格】2,700円
【内容量】500g
【賞味期限】180日

紀州うす塩味小梅
きしゅううすしおあじこうめ

井上梅干食品 株式会社

紀州で育った小梅に、はちみつを加え甘口タイプ
に仕上げました。大粒の梅に負けない口当たり
の良さと食べやすさで人気の高い梅干です。

【希望小売価格】2,000円
【内容量】400g
【賞味期限】6ヶ月

ぽってり梅 はちみつ梅
ぽってりうめ はちみつうめ

株式会社 池本商店

合成甘味料は使わず、れんげはちみつを使用し、
梅本来の味を、風味を活かし、ほど良い酸味とう
す塩仕上げにこだわりました（塩分約10％）。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g
【賞味期限】120日

はちみつ入り味梅
はちみついりあじうめ

株式会社 いなみの里梅園

紀州産の南高梅を国産の蜂蜜で漬込みました。
梅の酸味と蜂蜜の甘さが絶妙です。また、第47
回全国推奨観光土産品審査会におきまして農林
水産大臣賞を受賞致しました。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】500g
【賞味期限】180日

優梅
すぐれうめ

株式会社 いなみの里梅園

食品添加物はいっさい使用せず、塩分約10％に
仕上げました。本来の梅干の味を残しながら低
塩に仕上げた逸品です。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】800g
【賞味期限】180日

紀州うす塩味梅
きしゅううすしおあじうめ

井上梅干食品 株式会社

完熟梅のおいしさにこだわり当社独自の製法で
漬上げた甘口タイプの梅干しです。はちみつを
加えうす塩に仕上げた上品な味が根強い人気
です。

【希望小売価格】2,000円
【内容量】400g
【賞味期限】6ヶ月

ぽってり梅 しそ梅
ぽってりうめ しそうめ

株式会社 池本商店

紀州南高梅の大粒の梅だけを天然塩と赤しその
葉だけで漬け込み、懐かしい昔ながらの味わい
に仕上げています（塩分約20％）。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g
【賞味期限】365日

しそ風味
しそふうみ

株式会社 いなみの里梅園

「熊野古道を訪ねて」シリーズのひとつ。昔ながら
の味にこだわった塩分約15％のしそ味。熊野詣
でゆかりの地からかわいい童子のキャラクターの
パッケージでお届け致します。

【希望小売価格】2,700円
【内容量】500g
【賞味期限】180日

しそ漬梅干
しそづけうめぼし

井上梅干食品 株式会社

風味豊かなしそ漬け梅干です。伝統のしそ漬梅
干を食べやすく漬上げました。やわらかな果肉が
ほどよく色づき、しその風味が食欲をそそります。

【希望小売価格】2,000円
【内容量】400g
【賞味期限】6ヶ月

熊平のんめ
くまへいのんめ

井上梅干食品 株式会社

熊平のんめは、当社伝統の製法で漬上げた『う
す塩味梅』の大粒梅を一粒ずつ袋詰めに包装し
た価値ある梅干しです。

【希望小売価格】3,300円
【内容量】225g：9個入
【賞味期限】6ヶ月
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りんご酢の梅
りんごすのうめ

井上梅干食品 株式会社

梅が梅干になる前、フルーツだった事を思い出さ
せる。塩分も3％と少なく、すっぱさを感じさせず、
なお、甘すぎないという新しい味感をお楽しみ下
さい。すっぱい梅干が苦手な方、お子様にも喜ん
でいただけます。

【希望小売価格】2,000円
【内容量】400g
【賞味期限】6ヶ月

紀州干し梅
きしゅうほしうめ

株式会社 梅屋

紀州南高梅を使用し、丁寧に種を取り除きほん
のりしっとりと柔らかく仕上げました。

【希望小売価格】700円～
【内容量】27g
【賞味期限】270日

NEW

元祖こんぶ梅
がんそこんぶうめ

梅吉食品 株式会社

南高梅と北海道の日高こんぶを秘伝の手法で漬
け上げた、弊社が元祖の味。うす塩味でほどよい
酸味、こんぶの旨みが生きています（塩分約9%）。

【希望小売価格】1,728円（400g）、
3,240円（800g）、3,780円

（1,000g）、4,644円（1,200g）、
7,560円（2,000g）

【内容量】400g、800g、1,000g、
1,200g、2,000g

【賞味期限】製造日より6カ月

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

こんぶ梅
こんぶうめ

株式会社 岩本食品

昆布の旨味が十分にしみこんだ逸品。まろやか
な風味に仕上げました。塩分約10％。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】250g
【賞味期限】180日

和み梅
なごみうめ

株式会社 梅屋

厳選された最高級紀州南高梅を、自然な甘さの
はちみつを加えて漬け込み、一粒一粒丁寧に和
紙でお包みしました。上品な木箱入りでご贈答
に最適です。

【希望小売価格】3,500円（12粒）、
5,700円(20粒)

【賞味期限】180日

NEW

ハネムーン
はねむーん

梅吉食品 株式会社

紀州南高梅を天然のハチミツで漬け、超うす塩
味に仕上げました。味にこだわった秘伝の二度
漬け製法です。すっぱくないのでお子様からご年
配の方まで喜ばれている弊社人気NO.1の梅干
しです。（塩分約6%）

【希望小売価格】1,080円（200g）、
1,728円（400g）、3,240円（800g）、
3,780円（1,000g）、4,644円

（1,200g）、7,560円（2,000g）
【内容量】200g、400g、800g、
1,000g、1,200g、2,000g

【賞味期限】製造日より6カ月

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

はちみつ梅
はちみつうめ

株式会社 岩本食品

当店人気№1！甘くてコクのある味わいは一度食
べたらやみつきになります。塩分約8％。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】250g
【賞味期限】180日

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

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

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）

【賞味期限】1年間
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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

夏見さんちの完熟梅（しそ漬）
なつみさんちのかんじゅくうめ（しそづけ）

オカファーム

自家栽培の紀州南高梅です。保存料・着色料・化
学調味料など一切使用していません。梅本来の
味を生かしながら後味良く仕上げています（塩
分約10％）。

【希望小売価格】405円（80g）、
810円(200g)

【賞味期限】180日

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

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

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

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

紀州じまん
きしゅうじまん

紀州綜合食品 株式会社

紀州南高梅は皮が薄く、果肉の柔らかいのが特
徴です。その中でも大粒の梅にレンゲ蜂蜜を加
え丹念に漬込み、まろやかで食べやすく仕上げ
ています。紀の国（和歌山）をイメージした木樽に
詰めた『じまん』の逸品
です。

【希望小売価格】5,000円
【内容量】900g
【賞味期限】180日

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】250g 2,700円、
500g 5,400円

【内容量】250g、500g
【賞味期限】180日

夏見さんちの完熟梅（うす塩味）
なつみさんちのかんじゅくうめ（うすしおあじ）

オカファーム

自家栽培の紀州南高梅です。保存料・着色料・化
学調味料など一切使用していません。梅本来の
味を生かしながら後味良く仕上げています（塩
分約7％）。

【希望小売価格】405円（80g）、
810円(200g)

【賞味期限】180日

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

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 な々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

ふくじゅ梅
ふくじゅうめ

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅を使用し、うす塩味のしそ風味に
仕上げました。ほどよい酸味があり、ご飯との相
性も抜群の当社人気No.1梅干です（塩分約
10％）。

【希望小売価格】4,752円
【内容量】1kg（250g×4）
【賞味期限】6ヶ月
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永遠
とわ

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅を使用し、すっぱさを控え、まろや
かに仕上げました。すっぱい梅干が苦手な方や
お子様にもおススメの甘口梅干です（塩分約
8％）。

【希望小売価格】4,752円
【内容量】1kg（250g×4）
【賞味期限】6ヶ月

NEW

ハチミツ
はちみつ

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅を使用。はちみつ入で甘すぎない
梅干が食べたい！という方におすすめです。梅干
の酸味とハチミツの甘さのバランスが絶妙です！
（塩分約8％）

【希望小売価格】4,752円
【内容量】1kg（250g×4）
【賞味期限】6ヶ月

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

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180日

しそ漬梅干
しそづけうめぼし

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅を使用し、しそ本来のさわやかな
香りを大切に仕上げました。香り高い国産のしそ
が食欲をそそる梅干です（塩分約10％）。

【希望小売価格】4,752円
【内容量】1kg（250g×4）
【賞味期限】6ヶ月

NEW

なごみの夢梅
なごみのゆめ

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅を使用。とろけるような、ほっこりな
ごみ気分の梅干です。はちみつ入の3種の梅干
の中ではこの「なごみの夢梅」が一番甘口です。
（塩分約8％）

【希望小売価格】4,752円
【内容量】1kg（250g×4）
【賞味期限】6ヶ月

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

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

味よし（かつお梅）
あじよし（かつおうめ）

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅を使用し、かつお節と香り高い国
産の刻みしそで味付けしました。風味豊かでお
酒の肴にも合う梅干です（塩分約11％）。

【希望小売価格】4,752円
【内容量】1kg（250g×4）
【賞味期限】6ヶ月

賀茂乃御福
かものおふく

紀州薬師梅 株式会社

みなべ町の献上・賀茂神社梅園で収穫、厳選し
た南高梅を化学調味料、合成保存料無添加で
十二種の草根木皮エキスで漬け込んだ、まろや
かな梅干です。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】はちみつ漬け梅干500g
（塩分約8％）
【賞味期限】180日

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

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
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紀州 はちみつ梅干 紀和の梅
きしゅう はちみつうめぼし きわのうめ

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、はちみつを加え塩分控えめで漬け込み
ました。2度漬け製法で手間隙をかけ味を均一
化させております（塩分約8％）。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州 昆布梅 紀和の梅
きしゅう こんぶうめ きわのうめ

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、昆布だしでじっくりと漬け込みました。2
度漬け製法で手間隙をかけ味を均一化させて
おります（塩分約8％）。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州 しそ漬け梅干 紀州夢葵
きしゅう しそづけうめぼし きしゅうゆめあおい

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、もみしそで染め上げました。昔ながらの
製法でしその風味たっぷりの梅干に仕上げてお
ります（塩分約14％）。

【希望小売価格】5,940円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀州夢葵
きしゅう しそづけていえんあじうめぼし きしゅうゆめあおい

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、しその風味を残し塩分控えめで漬け込
みました。2度漬け製法で手間隙をかけ味を均
一化させております。あっさりとしたしそ風味の梅
に仕上げております（塩
分約8％）。

【希望小売価格】5,940円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州 しそ漬け梅干 紀和の梅
きしゅう しそづけうめぼし きわのうめ

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、もみしそで染め上げました。昔ながらの
製法でしその風味たっぷりの梅干に仕上げてお
ります（塩分約14％）。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀和の梅
きしゅう しそづけていえんあじうめぼし きわのうめ

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、しその風味を残し塩分控えめで漬け込
みました。2度漬け製法で手間隙をかけ味を均
一化させております。あっさりとしたしそ風味の梅
に仕上げております（塩
分約8％）。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州 うす塩味梅 紀州夢葵
きしゅう うすしおあじうめ きしゅうゆめあおい

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、塩分控えめで漬け込みました。2度漬け
製法で手間隙をかけ味を均一化させております

（塩分約8％）。

【希望小売価格】5,940円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州梅 夢葵 青紫蘇包み梅
きしゅううめ ゆめあおい あおしそつつみうめ

株式会社 紀和農園プロダクツ

紀州南高梅を使用し、はちみつを加え、2度漬け
製法でじっくりと漬け込んだはちみつ梅を国産
の青しそで一粒一粒丁寧に包み込みました。お
口に含んだ際に青しその風味とはちみつの甘み
がお口一杯に広がり今
までに無い新しい風味
をお楽しみ頂けます。

【希望小売価格】3,780円：16粒
（210g）、5,400円：25粒(300g)
【内容量】16粒(210g)、25粒
(300g)

【賞味期限】90日

紀州 うす塩味梅 紀和の梅
きしゅう うすしおあじうめ きわのうめ

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、塩分控えめで漬け込みました。2度漬け
製法で手間隙をかけ味を均一化させております

（塩分約8％）。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州 はちみつ梅干 紀州夢葵
きしゅう はちみつうめぼし きしゅうゆめあおい

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、はちみつを加え塩分控えめで漬け込ん
だはちみつ梅。2度漬け製法で手間隙をかけ味
を均一化させております（塩分約8％）。

【希望小売価格】5,940円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州 昆布梅 紀州夢葵
きしゅう こんぶうめ きしゅうゆめあおい

株式会社 紀和農園プロダクツ

日本一の梅の産地、紀州南部産の紀州南高梅を
使用し、昆布だしでじっくりと漬け上げました。2
度漬け製法で手間隙をかけ味を均一化させて
おります（塩分約8％）。

【希望小売価格】5,940円
【内容量】1kg
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

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）
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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）

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

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】180g：1,080円、
270g：1,620円、550g：3,240円、
1.0kg：5,400円

【内容量】180g、270g、550g、1.0kg
【賞味期限】6ヶ月
【流通時期】通年

はちみつ梅
はちみつうめ

株式会社 松晃梅

紀州南高梅に、はちみつとリンゴ酢を加えさわや
かな味に仕上げました。塩分控えめで食べやす
く、デザートやお茶うけにも最適です。梅本来の
美味しさを残しつつ、ヘルシー感覚でお召し上が
りいただける逸品です
【塩分約8％】。

【希望小売価格】4,320円
【内容量】1kg
【賞味期限】150日

紀州南高梅 紀和の梅 「昔風味」 
きしゅうなんこううめ きわのうめ 「むかしふうみ」 

株式会社 紀和農園プロダクツ

紀州南高梅をうす塩味梅に仕上げ、梅としそを
交互に積層し容器中でしそ漬けの漬込み状態を
再現。日の経過と共にしその風味がどんどん染込
んでいきます。

【希望小売価格】4,320円
【内容量】梅700g、もみしそ300g
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

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

勝喜梅 甘仕立て
しょうきばい あまじたて

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】1,080～5,400円
【内容量】160g～720g
【賞味期限】2年間

かつお梅
かつおうめ

株式会社 松晃梅

南高梅にかつお節と香りの良いしそを加え仕上
げました。かつおの旨味としその風味がバランス
よく梅に染込んだ食べやすく口当たりの良い梅
干です【塩分約10％】。

【希望小売価格】3,996円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日

南高梅（れんげ蜂蜜入）しそ
なんこううめ（れんげはちみついり）しそ

農事組合法人 熊野ファーム

希少といわれる国産れんげ蜂蜜を使った調味液
でじっくり漬け込んだ贅沢な梅干です。しそ味な
がら優しい甘口で程よい酸味との調和をお楽し
みください。

【希望小売価格】648円
【内容量】200g
【賞味期限】180日

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】180g：1,080円、
270g：1,620円、550g：3,240円、
1.0kg：5,400円

【内容量】180g、270g、550g、1.0kg
【賞味期限】6ヶ月
【流通時期】通年

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】648～5,400円
【内容量】90g～950g
【賞味期限】2年間

結華
ゆいか

株式会社 松晃梅

結華は、厳選された粒ぞろいの南高梅とすべて
の漬け込み素材にこだわり、当社独自の製法に
より仕上げた自慢の一品です。肉厚でジューシー
な果肉の旨味と風味を一粒一粒真心込めて和
紙の袋へ包みました【塩
分約10％】。

【希望小売価格】4,860円
【内容量】640g（20粒入）
【賞味期限】180日
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しそ梅
しそうめ

株式会社 松晃梅

とろけるような南高梅の果肉に、赤しその風味を
生かした、さわやかな酸味とほど良い塩かげん
は、南高梅のおいしさを引き立たせます。お弁当
やおにぎりなどにご好評をいただいています【塩
分約13％】。

【希望小売価格】3,996円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日

紀州産南高梅 長生き梅 しそ漬け
きしゅうさんなんこううめ ながいきうめ しそづけ

有限会社 長生き屋商店

紀州産南高梅を使用。しそと一緒に漬け込みま
した。塩分控え目の8％です。

【希望小売価格】864円
【内容量】140g
【賞味期限】180日

梅ぼし田舎漬
うめぼしいなかづけ

中田食品 株式会社

柔らかい果肉の紀州産南高梅を塩味控えめに
漬け込みました。日本人の故郷の味、梅の酸味と
かつお節のまろやかな旨味がバランスよく調和
した田舎風梅干しです。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】600g
【賞味期限】180日

紀州 「南高梅」 蜜宝梅®
きしゅう 「なんこううめ」 みつほうばい

南紀梅干 株式会社

梅の本場紀州みなべで丹精込めて作られた完
熟南高梅を国産蜂蜜を加えて熟成させたまろや
かな甘口仕上げのはちみつ梅干です。お子様か
らご年輩の方まで幅広くご賞味頂けます。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】250g
【賞味期限】180日

しそ小梅
しそこうめ

株式会社 松晃梅

粒よりの紀州小梅をじっくりと漬け込み仕上げ
た、しその風味豊かな梅干です。小粒サイズで、
お弁当に、おにぎりに食べやすさが人気です【塩
分約13％】。

【希望小売価格】3,996円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日

紀州産南高梅長生き梅はちみつ入りしそ漬け2点
きしゅうさんなんこううめ ながいきうめ はちみついりしそづけ 2てん

有限会社 長生き屋商店

紀州産南高梅を使用し、はちみつと一緒に漬け
込んだ梅干しと、しそと一緒に漬け込んだ、2種
類の梅干しを、各 塩々分8％に仕上げた食べやす
い梅干しです。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】はちみつ入り3粒（75g）、
しそ漬け3粒（75g）
【賞味期限】180日

NEW

農家の梅 はちみつ漬 塩分8％
　　   のうかのうめ はちみつづけ えんぶん8%

株式会社 中峰農園

「農家の梅」をもっとうに紀州産完熟南高梅をは
ちみつ等でじっくり漬け込みました（塩分約８％）。
羽二重のような豊富な果肉はまろやかで食べや
すく、ご飯のお供によくあいます。

【希望小売価格】400ｇ：2,052円、
800ｇ：3,564円

【内容量】400ｇ、800ｇ
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州 「南高梅」 香実®
きしゅう 「なんこううめ」 こうみ

南紀梅干 株式会社

梅の本場紀州みなべで丹精込めて作られた完
熟南高梅にしそを加え、美しい紅色としその風味
豊かな、爽やか仕上げのしそ漬梅干です。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】250g
【賞味期限】180日

三栖里の梅
みすさとのうめ

株式会社 松晃梅

三栖里の梅は、完熟した南高梅のみを使用し、
適度の酸味と完熟梅特有の甘さを保った当社の
自信作です。美味しく食べやすい味に仕上げまし
た【塩分約10％】。

【希望小売価格】3,996円
【内容量】1kg
【賞味期限】180日

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】17g：198円、
50g：540円、108g：1,080円

【内容量】17g、50g、108g
【賞味期限】270日
【流通時期】通年

紀州 「南高梅」 味ぴったり®
きしゅう 「なんこううめ」 あじぴったり

南紀梅干 株式会社

紀州みなべで丹精込めて作られた完熟南高梅
を独自の製法で梅干本来の自然の風味を大切
に、ほんのり甘口、うす塩味に仕上げ、ほどよい酸
味とまろやかな味が絶妙な当社自慢の逸品で
す。世界が認める輸出有
望加工食品40選認定商
品です。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】250g
【賞味期限】180日

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
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紀州四季の梅 しそ風味
きしゅうしきのうめ しそふうみ

株式会社 ノームプラニング

和歌山県で収穫、塩漬けされた紀州南高梅のA
級梅干しのみを使用しております。梅干し本来の
味覚を大切にするために、合成着色料、保存料、
甘味料などの化学調味料不使用で塩分約6％の
うす塩味に仕上げており
ます。紫蘇の風味が程良
く香る、昔なつかしさを
残した梅干しです。

【希望小売価格】2,160～5,400円
【内容量】300g～1.0kg
【賞味期限】180日

七福梅 紀州漆器入
しちふくうめ きしゅうしっきいり

株式会社 濱田

紀州の伝統工芸品の一つである紀州漆器に、特
大粒の南高梅をまろやかな酸味とほのかな甘さ
に仕上げた、うす塩梅干をおつめした贅沢な逸
品です。

【希望小売価格】6,480円
【内容量】800g
【賞味期限】180日

しそ漬梅
しそづけうめ

百福梅本舗 有限会社

紀州南高梅を国産の紫蘇の葉で漬け込みまし
た。とろけるような南高梅の果肉に赤しその香り
を生かした昔ながらの梅干です。塩分約15％。

【希望小売価格】1,620～5,400円
【内容量】300g～1,100g
【賞味期限】240日

梅フレッシュ
うめふれっしゅ

フーズ村 株式会社

まるでフルーツのような味。紀州南高梅を塩分約
5％で漬け込み、仕上げました。食卓に、又デザー
トにとご利用下さい。

【希望小売価格】3,888円
【内容量】1kg
【賞味期限】4ヶ月

紀州四季の梅 はちみつ風味
きしゅうしきのうめ はちみつふうみ

株式会社 ノームプラニング

和歌山県で収穫、塩漬けされた紀州南高梅A級
梅干しのみを使用しております。甘味料、保存料
などの化学調味料は使用せずはちみつを加え、
食べやすく、まろやかな味わいに仕上げた塩分
約6％の梅干しです。

【希望小売価格】2,160～5,400円
【内容量】300g～1.0kg
【賞味期限】180日

有田みかん蜂蜜梅
ありだみかんはちみつうめ

百福梅本舗 有限会社

紀州産南高梅干を有田みかんの花から採蜜さ
れた蜂蜜を使って、爽やかでマイルドな甘さの梅
干しに仕上げました。

【希望小売価格】1,620～5,400円
【内容量】300g～1,100g
【賞味期限】240日

しそ漬梅
しそづけうめ

フーズ村 株式会社

樹上で完熟させた紀州南高梅大粒を選別して
使用しています。健康と、おいしさへのこだわり、
フーズ村の伝統の技と独自の手法で丹念に漬け
上げた傑作品です。塩分約11％。

【希望小売価格】3,780円
【内容量】1kg
【賞味期限】6ヶ月

かつお梅
かつおうめ

フーズ村 株式会社

紀州南高梅使用のかつお梅です。塩分約9％とご
はんのおかずに、お弁当にと好まれています。

【希望小売価格】3,780円
【内容量】1kg
【賞味期限】4ヶ月

紀州南高梅 梅満開
きしゅうなんこううめ うめまんかい

株式会社 ノームプラニング

紀州南高梅A級大粒梅干しだけを選りすぐり、化
学調味料、合成着色料、保存料を使用せず、あっ
さりとして食べやすい食感の塩分約6％うす塩味
梅干しに仕上げました。一粒一粒丁寧に手作業
にて個包装した、当社こ
だわりの逸品です。

【希望小売価格】3,240～5,400円
【内容量】9粒～20粒
【賞味期限】180日

かつお梅
かつおうめ

百福梅本舗 有限会社

温暖な紀州の気候とその風土によって育まれた『南高梅』は、ふ
くよかで柔らかな果肉と芳醇な香りをたずさえております。その南
高梅の一粒一粒を厳選し、弊社独自の製法でまろやかな風味に
仕上げています。丹念に手間ひまかけた手作りの味わいをお楽
しみ下さい。厳選した鰹節と紫蘇
の葉で南高梅の梅干しに絶妙
な旨味と香りを加えました。白い
ごはんに良く合う梅干しです。

【希望小売価格】1,620～5,400円
【内容量】300g～1,100g
【賞味期限】150日

村っ子梅
むらっこうめ

フーズ村 株式会社

樹上で完熟させた紀州南高梅を使用。伝統の技
と独自の手法で漬け上げた傑作です。うす塩仕
込み（塩分約8％）の一粒には、梅の酸味とハチミ
ツの甘さが絶妙に溶け合っています。

【希望小売価格】3,780円
【内容量】1kg
【賞味期限】6ヶ月

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】3か月
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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】3ヶ月

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
【内容量】1.3kg
【賞味期限】3ヶ月

優蜂蜜梅
ゆうはちみつうめ

有限会社 福亀堂

紀州産の南高梅に蜂蜜を加えた、さわやかなう
ま味の甘口で食べやすい梅干です。

【希望小売価格】1,080～4,000円
【内容量】170g（3L）・900g（3L）
【賞味期限】6ヶ月

スイーツハニー梅
すいーつはにーうめ

有限会社 福亀堂

塩分6％の蜂蜜入りの甘くて食べやすい、デザー
ト感覚の梅干です。お子様のおやつ、お茶漬けに
もぴったりです。紀州南高梅特選梅干に認定。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g（3L）～
【賞味期限】6ヶ月

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：4,200円、
二段：7,500円

【内容量】500g/段
【賞味期限】3ヶ月

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】3ヶ月

優南高梅
ゆうなんこううめ

有限会社 福亀堂

粒が大きく、肉厚で皮が柔らかく、口に含んだ時の
とろけるような食感が梅好きを魅了してやまない
「南高梅」を、丹念に漬け込み、まろやかで深みの
ある、高貴な味、質、風格の手造り梅干しです。

【希望小売価格】1,080～4,000円
【内容量】170g（3L）・900g（3L）
【賞味期限】6ヶ月

紀州健康梅 味わい梅
きしゅうけんこううめ あじわいうめ

伏村農園

自家栽培の完熟南高梅をかつお節、昆布エキス
等の秘伝のタレに漬け込んだジューシーでほん
のり酸味と甘味の奥深いまろやかな味。

【希望小売価格】1,080～3,240円
【内容量】400g～1,000g
【賞味期限】6ヶ月

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】15粒：3,950円、
24粒：5,950円

【賞味期限】3ヶ月

フレッシュ梅
ふれっしゅうめ

有限会社 福亀堂

紀州産の南高梅を塩分6％のうす塩味に仕上げ
たソフトタイプの梅干しです。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g（3L）・200g（M）
【賞味期限】6ヶ月

南高梅
なんこううめ

有限会社 福亀堂

粒が大きく、肉厚で皮が柔らかく、口に含んだ時の
とろけるような食感が梅好きを魅了してやまない
「南高梅」を、丹念に漬け込み、まろやかで深みの
ある、高貴な味、質、風格の手造り梅干しです。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】200g（M）
【賞味期限】6ヶ月

紀州健康梅 かつお梅
きしゅうけんこううめ かつおうめ

伏村農園

減農薬、減化学肥料。当園自家栽培の完熟南高
梅のみ使用。しその香りとかつお節の風味がお
互いに引き立ち、なんともさわやかな風味です。

【希望小売価格】1,080～3,240円
【内容量】400g～1,000g
【賞味期限】6ヶ月
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紀州健康梅 しそ味
きしゅうけんこううめ しそあじ

伏村農園

減農薬、減化学肥料。当園自家栽培の完熟南高
梅使用。ほんのり酸味と甘みの奥深い梅にしそ
の香りのハーモニーがたまりません。ついつい食
事がすすみます。

【希望小売価格】1,080～3,240円
【内容量】400g～1,000g
【賞味期限】6ヶ月

紀州健康梅 大粒梅干
きしゅうけんこううめ おおつぶうめぼし

伏村農園

減農薬、減化学肥料。当園自家栽培の完熟南高
梅のみ使用（3～5Lサイズ）。果汁たっぷり。ほの
甘い上品な口当たりの梅干です。後を引く美味し
さで贈り物に喜ばれています。

【希望小売価格】2,200～3,900円
【内容量】500g～1,000g
【賞味期限】6ヶ月

天日梅干（はちみつ入）
てんぴうめぼし（はちみついり）

株式会社 丸惣

本品は紀州特産の梅干のおいしさを保ちながら
塩分6％にまで抑え、まろやかな風味の梅干で
す。一粒一粒包装しておりますので、突然のお客
様のお茶請けや贈答品としても重宝されます。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】12粒
【賞味期限】180日

梅富久良
うめふっくら

株式会社 丸惣

本品は、梅干のおいしさを保ちながら塩分を6％
に抑えたふっくらまろやかな梅干です。お子様か
らご年配の方 ま々で幅広くお召し上がりいただけ
ます。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g
【賞味期限】180日

紀州健康梅 乾燥梅 まろやか味
きしゅうけんこううめ かんそううめ まろやかあじ

伏村農園

自家栽培の南高梅を、秘伝のタレに漬け込んで、
じっくり天日乾燥。ほのかな酸味と甘味が絶妙。
クエン酸、塩分補給で暑さ対策。携帯に便利。

【希望小売価格】864円
【内容量】100g
【賞味期限】6ヶ月

紀州みなべ南高梅 雪どけ
きしゅうみなべなんこううめ ゆきどけ

ふたばの梅干

エコファーマ（和歌山県認定05415号）の認定
を受けた紀州みなべの自家農園で栽培した皮
がうすく、完熟の南高梅を使い、塩分、酸味をほ
どよく抑え、味わいまろやかな梅干に漬け上げ、
安心、安全な商品の製
造に努めています。

【希望小売価格】790円（130g）、
1,200円（280g）、1,800円

（450g）、3,400円（1kg）
【賞味期限】4ヶ月

女松梅干
めまつうめぼし

株式会社 丸惣

紀州南高梅を使い、商品名の由来となっている
「女松葉（赤松）」エキスと共に漬け込んだ商品
です。程良い塩加減と酸味が特徴の梅干です。塩
分約14％。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g
【賞味期限】180日

天日梅干（メープルシロップ入）
てんぴうめぼし（めーぷるしろっぷいり）

株式会社 丸惣

紀州特産の南高梅に、メープルシロップを加え
て、デザート感覚の梅干に仕上げました。塩分
7％、個包装・木箱入です。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】12粒
【賞味期限】180日

紀州健康梅 干し梅 まろやか味
きしゅうけんこううめ ほしうめ まろやかあじ

伏村農園

ジューシーな果汁がギュッと濃縮され、奥深いう
まみがたまりません！！ほのかな酸味と甘みが
絶妙！！食べやすい種抜き！！旅行、お出かけに
便利。

【希望小売価格】540円
【内容量】30g
【賞味期限】6ヶ月

紀州南高梅 不動の梅
きしゅうなんこううめ ふどうのうめ

株式会社 不動農園

紀州産南高梅の中でも、大粒で特に良質な梅干
のみを使用。弊社一番人気の｢うす塩味｣に仕上
げております。

【希望小売価格】4,320円
【内容量】850g
【賞味期限】120日

梅の年輪
うめのねんりん

株式会社 丸惣

本品は紀州特産の南高梅にハチミツを加え、よ
り一層のまろやかさと風味を醸し出した逸品で
す。お子様からご年配の方 ま々で幅広くお召し上
がりいただけます。塩分約8％。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】170g
【賞味期限】180日

梅瑞祥 10粒入り
うめずいしょう 10つぶいり

株式会社 丸惣

紀州特産の南高梅を梅干のおいしさを保ちなが
ら、塩分を5％に仕上げました。製造特許取得商
品です。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】10粒
【賞味期限】180日
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技
わざ

マルヤマ食品 株式会社

しその香りがひきたつ、昔ながらの梅干。化学調
味料、着色料を一切使用せず、あっさりと仕上
がっています（塩分約9％）。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】500g
【賞味期限】9か月

NEW

紀州南高梅 sui 120g
きしゅうなんこうばい すい 120g

moro molo

moro molo（モロモロ）独自の製法で作られた
驚きのイタリアンテイスト！日本初（世界初）のイ
タリアンハーブの梅干は、梅干しが苦手な人でも
食べやすく、ご飯のお供にはもちろん、お酒のお
供や、お料理にも大活躍
します。

【希望小売価格】864円
【内容量】120g
【賞味期限】約6ケ月

NEW

紀州小梅 kosui 60g
きしゅうこうめ こすい 60g

moro molo

moro molo（モロモロ）独自の製法で作られた
驚きのイタリアンテイスト。ご飯にもパスタにも、
お酒にも合うと評判のイタリアンハーブの梅干し
です。小梅アイテムでも一番人気の商品です。

【希望小売価格】648円
【内容量】60g
【賞味期限】約6ケ月

NEW

紀州南高梅 ハート干し梅 「coco/5」 
　　きしゅうなんこうばい はーとほしうめ ここ ふぁいぶ

moro molo

後味が良くて癖の無いmoro molo（モロモロ）の蜂蜜
梅をベースに干し梅に適したものを選別し5回以上の
工程を入れて仕上げられたSNS映え間違いなしの食
べるのが勿体無い候補1位の商品です。梅干を追い干
しする事により、少しネチッ
とした食感と濃厚な梅の味
を楽しんでいただけるス
イーツのような干し梅です。

【希望小売価格】1,620円
【内容量】5枚（40g）
【賞味期限】約6ケ月

匠
たくみ

マルヤマ食品 株式会社

梅の風味を大切に残し自然な仕上がりのうす塩
梅干。梅づくりの匠の技がさえる一品です（塩分
約10％）。

【希望小売価格】2,200円
【賞味期限】12か月

NEW

紀州南高梅 beni 120g
きしゅうなんこうばい べに 120g

moro molo

加工品の赤紫蘇を使わず、摘み取ったばかりの
新鮮な赤紫蘇の新芽を手作業で洗浄、塩もみ、
灰汁抜きしたものだけを使用しております。moro 
molo（モロモロ）の紫蘇梅の彩り・香り・風味は、
他では味わえない品の
良さと特別感を味わって
いただけます。

【希望小売価格】918円
【内容量】120g
【賞味期限】約6ケ月

NEW

紀州小梅 kobeni 60g
きしゅうこうめ こべに 60g

moro molo

こだわりの木皿で干した紀州の小梅を使った無
添加の逸品。着色料などを一切使わない、丁寧
に手揉みした赤紫蘇のみを用いた昔ながらの紫
蘇梅です。紫蘇本来の鮮やかな、彩り・香り・風味
をお楽しみ下さい。他で
はなかなか、味わう事の
出来ない梅干しです。

【希望小売価格】648円
【内容量】60g
【賞味期限】約6ケ月

NEW

紀州小梅 真珠セット（白干梅、紫蘇梅）
　　  きしゅうこうめ しんじゅせっと（しらぼしうめ、しそうめ）

moro molo

プチギフトやお祝い事などにお使い頂ける。紅白
の無添加小梅セット。添加物を使わない昔なが
らの美味しい梅干しです。moro molo（モロモ
ロ）オリジナルの包装紙でお包みしてお届けさせ
て頂きます。

【希望小売価格】1,458円
【内容量】60g×2個
【賞味期限】約6ケ月

こんぶ梅
こんぶうめ

マルヤマ食品 株式会社

北海道産高級昆布を贅沢に使い、美味しく熟成
させました。昆布の旨味が梅の酸味を抑え、上品
な味に仕上がっています（塩分約10％）。

【希望小売価格】2,200円
【賞味期限】12か月

NEW

紀州南高梅 mitsu 120g
きしゅうなんこうばい みつ 120g

moro molo

moro molo（モロモロ）考案の特別な調味液で
漬けた蜂蜜梅は風味が良く後味もスッキリ。今ま
で蜂蜜梅が苦手だった方に是非食べていただき
たい逸品です。

【希望小売価格】810円
【内容量】120g
【賞味期限】約6ケ月

NEW

紀州小梅 komitsu 60g
きしゅうこうめ こみつ 60g

moro molo

今では稀な昔ながらの製法で、木皿を用いて天
日干しにした紀州産小梅を使用。moro molo
（モロモロ）考案の特別な調味液で漬けた蜂蜜
梅は風味が良く後味もスッキリ。今まで蜂蜜梅が
苦手だった方に是非食
べていただきたい逸品
です。

【希望小売価格】648円
【内容量】60g
【賞味期限】約6ケ月

NEW

紀州小梅 トリコセット（白干梅、紫蘇梅、蜂蜜梅）
　　     きしゅうこうめ とりこせっと（しらぼしうめ、しそうめ、はちみつうめ）

moro molo

無添加の白干梅と紫蘇梅、そして風味と後味にこ
だわった蜂蜜梅の3本セット！今では稀な昔なが
らの製法で、木皿を用いて天日干しにした紀州
産小梅を使用。moro molo（モロモロ）オリジナ
ルの包装紙でお包みして
お届けさせて頂きます。

【希望小売価格】2,160円
【内容量】60g×3個
【賞味期限】約6ケ月
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NEW

紀州小梅 トリコセット（白干梅、紫蘇梅、イタリアンハーブ梅）
　　　  きしゅうこうめ とりこせっと（しらぼしうめ、しそうめ、いたりあんはーぶうめ）

moro molo

無添加の白干梅と紫蘇梅、そして人気のイタリア
ンハーブ梅の3本セット！今では稀な昔ながらの
製法で、木皿を用いて天日干しにした紀州産小
梅を使用。moro molo（モロモロ）オリジナルの
包装紙でお包みしてお
届けさせて頂きます。

【希望小売価格】2,160円
【内容量】60g×3個
【賞味期限】約6ケ月

NEW

紀州南高梅しそ塩分約15％
　　   きしゅうなんこううめしそえんぶんやく15%

株式会社 やまだ

天然のしその葉と一緒に丹念に漬け込んだ梅干
し。しそ本来の紅色を生かし、さわやかな香りと
昔ながらの酸っぱい味わいがクセになります。

【希望小売価格】200g：1,300円、
500g：2,485円、850g：3,890円

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州完熟南高梅 白龍梅
きしゅうかんじゅくなんこううめ はくりゅうばい

横山食品 株式会社

ぽってり大粒で、果皮まで柔らかい梅の実。最高
級の南高梅のみを選び丁度いい塩梅に仕上げ
ました。梅本来の味が生きた、ご飯によくあう梅
干しです。

【希望小売価格】2,100円、
3,675円、5,460円、10,290円

【内容量】500g、1,000g、1,500g、
3,000g

【賞味期限】90日

紀州完熟南高梅 しその葉漬
きしゅうかんじゅくなんこううめ しそのはづけ

横山食品 株式会社

香の良い紫蘇の葉を、たっぷり使いました。梅干
としその葉を交互に敷き詰め、梅の実が紅色に
染まり鮮やかでいい香りの梅干。誰にも好まれる
懐かしい味わいです。

【希望小売価格】4,725円、13,650円
【内容量】1,600g、4,000g
【賞味期限】180日

NEW

紀州南高梅プレミアム塩分約3％
　　　きしゅうなんこううめプレミアムえんぶんやく3%

株式会社 やまだ

最高級の紀州南高梅を、独自の手法で塩分を3％にまで抑
えました。一般的には6％～8％の低塩が主流になっている
なか、健康を心がける方に最適です！手軽にスイーツ感覚、
フルーツ感覚でお召し上がりください。そのままお茶うけ、ゼ
リーなどお菓子作りや、アイス
に添えてなどシーンにあわせ
てお楽しみいただけます。

【希望小売価格】200g：1,300円、
500g：2,485円、850g：3,890円

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

NEW

紀州南高梅しそプレミアム塩分約6％
　　　きしゅうなんこううめしそぷれみあむえんぶんやく6%

株式会社 やまだ

塩分は気になるけれど甘い梅干しは苦手…とい
う方に、しそ漬梅干しの風味を残しながらも、食
品添加物は使用せず塩分を約6％におさえた素
朴な味わいの梅干しです。

【希望小売価格】200g：1,300円、
500g：2,485円、850g：3,890円

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州完熟南高梅 あっさり白龍
きしゅうかんじゅくなんこううめ あっさりはくりゅう

横山食品 株式会社

人気の白龍梅の少しうす塩梅、柔らかい果皮果
肉が自慢です。甘すぎず、あと味のすっきり感が楽
しめる、まろやかで食べやすい梅干です。

【希望小売価格】1,750円、
3,400円、4,800円、10,500円

【内容量】400g、850g、1,300g、
3,000g

【賞味期限】90日

紀州完熟南高梅 福寿梅
きしゅうかんじゅくなんこううめ ふくじゅうめ

横山食品 株式会社

縁起がいいと言われる梅。その極上の梅干を全
て別格に漬け込んだ、「健か梅」と「寿ぎ梅」。小さ
なプレゼント用に、かわいい手付きの紙袋にお入
れしました。

【希望小売価格】800円
【内容量】寿ぎ梅30g（1包）、健か
梅30g（1包）

【賞味期限】90日

NEW

紀州南高梅 「花」 塩分約6％
　　   きしゅうなんこううめ 「はな」 えんぶんやく6%

株式会社 やまだ

長年培われてきた方法で、梅本来のうま味を残
しつつ塩分控えめに仕上げました。酸味と甘み
が絶妙な、減塩タイプの梅干しです。

【希望小売価格】200g：1,300円、
500g：2,485円、850g：3,890円

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

NEW

紀州南高梅はちみつ極塩分約6％
　　　きしゅうなんこううめはちみつきわみえんぶんやく6%

株式会社 やまだ

紀州南高梅本来の美味しい酸味を生かしながら、ま
ろやかであっさりとした味わいに仕上げました。「甘
すぎず、塩分控えめ」タイプをお求めのお客様におす
すめ致します。甘さ控えめで、しらす丼のトッピングや
パスタに絡めて味のアク
セントにするなど、お料理
にもよく合う梅干です。

【希望小売価格】200g：1,300円、
500g：2,485円、850g：3,890円

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

紀州完熟南高梅 和み梅
きしゅうかんじゅくなんこううめ なごみうめ

横山食品 株式会社

あまり塩味が感じないくらい蜂蜜をたっぷり使っ
た、かなり甘口の梅干。柔らかい果皮果肉が自慢
です。やさしくフルーティな味わいは、お茶請けに
もぴったりです。

【希望小売価格】2,500円、3,800円
【内容量】500g、800g
【賞味期限】90日

紀州完熟南高梅 特別の日の梅干
きしゅうかんじゅくなんこううめ とくべつのひのうめぼし

横山食品 株式会社

縁起がいいと言われる梅。その極上の梅干を全
て別格に漬け込んだ、「健か梅」と「寿ぎ梅」。ご家
族様の特別の日に、梅柄重箱にお詰めし、風呂
敷にお包みしました。

【希望小売価格】3,000円
【内容量】500g、800g
【賞味期限】90日
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梅
梅シロップ

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

おひさま サン紀っす
おひさま さんきっす

横山食品 株式会社

自家梅園産南高梅の完熟梅で漬けた「サン紀っ
す」に更によく熟した果肉を加えました。やさしい
甘さです。

【希望小売価格】1,852円
【内容量】720ml
【賞味期限】12ヶ月

NEW

梅エキス
うめえきす

梅吉食品 株式会社

クエン酸、ミネラル等が豊富に含まれた梅エキス
は家庭薬として常備されていました。梅の力が
ギュッと濃縮された昔ながらの健康食品です。

【希望小売価格】1,836円（65g）、
3,564円（180g）、5,400円（300g）

【内容量】65g、180g、300g
【賞味期限】製造日から3年

NEW

梅の精
うめのせい

梅吉食品 株式会社

保存料や香料を一切加えない無添加のジュース。梅の
成分がギュッと凝縮されています。お召し上がりの際は
4～5倍に水やソーダで割ってお飲み頂きます。寒い時
期にはお湯で割ってホットドリンクとしても、暑い時期に
はカキ氷のシロップとしてお
子様にも人気があります。
四季を通じてお楽しみ頂く
ことができる商品です。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】720ml
【賞味期限】製造日より2年

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

梅
その他梅加工品

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

りんご酢香る梅シロップ
りんごすかおるうめしろっぷ

株式会社 紅梅園

紀州産南高梅と砂糖、りんご酢のみで抽出した
食品添加物無添加の梅シロップ。水で約5倍で
梅ジュースに。お酒と割って梅酒など。

【希望小売価格】648円
【内容量】330g
【賞味期限】10か月

青梅シロップ サン紀っす
あおうめしろっぷ さんきっす

横山食品 株式会社

自家梅園産南高梅のよく熟した梅の実を氷砂
糖・蜂蜜のみで漬込みました。爽やかな甘ずっぱ
い梅のジュースです。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】720ml
【賞味期限】12ヶ月

三日月梅
みっかづきうめ

株式会社 岩本食品

もぎたての紀州南高梅で作られています。種を抜
いた梅をしそで巻き、砂糖で漬けたお茶漬けに
最適の商品です。

【希望小売価格】600円、1,000円
【内容量】100g、230g
【賞味期限】製造から約4ヶ月

紀州カリカリ梅
きしゅうかりかりうめ

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅の刻み梅と国産の刻みしそを混ぜ
合わせた、シャキシャキとした歯ごたえが美味し
い、ご飯やサラダによく合う一品です。

【希望小売価格】324円（60g）、
540円（150g）

【賞味期限】4ヶ月
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紀州南高梅カリカリ甘梅
きしゅうなんこううめかりかりあまうめ

株式会社 紀州本庄うめよし

クセになるカリカリ食感と、ほどよい酸味に甘口
な味付けのため、おやつ感覚で食べられるカリ
カリ梅になります。

【希望小売価格】540円
【内容量】100g
【賞味期限】6ヶ月

有機赤梅酢
ゆうきあかうめず

竹内農園 株式会社

有機白梅酢と有機赤しそで漬込んでできた赤梅
酢。しその芳香な香りと色をお楽しみください。

【希望小売価格】300円
【内容量】150ml
【賞味期限】1年

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

紀州南高梅 梅みつ
きしゅうなんこううめ うめみつ

株式会社 ふみこ農園

紀州南高梅を砂糖と蜂蜜のみを使い、じっくり漬け込
んだ「梅グラッセ」のシロップをじっくり煮つめて作っ
た「梅蜜」です。梅の成分を含んだ、甘酸っぱくサッパ
リとした体に優しい梅蜜です。2011～2013年3年連
続iTQi（国際味覚審査機
構）にて優秀味覚賞を受
賞させて頂きました。

【希望小売価格】864円
【内容量】120g
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能

紀州南高梅 「梅炊き込みごはんの素」 
きしゅうなんこううめ うめたきこみごはんのもと

株式会社 紀和農園プロダクツ

南高梅としそにかつお節・昆布・煮干いわしで旨
みを引出した出汁で炊上げる梅炊き込みごはん
の素。出汁の旨み、梅・しその香りと味わいが広が
ります。

【希望小売価格】518円
【内容量】90g（2～3合炊き）
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

有機白梅酢
ゆうきしろうめず

竹内農園 株式会社

有機梅を漬け込んだ時に副産物としてできるの
が梅酢です。クエン酸・ミネラルがたっぷり含まれ
ています。料理や、ソースにと色 使々えます。

【希望小売価格】300円
【内容量】150ml
【賞味期限】1年

純梅肉エキス
じゅんばいにくえきす

林圓三郎商店

和歌山産の熟していない採れたての青梅のみを
使用し、品質向上をめざしつつ、昔ながらの製法
で作っています。青梅の種を一粒づつ取り除くと
いう手間のかかる作業ですが、良質の梅肉エキ
スを作る為、守り続けて
います。

【希望小売価格】1,050円、
2,350円、7,600円

【内容量】30g、80g、300g
【賞味期限】3年

紀州南高梅 梅グラッセ
きしゅうなんこううめ うめぐらっせ

株式会社 ふみこ農園

紀州南高梅を砂糖と蜂蜜のみを使い、じっくり漬け
込んだ添加物を使用していない梅のスイーツです。
2011～2013年3年連続iTQi（国際味覚審査機構）
にて優秀味覚賞を受賞。また2013年観光庁の「世
界に通用する究極のお土
産」ではシルバーリボン賞
を受賞させて頂きました。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】5粒
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能

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

【内容量】木箱15個入300g、紙箱
12個入240g

【賞味期限】4ヶ月

有機練り梅
ゆうきねりうめ

竹内農園 株式会社

有機梅干しを贅沢な練り梅に仕上げました。パ
ルパーで潰しています。おにぎりやソースにと種
がないので使い勝手がいいです。

【希望小売価格】380円
【内容量】150g
【賞味期限】1年

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

ぺたんこちょび梅
ぺたんこちょびうめ

マルヤマ食品 株式会社

紀州南高梅の種を取り除き、梅肉をそのまま薄く
のばして天日乾燥しました。しょっぱさがクセにな
る懐かしい味わいです。

【希望小売価格】200円
【賞味期限】2年
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温州ミカン

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】6,000円（5㎏、
Mサイズ）（税別）

【内容量】5㎏
【消費期限】7日
【流通時期】12月中旬～12月下旬

超熟屋根掛けみかん
ちょうじゅくやねかけみかん

勘繁園

早生みかんに屋根掛けをし、通常よりも、3ヶ月以
上樹上完熟させた超熟みかんです。土作り水に
もこだわり、より美味しく健康に貢献できるみか
ん作りに、一層の向上を心掛け取り組んでいま
す。糖度13度以上酸度1
以下で甘味比が高く美
味です。

【希望小売価格】1,000～1,500円/kg
【内容量】3kg～5kg入り
【流通時期】1月中旬～2月中旬

NEW

有田みかん 晩生林
ありだみかん おくてはやし

北正園

全国的なブランドである「有田みかん」の品質を
より高めるため、水分調整や除草対策等を通じ
た栽培を行い、高糖度になるよう木成り熟成させ
ています。

【希望小売価格】5,000円
【内容量】5kg
【消費期限】90日
【流通時期】12～2月

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】6,000円（5㎏、
Mサイズ）（税別）

【内容量】5㎏
【消費期限】7日
【流通時期】10月中旬～11月上旬

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】6,000円（5㎏、
Mサイズ）（税別）

【内容量】5㎏
【消費期限】7日
【流通時期】12月下旬

有田みかん 極早生上野
ありだみかん ごくわせうえの

北正園

歴史ある「有田みかん」の中でも「極早生上野」
は、除草剤を使わず栽培しており、糖度12度以
上の甘さに加え、後味が「さわやか」であるのが
特徴です。

【希望小売価格】5,000円
【内容量】5kg
【消費期限】30日
【流通時期】10月下旬～11月中旬

木熟みかん 天
きじゅくみかん てん

紀南農業協同組合

早生みかんを12月頃まで木にならして樹上で完
熟させ、糖度12度以上のものを出荷。他の産地
が中生系に代わる12月に、食味の良い早生の木
熟にこだわっています。果肉の紅が濃く、甘味が
小袋にまでなじんで、と
ろけるようなおいしさの
みかんです。

【希望小売価格】時期に応じて要相談
【流通時期】12月
【希望小売価格】時期に応じて要相談
【流通時期】12月

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】6,000円（5㎏、
Mサイズ）（税別）

【内容量】5㎏
【消費期限】7日
【流通時期】11月中旬～12月上旬

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】6,500円（5㎏、
Mサイズ）（税別）

【内容量】5㎏
【消費期限】7日
【流通時期】1月中旬～1月下旬

有田みかん 宮川早生
ありだみかん みやがわわせ

北正園

栽培地は、海に面した高台の南向きの斜面にあ
るため、日照時間が長く美味しいみかんになる。
皮が薄く、果肉の色が濃く、甘さと程よい酸味も
あって大変美味しいみかんです。

【希望小売価格】5,000円（5kg）、
10,000円（10kg）

【内容量】5㎏、10㎏
【流通時期】12月中旬

天
てん

紀南農業協同組合

天は、JA紀南管内で栽培されている温州ミカン
（極早生・早生）で一定の基準をクリアした厳選
みかんです。“天に昇るような甘いみかんを栽培
するんだ”という意気込みが“天”という名前にな
りました。旨味厳選、まろ
やかな食味が特徴です。

【希望小売価格】時期に応じて要相談
【流通時期】10月
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有田みかん（味一ゆら）
ありだみかん（あじいちゆら）

JAありだ共選協議会

味一ゆらは、和歌山県が育成した極早生品種の
「ゆら早生」の中でも12度以上の糖度があり、園
地審査、品質検査の基準に合格した生産者のみ
出荷している厳選された品です。じょうのう膜の薄
さ、高い糖度優れた食味
は高く評価されています。

【内容量】5kg
【流通時期】10月上旬～下旬

サンレディ
さんれでぃ

ながみね農協 下津柑橘部会

黒潮の香りと太陽一杯の大地で採れるしもつみ
かん。サンレディは、園地登録された園地の中か
ら、糖度12度以上のものを厳選しています。じょう
のうが薄く、果肉がみずみずしいのが特徴で、甘味
と酸味のバランスが良く、
コクのあるみかんです。

【内容量】5kg
【流通時期】11月中旬～2月下旬

蔵出ししもつみかん
くらだししもつみかん

ながみね農協 下津柑橘部会

黒潮の香りと太陽一杯の大地で採れるしもつみ
かん。蔵出ししもつみかんは、12月に収穫したみ
かんを貯蔵庫で静かに熟成させた本貯蔵みか
んです。細心の注意を払って貯蔵管理されたみ
かんは、糖と酸のバラン
スが良く、まろやかな食
味が特徴です。

【内容量】10kg
【流通時期】1月中旬～3月上旬

木成り完熟みかん
きなりかんじゅくみかん

まるまつ農園

段々畑で、12月まで木成り完熟させ、美味しい時
期に一気に収穫します。糖度と酸度のバランス抜
群。二つ三つと食べたくなるみかんです。

【希望小売価格】5㎏：3,334円（税別）
【内容量】5㎏
【流通時期】12月上旬～下旬

有田みかん（味一）
ありだみかん（あじいち）

JAありだ共選協議会

味一みかんは、早生みかんと普通みかんの中か
ら、特に味の良いみかんを光センサー（糖度が
12％以上及び酸度など）を用い厳しく選別した最
高級のみかんです。糖酸バランスが良く、内皮がや
わらかいのが特徴です。

【内容量】10kg、5kg
【流通時期】11月中旬～12月下旬

雛みかん
ひなみかん

ながみね農協 下津柑橘部会

雛みかんは、みかんの原種「橘」が日本で最初に
移植された橘本神社に無病息災を祈祷し、雛祭
りの時期に合わせて出荷します。収穫後貯蔵さ
れたみかんは、適度に酸が抜け、糖と酸のバラン
スが最高です。

【内容量】10kg
【流通時期】1月中旬～3月上旬

NEW

松兵衛みかん（田口早生）
まつべえみかん（たぐちわせ）

主井農園

黒潮の温暖な気候、潮風当たる段 畑々、紀伊水道に面した湯浅湾、み
かんの糖度が決まる夏に雨が降りにくいのが特徴でもあるこの地域 
主井農園の初代「松兵衛」より代 受々け継いだ畑で今、先代からの栽
培技術に加え、時代の工夫を取り入れながら、日々 大切に育てていま
す。五代目農主がこだわるコクと酸
のバランス、潮風香る温暖な畑の香
りの果実をどうぞご賞味ください。

【希望小売価格】5㎏箱：5,000円、
3kg箱：3,000円

【内容量】約5㎏（手詰満杯）、約3Kg（手詰満杯）
【消費期限】7日
【流通時期】11月中下旬頃～12月上旬頃

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キロ箱4,500円
【内容量】5キロ箱、10キロ箱
【消費期限】7日
【流通時期】10～12月

滝橘園のみかん（田口早生）
たきたちばなえんのみかん（たぐちわせ）

滝橘園

シャインマスカットのような食感と濃厚な味わい。
実のなるエイジングした枝と実をつけないアンチ
エイジングした枝のバランスがおいしさのもとです。

【希望小売価格】1,000円～/kg
【内容量】2kg、5kg、10kg
【流通時期】11月～12月

ひかえおろう
ひかえおろう

ながみね農協 下津柑橘部会

黒潮の香りと太陽一杯の大地で採れるしもつみ
かん。ひかえおろうは、品種・出荷時期ごとに選り
すぐりを集め、色が濃く、糖度13度以上のみのこ
だわり品。食味、外観すべてにおいて、最高級の
みかんです。

【内容量】5kg
【流通時期】11月中旬～2月下旬
（要確認）

NEW

松兵衛みかん（ゆら早生）
まつべえみかん（ゆらわせ）

主井農園

黒潮の温暖な気候、潮風当たる段 畑々、紀伊水道に面した湯浅湾、み
かんの糖度が決まる夏に雨が降りにくいのが特徴でもあるこの地域 
主井農園の初代「松兵衛」より代 受々け継いだ畑で今、先代からの栽
培技術に加え、時代の工夫を取り入れながら、日々 大切に育てていま
す。五代目農主がこだわるコクと酸
のバランス、潮風香る温暖な畑の香
りの果実をどうぞご賞味ください。

【希望小売価格】5㎏箱：5,000円、
3kg箱：3,000円

【内容量】約5㎏（手詰満杯）、約3Kg（手詰満杯）
【消費期限】7日
【流通時期】10月中旬頃～下旬頃
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その他柑橘

デコポン
でこぽん

紀南農業協同組合

不知火は、清見とポンカンを配合して育成された
品種で、糖度が13～14度と高く、食味良好。濃
厚な甘さと皮を剥いた瞬間の爽やかな香りが特
徴です。

【希望小売価格】時期に応じて要相談
【流通時期】2月～3月

樹上熟成ネーブル
じゅじょうじゅくせいねーぶる

滝橘園

他にない独自の剪定で、花を咲かせないまま、枝
を2年間熟成させます。そこに糖分たっぷりの
ジューシーなネーブルを実らせ、3月まで樹に成ら
せたまま熟成させてより濃厚な美味しさに仕上
げています。

【希望小売価格】1,000円～/kg
【内容量】2kg、3kg、5kg
【流通時期】3月～4月

農林産物と
加工品

もも

NEW

青バレンシアオレンジ
あおばれんしあおれんじ

かねよし農園

青バレンシアオレンジは国産は非常に希少で
す。手間と時間をかけて栽培、収穫し、手選別で
荷造りします。夏の暑い時期にピッタリの果汁の
多い香り高い柑橘。ビタミンCが豊富で、アミノ酸
も豊富です。

【希望小売価格】5,000円（5㎏、L・
2Lサイズ混）（税別）

【内容量】5㎏
【消費期限】7日
【流通時期】6月末～7月上旬

四季彩園 くしもとポンカン
しきさいえん くしもとぽんかん

四季彩園

食の安全・安心にどこまでもこだわり栽培期間中
消毒せずに除草剤も一切使用しておらず独自の
有機堆肥を使用しています。濃厚・風味豊かでコ
クのある四季彩園のポンカンです。

【希望小売価格】2kg：2,000円、
4kg：4,000円

【内容量】2kg、4kg
【流通時期】1月中

超熟しらぬい
ちょうじゅくしらぬい

まるまつ農園

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】2㎏：3,334円（税
別）、3㎏：5,000円（税別）、5㎏：
7,093円（税別）

【内容量】2㎏、3㎏、5㎏
【流通時期】3月下旬～4月下旬

あら川の桃
あらかわのもも

あら川の桃振興協議会

あら川の桃は、砂れきを含んだ水はけの良い地
質と温暖な気候の中、生産者の手間を惜しまな
い栽培方法、品質改良へのたゆまぬ努力の中、一
つひとつ丹精込めて育てられているので、おいし
さには自信があります。

【流通時期】6月中旬～8月中旬

とんと農園の不知火
とんとのうえんのしらぬい

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

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）

【内容量】5kg、10kg
【消費期限】30日
【流通時期】12月下旬～1月中旬

箱入り娘 せとか
はこいりむすめ せとか

マルユー園

せとかは、トゲや病気が多い品種のため露地で
は、品質が安定しないためハウス栽培で独特の
皮の柔らかく見た目、そして濃厚な味に仕上げた
商品です。

【希望小売価格】5,000円
【内容量】3Kg（2L・12個入り、3L・
10個入り、4L・8個入り）

【消費期限】発送日から10日
【流通時期】3月上旬～3月下旬

和夏山美人
わかやまびじん

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。その中でも特に園主が厳選した大きな桃です。

【希望小売価格】6,000円～12,000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。
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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。

一心農園の富有柿 特選大玉果
いっしんのうえんのふゆうがき とくせんおおだまか

一心農園

戦国武将真田幸村で有名な九度山町で自然の
恵みと一心農園の愛情をたっぷり受けて育ちま
した。昔ながらの栽培技術を大切にし、「大玉で
も日持ちがよく糖度も高い」そんな味にとことんこ
だわった富有柿です。

【希望小売価格】5,400円
【内容量】約1.8kg（5～6玉）
【流通時期】11月下旬～12月上旬

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。果肉は黒く上品な甘み、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）
【消費期限】冷蔵にて7日
【流通時期】10月中旬～11月中旬

農林産物と
加工品

その他果物

農林産物と
加工品

柿

紀の川柿
きのかわがき

紀北川上農業協同組合

「紀の川柿」は「たねなし柿」を1つ1つ丁寧に袋
掛けし、樹上で渋抜きをする事で果肉に胡麻状
の着色がつく特別な柿です。タネが無く食べやす
い柿で、鮮やかな表皮の色と大玉で上品な甘
さ、シャリシャリとした食
感が大人気の商品です。

【希望小売価格】要相談
【内容量】28～36玉入
【流通時期】10月中旬～11月中旬

温室新秋柿
おんしつしんしゅうかき

まるしげ農園

柿の中でも極めて糖度が高く食味の良い甘柿で
す。ハウス栽培にすることで二級品の果実を減ら
し、全国にない8月下旬から新秋柿をお届けして
います。完熟で収穫しておりますのでなるべくお早
めにお召し上がり下さい。

【希望小売価格】5,000円～
【内容量】1.2kg（1個2L（220g）以上
で7～10個入り）
【消費期限】完熟で収穫の為なるべく
お早めに食べて下さい。
【流通時期】9月中旬～下旬

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。

【希望小売価格】2,500円
【内容量】L玉12個入り
【流通時期】8月上旬～10月上旬ご
ろまで

貯蔵たねなし柿
ちょぞうたねなしがき

味好農園

通常の脱渋方法ではなく、柿の果実の呼吸に
よって長い時間をかけて脱渋しているため、少し
違った柿の味を堪能することができます。

【希望小売価格】1パック：1,000円
【内容量】2L 4個入り、3L 3個入り
【消費期限】開封後7～10日
【流通時期】12月中旬～下旬

冷蔵富有柿
れいぞうふゆうがき

古田農園  ［古田真敏］ 

完熟富有柿を収穫し、袋に密封し、冷蔵保存した
ものを12月下旬より2月下旬までお届けします。

【希望小売価格】4,500円～
【内容量】3L以上8個より
【消費期限】冷暗所にて1週間、
冷蔵庫にて2週間程度

【流通時期】12月下旬～翌2月下旬

松いちご
まついちご

煙樹ヶ浜 松葉堆肥ブランド研究会

美浜町煙樹ヶ浜の松葉堆肥を使用、低温管理で
完熟にしています。収量より味にこだわった栽培
方法で育てており、高い糖度と大きさを両立して
います。

【流通時期】12月～4月
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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

小玉スイカ（ひとりじめ7）
こだますいか（ひとりじめせぶん）

古田農園  ［古田真敏］ 

標高400mの畑で栽培したスイカです。水田栽
培と異なりシャキシャキ感がおいしい小玉で、1
人～2人の食べ切りサイズです。

【希望小売価格】1,300円～
【内容量】1玉
【流通時期】7月下旬～8月下旬

農林産物と
加工品

米・野菜

松きゅうり
まつきゅうり

煙樹ヶ浜 松葉堆肥ブランド研究会

美浜町煙樹ヶ浜の松葉を良質な堆肥にして使用
しています。パリッとした食感、みずみずしさ、爽や
かな香りとほろ苦“きゅうり”本来のおいしさです。

【内容量】5kg/箱
【流通時期】10月～7月

まりひめデラックス
まりひめでらっくす

はないちご農園

松堆肥を使用した環境循環型農法で栽培され
た「まりひめ」を厳選し、ひとつひとつ丁寧にフ
ルーツキャップに包みました。

【希望小売価格】4,500円
【内容量】約400g
【流通時期】12月中旬～4月

NEW

いちじくプリンセス
いちじくぷりんせす

ロハス農園

最高に美味しいいちじくは、樹上完熟のタイミン
グを見極めて収穫しています。完熟の見た目にも
美しいいちじくはとてもデリケート。品質を保つた
めお姫様のように特別なゆりかごで梱包出荷し、
大切に丁寧にお客様の
もとにお届けします。

【内容量】L9玉、M12玉
【流通時期】8月中旬―11月上旬

DewRose PETAL
でゅーろーず ぺたる

株式会社 あがらと

Dew Roseは、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
で育まれます。自然なものだけで育まれた土が薔
薇本来のチカラを引き出し、安全でおいしい薔薇
が花開きます。

【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

松とまと
まつとまと

煙樹ヶ浜 松葉堆肥ブランド研究会

美浜町煙樹ヶ浜の松葉堆肥を使用しています。
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

NEW

まりひめ
まりひめ

株式会社 ふるーつふぁーむわかやま

和歌山県限定品種のまりひめいちごです。当店
のまりひめは、化学肥料は一切使わず、自然にあ
るものだけで作られた有機肥料のみで育ててい
ます。

【希望小売価格】3,000円～

まりひめプレミアム 毬姫様
まりひめぷれみあむ まりひめさま

和歌山県いちご生産組合連合会

和歌山県オリジナル品種「まりひめ」の中でも
35g以上で、糖度9度以上の完熟果実を厳選し
た特別ないちごです。12月～2月の期間限定商
品です。

【内容量】9粒入り、12粒入り
【流通時期】12月～2月

自根きゅうり
じこんきゅうり

アボカドの橋爪農園

きゅうり自身の根から栽培している為、本来の食
味と香りが楽しめます。みずみずしくシャキッと柔
らかで、さっぱりしている中に甘みも感じられます。

【希望小売価格】173円
【内容量】3本入り 300g以上
【消費期限】7日
【流通時期】3月後半～7月中頃
9月中頃～11月中頃

がんこおやじのフルーツトマト
がんこおやじのふるーつとまと

假家 英明

昔のとまとの味に近づけて育てています。

【希望小売価格】600円、9,720円
【内容量】1袋：200g、1c/s：3kg
【消費期限】7日
【流通時期】11月～7月まで
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鞆渕がんこ農家の◯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
【消費期限】常温保存1年間
【流通時期】12月下旬～3月

熊野米
くまのまい

熊野米プロジェクト

台風に強い『ヒカリ新世紀』を梅の力を使って栽
培しています。食感は他の品種よりもちもちして、
ねばりと甘みがあり、冷めてもおいしいです。

【希望小売価格】2,880円、
1,230円、350円

【内容量】5㎏、2㎏、300g
【消費期限】精米日より1ヶ月
【流通時期】通年

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。

【希望小売価格】現在小売りはして
おりません。
【内容量】150g
【流通時期】11月下旬～6月頃

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。

【希望小売価格】現在小売りはして
おりません。
【内容量】150g
【流通時期】11月下旬～6月頃

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

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。

【希望小売価格】現在小売りはして
おりません。
【内容量】220g
【流通時期】11月下旬～6月頃

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。

【希望小売価格】現在小売りはして
おりません。
【内容量】150g
【流通時期】11月下旬～6月頃

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】レギュラー9本入り
：3,700円、大9本入り：4,000円、
特大8本入り：4,500円

【内容量】レギュラー（330g～360g）、
大（370g～420g）9本入り、特大

（430g～470g）8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

幻のはたごんぼ
まぼろしのはたごんぼ

農事組合法人 くにぎ広場・農産物直売交流施設組合

太くて、長くて、香り良し、柔らかくて味が良い。こ
れが幻のはたごんぼ、一度食べると忘れられな
いこの味。

【希望小売価格】1kgあたり1,000
円～3,000円
【流通時期】11月～4月

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。

【希望小売価格】現在小売りはして
おりません。
【内容量】5kg
【流通時期】11月下旬～6月頃

フットボールとまと
ふっとぼーるとまと

こだわり弁慶

糖度8度以上。フットボールのような形のミニトマト。

【希望小売価格】現在小売りはして
おりません。
【内容量】150g
【流通時期】11月下旬～6月頃

ミニトマト（アイコ）
みにとまと（あいこ）

原出 幸典（観光農園ひだか）

減農薬・減化学肥料栽培をしながら有機肥料に
よる土作りにこだわって生産しています。安心安
全でありながら酸味をあまり感じない甘みのあ
るミニトマト（アイコ）です。

【希望小売価格】3,996円
【内容量】2kg
【消費期限】7日
【流通時期】1月上旬～7月上旬
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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】2,800円、
1,700円、1,200円

【内容量】5kg入袋、3kg入袋、
2kg入袋

農林産物と
加工品

花き・林産物他

黒竹
くろちく

有限会社 金崎竹材店

2年の歳月をかけ、色付いた非常に希少性の高
い素材の黒竹（クロチク）を直火による火あぶり
加工を行い、矯正作業と同時に最高の黒い艶を
出した商品。

【希望小売価格】648円
【内容量】長さ2m 太さ21mm
【流通時期】通年

スターチス
すた－ちす

紀州農業協同組合

太平洋を臨む温暖な気候を生かして良質なス
ターチスを生産しています。生産面積、出荷量共日
本一で紫、ピンクを中心に約70種類と多彩です。

【流通時期】10月～5月

紀州伝統野菜 湯浅なす
きしゅうでんとうやさい ゆあさなす

和歌山湯浅なす推進研究会 生産者部会

湯浅地方に昔からから伝わる固有の紀州伝統野菜
「湯浅なす」。契約農家・製造者地域全体を巻き込ん
だ復活活動を行ってます。実が「ギュッ」と詰まってい
て、火を入れると甘くて「トロのように」柔らかく美味
しいです。紫色が濃く、色
艶があり、丸いのが特徴で
す。昔から金山寺味噌用の
具材に使用されています。

【希望小売価格】128円～
【内容量】1個（200g～400g）
【流通時期】7月～10月

有田のぶどう山椒
ありだのぶどうさんしょう

ありだ農業協同組合

山椒の生産量日本一を誇る有田川町が栽培する
大粒のぶどう山椒は、果実の緑色は濃く、房がぶ
どう状になっている、食味は、ピリッと辛く、山椒特
有の香りが強い。トレーサビリティ面でも十分な
管理体制で、安全性も充
実している。

【希望小売価格】粒/粉 10g：378円
【流通時期】生：5月上旬～下旬、
乾燥：9月上旬～12月下旬（なくな
り次第）

長穂
ながほ

有限会社 金崎竹材店

黒竹（クロチク）の中でも色は黒く、太さは細い物
ばかりを束ねた商品。火あぶり加工等はせず、主
に竹垣等に使用されています。

【希望小売価格】19,440円
【内容量】1束：18kg
【流通時期】通年

NEW

熊野七宝きくらげ
くまのしっぽうきくらげ

くまのきのこラボ

全て国産にこだわり生産から出荷まで一貫して
行う安心安全の極上肉厚ぷりっぷり触感の生き
くらげ。さらに高い栄養価を含んでいます（ビタミ
ンD、鉄分、カルシウム、食物繊維、カリウム、ビタ
ミンB2など）。

【希望小売価格】310円（税抜）
【内容量】70g
【消費期限】10日
【流通時期】通年

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。

【希望小売価格】150円
【内容量】1箱50本
【流通時期】通年

黒穂
くろほ

有限会社 金崎竹材店

黒竹（クロチク）の枝ばかりを束ねた商品。1本使
いもありますが、主に庭園資材として使用されて
います。火あぶり加工を行う場合もあります。

【希望小売価格】19,440円
【内容量】1束：18kg
【流通時期】通年

恋野マッシュルーム
こいのまっしゅるーむ

株式会社 恋野マッシュルーム

大きくて肉厚。アヒージョやバターソテー、それに
高温で短時間の焼茸で食して頂くと口の中で
マッシュルームの味と香が楽しめます。

【希望小売価格】700円～
【内容量】500g～
【消費期限】冷蔵7日
【流通時期】通年
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龍神真榊
りゅうじんまさかき

森林工房 大江

自家山林の天然榊を「一枝一葉」汚れを取り、丹
精込めて組み上げています。採取から出荷まで
時間をかけず、鮮度良好です。

【希望小売価格】700円（1束）
【内容量】1束（38cm）
【流通時期】通年

清流椎茸
せいりゅうしいたけ

株式会社 フィールド

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。

【希望小売価格】398円
【内容量】200g
【流通時期】通年

黒あわび茸
くろあわびたけ

和島興産株式会社 あわび茸ファーム

低カロリーなのにビタミン、ミネラル、食物繊維が
豊富、肉厚でコリコリあわびの様な食感で癖がな
く和・洋・中問わず色 な々料理にご利用いただけ
ます。

【希望小売価格】2,700円
【内容量】100g×4パック
【消費期限】10日
【流通時期】通年

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】100g：842円、
150g：1,188円、150g（クリアパッ
ク入り）：1,188円
【内容量】100g、150g、150g（クリ
アパック入り）
【賞味期限】1年6ヶ月
【流通時期】通年

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。国産麻苧で神垂を結び、美しく
神 し々い玉串です。

【希望小売価格】638円
【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

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6㎝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りし、手間をかけて製品
に仕上げ、出荷している。

【希望小売価格】300円
【内容量】一束10本括り
【流通時期】通年

農林産物と
加工品

農林産加工品

紀州南高梅酢の黒ニンニク
きしゅうなんこううめずのくろにんにく

中野農園

紀州南高梅からの梅酢を利用し黒ニンニクと融
合させ、梅の味がする黒ニンニクとして加工しま
した。さわやかで甘酸っぱくさっぱりした味わい
です。

【希望小売価格】924円
【内容量】100g
【賞味期限】300日
【流通時期】通年

わさび葉
わさびは

大洋化学 株式会社

屋内水耕栽培で生育した日本初のわさび葉。形
よし、色よし、味よし、ユネスコ無形文化遺産「和
食」の食材として脚光をあびること間違いなし。

【希望小売価格】50円/1枚
【内容量】10枚/袋
【消費期限】10日
【流通時期】通年

生しいたけ（菌床栽培）
なましいたけ（きんしょうさいばい）

株式会社 龍神マッシュ

龍神村のきれいな水と空気、昼夜の寒暖差が上
質なしいたけを育みます。傘が大きく肉厚で歯ご
たえのある美味しいしいたけです。

【流通時期】通年

桑の葉茶
くわのはちゃ

きとら農園

化学肥料・農薬不使用の天然の桑の葉を使用し
たお茶です。水にこだわり伝統の製法で飲みや
すいティーパックに仕上げました。

【希望小売価格】1,480円
【内容量】60g（2g×30個）
【賞味期限】12か月

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】15g：200円、
14g：560円（ティーバッグ）

【内容量】15g、14g（ティーバッグ
2g×7個）

【賞味期限】180日
【流通時期】通年
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イタドリ茶withレモングラス
いたどりてぃーうぃずれもんぐらす

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香り高いハーブ
ティーに仕立てました。

【希望小売価格】15g：320円、
14g：600円（ティーバッグ）

【内容量】15g、14g（ティーバッグ
2g×7個）

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

はたごんぼ茶
はたごんぼちゃ

森康商店

橋本市西畑地区の赤土土壌で有機栽培した「は
たごんぼ」を100％使って製造した「はたごんぼ
茶」は、甘み・コク・香りが高く飲みやすい焙煎ご
ぼう茶です。

【希望小売価格】1,080円（35g）、
648円（24g）

【内容量】24g（2g×12袋）、35g
（3.5g×10袋）
【賞味期限】1年

水産物と
加工品

水産物

紀州梅まだい
きしゅううめまだい

有限会社 岩谷水産

県の特産品である梅を活用した「地産フルーツ
魚」の先駆けとして、平成14年より生産を開始し
ました。梅酢エキスを配合した独自の飼料を与え
る事で、身質が向上し、病気に強い健康な真鯛
の養殖に成功しておりま
す。生産履歴を明確化
し、無投薬で育てた「安
心安全な真鯛」です。

【希望小売価格】要相談
【流通時期】通年

木のくにの恵み なた豆茶
きのくにのめぐみ なたまめちゃ

日高元気塾

日高元気塾のなた豆茶は栽培期間中農薬を使
用していない原材料で天日干し自家焙煎にこだ
わった、安心、安全な美味しい商品です。

【希望小売価格】660円（30g）、
1,080円（50g）

【賞味期限】2年

生姜佃煮
しょうがつくだに

わかやま農業協同組合

和歌山産生姜は、繊維が細く柔らかく、みずみず
しいです。生姜のピリリとした辛み、かつお節・ゴ
マの旨味を絶妙に仕上げております。

【希望小売価格】594円
【内容量】100g
【賞味期限】300日
【流通時期】通年

紀州紀ノ太刀
きしゅうきのたち

有田箕島漁業協同組合

大阪湾からの内海系水と南からの黒潮分枝流
の影響を受けた紀伊水道の恵みによる豊富な
水産資源の中でも水揚げ量の多いタチウオは、
船からすぐにリヤカーで移動し入札後は仲買人
からその日のうちに出荷
されます。

【賞味期限】3～4日
【流通時期】3月～9月

紀州梅くえ
きしゅううめくえ

有限会社 岩谷水産

梅酢エキス配合飼料と地元産の魚を与える事
で、味わい深い高品質な本くえに成育します。無
投薬飼育に成功し、生産履歴を明確化しており
ます。くえ本来の美味しさを提供するために、10
年以上の年数をかけて
丹念に育てております。

【希望小売価格】要相談
【流通時期】通年

NEW

まりひめパウダー
まりひめぱうだー

株式会社 ふるーつふぁーむわかやま

当店のまりひめは、化学肥料は一切使わず、自然
にあるものだけで作られた有機肥料のみで育て
ています。大切に育てまりひめをフリーズドライし
パウダーにしました。

【希望小売価格】3,600円
【内容量】100g
【流通時期】通年

辰ヶ鱧
たつがはも

有田箕島漁業協同組合

県内の6割の水揚げを占める辰ヶ鱧は、淡白な白
身で、幅広い料理が楽しめます。鮮度管理には大
量の氷を使用する方法と水槽に活かして持ってく
る方法があり、いわゆる活のハモは、仲買いにより
活〆めし、鮮度が保たれ
ます。すり身を使用した
加工品も開発中です。

【流通時期】6月～10月

大瀬戸の真鯛
おおせとのまだい

有限会社 大瀬戸水産

タイは、昔から祝い事の代表的な魚として日本の
食卓を賑わしてきました。美味しいのは「目の下1
尺」と言われる30cm前後で、放流や養殖も盛ん
で、和歌山県南部でも盛んに養殖されており、弊
社でも主な商品となって
います。

【流通時期】通年
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大瀬戸の本九絵
おおせとのほんくえ

有限会社 大瀬戸水産

鍋の王様高級魚クエは、味が淡白な白身魚で、身
が硬く、食感も良く、しっかりとした旨味があり、ま
たフグのように薄造りにした刺身は最上のものの
ひとつですが、近年、激減している天然物に代わ
り、皆様のご家庭で気軽
に安心して召し上がって
頂けるよう努めています。

【流通時期】通年（販売時期は
12月～2月が多い）

紀州梅本マグロ
きしゅううめほんまぐろ

紀伊國商事 株式会社

クエン酸やアミノ酸等を多く含む梅エキスBX70
をエサに加え、筋肉中の脂質低下、鮮度低下を
抑制し、肉質改善を行い、天然マグロに劣らない
身のしまりと良質の脂がのった健康美溢れるマ
グロに仕上げました。

【賞味期限】5日
【流通時期】通年

紀州アワビ 紀和味
きしゅうあわび きわみ

湯浅町漁業生産組合

35年以上の熟練職人が手掛ける紀州アワビは
肉厚で、濃厚な旨味が特徴です。やわコリ食感で
お子様やご年配の方も美味しくお召し上がりい
ただける逸品です。

【希望小売価格】15,800円
【内容量】1kg（14～18個 サイズに
よる）
【賞味期限】2日
【流通時期】2月下旬～12月末

さくらびんちょう
さくらびんちょう

和歌山県漁業協同組合連合会

鮪延縄漁業で漁獲され、活〆されたびんちょう鮪
の中でも仲買人により厳選されたものは、身色は淡
い赤色を帯び、もちもちした食感が命の生鮪です。

【希望小売価格】ご相談ください。
【賞味期限】5日
【流通時期】通年

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。

【希望小売価格】時価
【流通時期】通年

丈右衛門の鮎
じょうえもんのあゆ

丈右衛門

過密養殖を避け、独自に配合した飼料を使うこと
によって、健康で味わい深い鮎の生産を行ってい
ます。安心・安全をモットーにしています。抗生物
質等の薬剤は一切使用してません。5～7月の出荷
時期には、〆た翌日には、
食卓にお届けできます。

【内容量】1kg
【流通時期】6月～8月

紀州仕立て鮎
きしゅうしたてあゆ

和歌山県鮎養殖組合

より天然に近い姿と味を追求し、エサにとことん
こだわり、良質の天然地下水で育てた栄養価の
高い鮎です。

【流通時期】4月下旬～10月下旬

しょらさん鰹
しょらさんがつお

和歌山東漁業協同組合

串本町発祥のケンケン漁で釣り上げられたカツ
オを、串本町では「しょらさん鰹」と呼びます。「しょ
らさん」とは、愛しい人・大切な人という意味で、
一本一本丁寧に扱われます。その場で活け〆め・
氷温保存されるため、鮮
度も食感も抜群です。

【流通時期】3～5月

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。

【希望小売価格】時価
【流通時期】6月～9月

よしだ本鮪
よしだほんまぐろ

丸八水産 有限会社

和歌山県でも指折りの好漁場で養殖された本ま
ぐろ。ラムサール条約にも指定されている黒潮の
海流域でもあることから、本まぐろ養殖場では浅
海にも関わらず、「潮溜まりが無い」という最南端
の地形を活かし、生産者
としてこだわりを持った独
自の生産方法で自信を
持って生産しています。

【流通時期】通年

紀州勝浦産生まぐろ
きしゅうかつうらさんなままぐろ

和歌山県漁業協同組合連合会

日本有数の生まぐろの漁獲量を誇る勝浦漁港。紀
州勝浦産の生まぐろは、延縄漁法で漁獲されたま
ぐろを一本一本丁寧に活け締め処理し、船内で
冷水保存（氷温）されるため、漁獲直後の新鮮さと
品質を保持しています。

【希望小売価格】ご相談ください。
【流通時期】通年（クロマグロにつ
いては1月～5月）

すさみケンケン鰹
すさみけんけんかつお

和歌山南漁業協同組合

ケンケン漁で、一本一本釣り上げられた鰹は、直
ちに活け締めにし、血抜き後海水の水氷に頭か
ら入れて持ち帰り、その日の市にかけられます。
すさみケンケン鰹は、すさみ漁師が鮮度保持の
技術を駆使し創り上げ
た美味しい鰹です。

【流通時期】3～5月
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水産物と
加工品

しらす・ちりめん

釜揚げしらす
かまあげしらす

魚与水産

新鮮なしらすを、絶妙な塩加減で仕上げた釜揚
げしらすです。代々引き継がれた「ほんまもんの
味」をお楽しみください。

【希望小売価格】1,620円（500g）、
3,240円（1kg）

【消費期限】5日
【流通時期】4月～12月

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】冷凍1ヶ月、冷蔵15日

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】瓶 1,180円（保冷
剤付き）

【内容量】100g
【賞味期限】60日（冷凍保存）

特撰釜揚げしらす
とくせんかまあげしらす

魚政商店

湯浅湾に揚がる鮮度良し安心・安全なしらすを
冷凍は一切せず、しらすのおいしさをそのまま食
卓へお届けします。塩分が少なくとろける舌ざわ
りのしらすは海を近くに感じられる極上のお取り
寄せです。伝統の技が活
きる味！！

【希望小売価格】
1,600～3,100円（税別）

【内容量】500g～1kg
【賞味期限】5日

ちりめんしらす
ちりめんしらす

魚与水産

絶妙な塩加減で釜茹でされたしらすを丁寧に
じっくりと天日干しで仕上げました。愛情たっぷり
に仕上げられた「ほんまもんの味」のちりめんし
らすです。

【希望小売価格】1,840円（500g）～
3,680円（1kg）

【消費期限】10日
【流通時期】4月～12月

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

釜揚げしらす
かまあげしらす

株式会社 則種海産

海の恵みをたっぷり受け、鮮度の良い物にこだ
わり添加物は使用せず、塩のみで炊き上げ旨味
を逃さずふっくら柔らかく茹であげました。

【希望小売価格】1,600円（500g）、
3､000円（1kg）

【内容量】500g～1kg
【消費期限】要冷蔵10℃以下 4日

ちりめん
ちりめん

魚政商店

しらす専属船から水揚げされる鮮度の良いしら
すは塩分25％以下の低温で加工し、素材の味を
生かしたやさしい味に仕上げ、遠赤外線殺菌乾
燥後全て天日干しして旨みを閉じ込めて仕上げ
ております。

【希望小売価格】
1,500～4,500円（税別）

【内容量】330g～1kg
【賞味期限】14日

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】冷凍14日、冷蔵4日

地曳網漁 釜揚げしらす
じびきあみりょう かまあげしらす

谷国水産

美浜町に江戸時代より続く地曳網しらす漁で水
揚げされた生しらすをすべて手作業で加工した
釜揚げしらすです。

【希望小売価格】1,300～3,600円
【内容量】250g～700g
【賞味期限】10℃以下冷蔵5日

上干ちりめん
じょうぼしちりめん

株式会社 則種海産

釜茹されたしらすを旨味成分を逃さずじっくり丁
寧に水分をとばし、ほんのり甘みが感じられる上
品な味わいに仕上げております。

【希望小売価格】3,000円（500g）、
4,000円（700g）

【内容量】500g～700g
【賞味期限】要冷蔵10℃以下 15日
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しらす干
しらすほし

株式会社 則種海産

釜茹したしらすを職人の手でほどよい柔らかさ
まで干し上げ風味豊かで旨味がたっぷり詰まっ
たしらすに仕上げております。

【希望小売価格】1,600円（500g）、
3,000円（1kg）

【内容量】500g～1kg
【消費期限】要冷蔵10℃以下 5日

ちりめん
ちりめん

㋟水産
近海で獲れたしらすを素早く茹で上げ、昔ながら
の天日干しをすることにより、鮮度の良いしらす本
来の風味が豊かなちりめんを是非ご堪能ください。

【希望小売価格】540円～1,080円
【内容量】132.5g～360g
【消費期限】7日

天日干ししらす
てんぴぼししらす

まるとも海産

まるとも海産自慢の一品で、昔ながらの製法にこ
だわり機械式ではなく、すべて手作業の天日干し
で丹精こめて作り上げている為、天日干しの旨み
たっぷりのしらすを味わって頂けます。採れたて
の新鮮なしらすを厳選
し、食品添加物・着色料
を使っていない安全な商
品をお届けします。

【希望小売価格】270円～3,800円
【内容量】40g～1kg
【賞味期限】5日

ちりめん山椒
ちりめんさんしょう

まるとも海産

旨みのある新鮮なちりめんを、風味豊かな湯浅
醤油とぶどう山椒で炊きあげました。山椒の実か
ら弾ける、爽やかな辛みと香りが特徴です。

【希望小売価格】320円～5,000円
【内容量】40g～1kg
【賞味期限】30日

瞬間凍結生しらす
しゅんかんとうけつなましらす

株式会社 則種海産

仕入れから鮮度の良いしらすだけを瞬間凍結
し、旨味を逃さずギュッと濃縮。氷水につけること
でしらすの身が引き締まり、より鮮度の良い食感
が味わえます。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】100g×2
【賞味期限】要冷凍-18℃以下
1か月

釜あげしらす
かまあげしらす

㋟水産

近海で獲れたしらすを素早く茹で上げ、鮮度の
良いしらす本来の風味が豊かな釜あげしらすを
是非ご堪能ください。

【希望小売価格】540～1,080円
【内容量】147.5g～315g
【消費期限】3日

釜揚げしらす
かまあげしらす

まるとも海産

地元湯浅近海で採れた新鮮で最良のしらすを
厳選し、高温の厚釜で躍らせるように釜茹です
る為ふんわりと、ぷりぷりのしらすの食感が味わ
えます。茹塩にはこだわりの赤穂の塩を使用して
おり、食品添加物・着色
料を使わず、美味しさだ
けではなく、安全な商品
をお届けします。

【希望小売価格】200円～3,000円
【内容量】40g～1kg
【賞味期限】5日

水産物と
加工品

干物

釜揚げしらす
かまあげしらす

株式会社 前福

フワプリ！の食感に、しらす本来の旨味と香り、ほ
んのりと塩味の効いた上品な味わいです。130
余年の歴史と思いがつまった匠の味をご堪能く
ださい。

【希望小売価格】2,160円
【内容量】500g
【消費期限】6日

天日干しちりめん
てんぴぼしちりめん

まるとも海産

採れたての新鮮なしらすとこだわりの赤穂の塩で
釜茹でした後、昔ながらの製法の天日干しで丹精
こめて作り上げております。塩加減も絶妙で、噛め
ば噛むほど海の香りが口いっぱいに広がります。
また美味しさだけでなく
食品添加物・着色料を
使っていない安全な商品
をお届けします。

【希望小売価格】320円～5,000円
【内容量】40g～1kg
【賞味期限】30日

しらす佃煮
しらすつくだに

まるとも海産

新鮮なしらすを、風味豊かな湯浅醤油でじっくり
と炊きあげた昔ながらの味に仕上げております。
ごまの香りが香ばしく、ごはんがすすみます。

【希望小売価格】400円～5,000円
【内容量】40g～1kg
【賞味期限】30日

紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 真アジの開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの まあじのひらき

魚義商店

真アジの干物は干物の王様と呼ばれる位に一
番人気が有り良く売れます。癖の無い食べ易い
美味しい干物です。梅塩に含まれた梅のミネラル

（クエン酸）が干物の味を大変革させました。

【希望小売価格】350円（特大1尾）、
250円（大1尾）、300円（小3尾）

【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日
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紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 イサギの開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの いさぎのひらき

魚義商店

麦藁イサギと呼ばれる。春から夏にかけて美味し
い魚です。このイサギは他の魚と違って腹に卵を
持った時が一番脂が乗って美味しいです。梅塩
に含まれた梅のミネラル（クエン酸）が干物の味
を大変革させました。

【希望小売価格】300円（1尾）
【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

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
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの たい（ちたい・つれこたい・またい）のひらき

魚義商店

真タイ・連子タイ・チ（キ）タイの3種類が有ります
が、真タイが1番肉質がしっかりしていて上品で
す。連子タイとチ（キ）タイは少し肉質が柔らかいで
すが中々美味しいです。梅塩に含まれた梅のミネ
ラル（クエン酸）が干物の
味を大変革させました。

【希望小売価格】500円（特大1尾）、
400円（大1尾）、250円（中1尾）、
200円（小2尾）

【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 青（丸）アジの開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの あお（まる）あじのひらき

魚義商店

和歌山県の自然豊かな海で取れた丸アジと紀州
南高梅のミネラルがコラボして出来た希少な梅
塩の干物。

【希望小売価格】250円
【内容量】1尾
【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の味醂干し サバ味醂干し
きしゅうゆあさうおよし ゆあさしょうゆのみりんぼし さばみりんぼし

魚義商店

秋口に取れた脂の乗ったサバを湯浅醤油を使っ
て製造した当店特製の秘伝のタレを使って製造
した自慢の味醂干しです。

【希望小売価格】400円
【内容量】2枚
【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 アイ（アイゴ・バレコ）の開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの あい（あいご・ばれこ）のひらき

魚義商店

アイは磯に住む魚で海藻も食べるので焼く時に
磯の香りがします。身は白身で磯の香りがかすか
にしますが、美味しい珍味魚です。この味にはま
る人が多いです。梅塩に含まれた梅のミネラル
（クエン酸）が干物の味
を大変革させました。

【希望小売価格】400円（大1尾）、
300円（中1尾）、250円（小2～3尾）

【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 カマスの開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの かますのひらき

魚義商店

カマスも白身魚で淡白な味ですが、脂の乗った
夏頃に取れた魚で干物にすると目茶目茶美味し
いです。その旬な頃のカマスを干物にしていま
す。梅塩に含まれた梅のミネラル（クエン酸）が干
物の味を大変革させま
した。

【希望小売価格】400円（特大1尾）、
300円（大1尾）、300円（中2尾）、
250円（小3尾）

【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 真サバの開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの まさばのひらき

魚義商店

紀州和歌山には秋祭りに真サバを使って作った、
なれ寿司という腐り寿司を食べる奇習が有ります。
その秋祭り頃に取れる和歌山近海のサバには脂
が非常によくのっていて大変美味しいのです。そ
の秋口に取れたサバを
使って干物にしているの
で大変美味しい干物に
仕上がっています。

【希望小売価格】400円
【内容量】1尾
【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 マナカツオの開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの まなかつおのひらき

魚義商店

マナカツオは照り焼きか味噌漬けにして焼いて
食べますがこれを梅塩で干物にしてみました。梅
塩が何んとも言い難い上品な味の干物に仕上
げてくれました。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】1尾
【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

【流通時期】冬

紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 太刀魚の開き
きしゅうゆあさうおよし うめしおのひもの たちうおのひらき

魚義商店

太刀魚は一匹一匹手作業で開いて、骨も手作業で
取る、本当に手間隙掛けて出来た干物です。殆んど
骨を取ってしまっているのでそのまま焼いて食べて
も美味しいですが、唐揚げにして食べても美味しい
です。梅塩に含まれた梅の
ミネラル（クエン酸）が干物
の味を大変革させました。

【希望小売価格】300円（大1尾）、
200円（中1尾）、250円（小2～3尾）

【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のサンマの味醂干し
きしゅうゆあさうおよし ゆあさしょうゆのさんまのみりんぼし

魚義商店

当店のサンマの味醂干しは湯浅名産の湯浅醤
油を使って作った当店秘伝の自家製タレで製造
しています。

【希望小売価格】350円
【内容量】2尾
【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の味醂干し 太刀魚の味醂干し
きしゅうゆあさうおよし ゆあさしょうゆのみりんぼし たちうおのみりんぼし

魚義商店

白身魚は青魚と同じタレでは美味しく出来ない
ので試行錯誤を繰り返して湯浅醤油を使った太
刀魚専用の新作のタレを製造して出来た味醂干
しです。

【希望小売価格】400円
【内容量】2枚
【賞味期限】10℃以下4日、-18℃
以下15日

紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のアジの味醂干し
きしゅうゆあさうおよし ゆあさしょうゆのあじのみりんぼし

魚義商店

和歌山産の真アジを地元湯浅醤油使用の自家製の
タレで製造した、こだわりの味醂干しです。湯浅醬
油の美味しさで、味醂干しの味が更にグレードアッ
プされた自慢の逸品です。2018年に全国商工会連
合会主催のむらおこし特
産品コンテストで審査員特
別賞を受賞しました。

【希望小売価格】432円
【内容量】2尾
【賞味期限】-18℃以下で製造日よ
り60日
【流通時期】通年
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NEW

紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の丸ハゲ味醂干し
　　　  きしゅうゆあさうおよし ゆあさしょうゆのまるはげみりんぼし

魚義商店

和歌山県近海で取れた魚を湯浅醬油を使った
自家製手作りタレで作った魚義商店オンリーワン
商品です。

【希望小売価格】600円
【内容量】1尾
【賞味期限】-18℃以下で保存で
15日

【消費期限】10℃以下で保存で4日
【流通時期】通年

NEW

紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のタイ味醂干し
　　　 きしゅうゆあさうおよし ゆあさしょうゆのたいみりんぼし

魚義商店

和歌山近海で取れた魚を湯浅醬油を使った自
家製手作りタレで製造した魚義商店オンリーワン
商品です。

【希望小売価格】600円
【内容量】1枚
【賞味期限】-18℃以下で保存で60日
【消費期限】10℃以下で保存で4日
【流通時期】通年

あじ丸干し
あじまるぼし

おざきのひもの

むしろの上の新鮮なあじに一定量の塩を加え2
人1組で「もむ」まんべんなくあじに塩をまぶす。あ
じの大きさ、脂の有無、その時の温度をみきわめ
塩漬けの時間を決める。伝統の「職人のかん」が
最大のこだわりである。

【希望小売価格】300円
【内容量】100g
【賞味期限】7日

平子いわし丸干し
ひらごいわしまるぼし

おざきのひもの

水揚げから塩漬けまでのスピードにこだわり平
子いわし独特の味を損なわないように仕上げた
一品です。

【希望小売価格】300円
【内容量】100g
【賞味期限】冷蔵7日

NEW

紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の長ハゲ味醂干し
　　　  きしゅうゆあさうおよし ゆあさしょうゆのながはげみりんぼし

魚義商店

和歌山近海で取れた魚を湯浅醬油を使った自
家製手作りタレで製造した魚義商店オンリーワン
商品です。

【希望小売価格】600円
【内容量】1尾
【賞味期限】-18℃以下で保存で60日
【消費期限】10℃以下で保存で4日
【流通時期】通年

うるめ（目刺し）
うるめ（めざし）

おざきのひもの

伝統的な製法の目を刺す仕様です。干物本来の
水分量を極力減らした乾燥手法で、棒受け漁で
獲れたうるめの鮮度等に注意し、水揚げから塩
漬けまでの速さにこだわり、微妙な塩加減でうる
め本来の味を損なわな
い細心の注意を払って
います。

【希望小売価格】500円
【内容量】100g
【賞味期限】30日

きびなご丸干し
きびなごまるぼし

おざきのひもの

鮮度の良いきびなごをすぐに塩漬けし、薄味で
仕上げた一品です。

【希望小売価格】300円
【内容量】100g
【賞味期限】冷蔵7日

うるめ丸干し
うるめまるぼし

おざきのひもの

うるめいわしの鮮度、色、つや、大きさに注意し、
塩の加減と干し上がりのタイミング全てが整って
初めてうるめいわしの味を引き出すことができる
丸干しの王様です。

【希望小売価格】400円
【内容量】100g
【賞味期限】7日

NEW

紀州ゆあさ魚義 梅塩のヒメチ丸干し
　　きしゅうゆあさうおよし うめしおのひめちまるぼし

魚義商店

和歌山産の魚を1匹1匹手作業でウロコを取って
梅塩を使って製造した丸干しです。薄塩ですの
で唐揚げにして食べて頂いても美味しく召し上
がって頂けます。

【希望小売価格】300円
【内容量】魚の大きさによって6～
12尾入り

【賞味期限】-18℃以下で保存で60日
【消費期限】10℃以下で保存で4日
【流通時期】通年

あじツヅリ
あじつづり

おざきのひもの

小あじを一匹一匹すべて手作業で捌き手間隙か
けて均等に並べて干し上げる。当店独自のしょう
ゆに漬け込んだこだわりの味は世界でonly one
である。

【希望小売価格】400円
【内容量】1枚
【賞味期限】14日

片口いわし丸干し
かたくちいわしまるぼし

おざきのひもの

鮮度の良さとサイズにこだわり微妙な塩加減と
干し上がりのタイミングに注意しています。

【希望小売価格】300円
【内容量】100g
【賞味期限】冷蔵7日

たちうおみりん
たちうおみりん

おざきのひもの

創業以来守り続ける当社独自の「白みりんタレ」
に漬け込み、当社にしかない味と伝統を守り続
けています。

【希望小売価格】500円
【内容量】100g入
【賞味期限】冷蔵30日、冷凍90日
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かます開干し
かますひらきぼし

おざきのひもの

白身であっさり上品な味です。少しだけ高価なの
はその上品さから、淡白な味わいをおざきの技法
で美味しく仕立てました。

【希望小売価格】220円（1尾入り）、
440円（2尾入り）

【賞味期限】冷蔵5日、冷凍90日

NEW

スルメ干し
するめぼし

おざきのひもの

スルメ干しは身の厚さ・大きさ・鮮度にこだわっ
た最高のスルメイカを使用。

【希望小売価格】850円
【内容量】1入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年

NEW

さんまみりん干し
さんまみりんぼし

おざきのひもの

さんまみりん干しは、脂のり・身の厚さ・鮮度にこ
だわり、国内産を使用。

【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】5日
【流通時期】通年

NEW

黒むつ開き
くろむつひらき

おざきのひもの

和歌山県産にこだわった商品作り。塩以外なにも
使わない古来からの独特の製法。無添加である。

【希望小売価格】600円
【内容量】1入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年

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】1入 160円、2入 
320円、3入 480円

【内容量】1入、2入、3入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年

NEW

あじみりん干し
あじみりんぼし

おざきのひもの

国内産で脂のノリにこだわった商品作り。鯵の旨
みを凝縮した製法。頭・中骨を除去しているので
お年寄・子供等すべての年齢の人に安心して食
べていただける。

【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】5日
【流通時期】通年

NEW

さば開き
さばひらき

おざきのひもの

さば開きは、脂のり・身の厚さ・鮮度にこだわっ
た、国内産のゴマさばを使用。

【希望小売価格】300円
【内容量】1入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年

真あじ開き
まあじひらき

かね七商店

旬の鮮度の良い真あじを一枚一枚丁寧に手開
きし、天日塩をブレンドした塩水に浸け仕上げた
あっさりとした脂のりの良い真あじの開きです。

【希望小売価格】324円（1枚）、
432円（2枚）、432円（小2枚）

【消費期限】3日

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】1入 160円、2入 
320円、3入 480円

【内容量】1入、2入、3入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年

NEW

金目鯛開き
きんめだいひらき

おざきのひもの

国内産にこだわった商品作り。塩以外なにも使
わない古来からの独特の製法。無添加である。

【希望小売価格】600円
【内容量】1入
【賞味期限】4日

NEW

よろり（クロシビカマス）開き
よろり(くろしびかます）ひらき

おざきのひもの

国内産にこだわった商品作り。塩以外なにも使
わない古来からの独特の製法。無添加である。

【希望小売価格】500円
【内容量】1入
【賞味期限】4日
【流通時期】通年

丸あじ開き
まるあじひらき

かね七商店

旬の鮮度の良い丸あじを一枚一枚丁寧に手開
きし、天日塩をブレンドした塩水に浸け仕上げた
脂のしっかり感じられる身離れの良い丸あじの
開きです。

【希望小売価格】432円
【内容量】2枚
【消費期限】3日
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太刀魚開き
たちうおひらき

かね七商店

湯浅及び箕島漁港より直送された鮮度の良い太
刀魚を一枚一枚丁寧に手開きし、天日塩をブレン
ドした塩水に浸け仕上げた太刀魚の開きです。

【希望小売価格】432円
【内容量】2枚
【消費期限】3日

かます開き
かますひらき

かね七商店

旬の鮮度の良いかますを一枚一枚丁寧に手開
きし、天日塩をブレンドした塩水に浸け仕上げた
白身で淡泊なかますの開きです。

【希望小売価格】432円
【内容量】2枚
【消費期限】3日

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】800円
【内容量】1尾（約250g）
【賞味期限】冷凍90日

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】3,600円（L・10尾）、
4,000円（2L・10尾）

【賞味期限】冷凍30日、冷蔵7日
【流通時期】通年

あいご開き
あいごひらき

かね七商店

旬の鮮度の良いあいごを一枚一枚丁寧に手開き
し、天日塩をブレンドした塩水に浸け仕上げたあ
いごの開きです。磯の風味をお楽しみください。

【希望小売価格】432円
【内容量】1枚
【消費期限】3日

鯛開き（連子・真鯛・チダイ）
たいひらき（れんこ・まだい・ちだい）

かね七商店

鮮度の良い鯛（連子鯛・真鯛・チダイ）を一枚一
枚丁寧に手開きし、天日塩をブレンドした塩水に
浸け仕上げたあっさり白身の鯛の開きです。

【希望小売価格】432円～
【内容量】1枚
【消費期限】3日

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

宮子あじ
みやこあじ

株式会社 はし長

鮮度重視で地元漁港で水揚げた脂ののった旬
の丸鯵は、100枚に1枚程度に厳選したものを、
干物として加工。天然天日塩を使用し、化学調味
料などは一切使用していません。商品名の由来
は、御坊市出身とされる
「宮子姫」に因む。

【希望小売価格】480円（税別）
【内容量】300g以上
【賞味期限】冷蔵3日、冷凍1ヶ月

いさき開き
いさきひらき

かね七商店

旬の鮮度の良いいさきを一枚一枚丁寧に手開き
し、天日塩をブレンドした塩水に浸け仕上げた脂
のりの良い白身のいさきの開きです。

【希望小売価格】432円
【内容量】1枚
【消費期限】3日

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

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】350円（税別）
【内容量】1尾（約170g～180g）
【賞味期限】冷凍90日

太刀魚干物
たちうおひもの

株式会社 はし長

地元漁港水揚げの刺身で食べれる鮮度の良い
太刀魚に限定し、干物として加工。天然天日塩を
使い、化学調味料等は無添加。太刀魚の干物は
あっさりしていて、安心して召し上がれるよう、全
て手作業で「骨無し」の
干物にしました。

【希望小売価格】500円（税別）
【内容量】180g～200g
【賞味期限】冷蔵3日、冷凍1ヶ月
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うるめ一夜干
うるめいちやぼし

株式会社 はし長

鮮度重視で地元印南漁港水揚げのウルメ鰯に限
定しています。1匹1匹を丁寧に串刺しにする作業
は代 よ々り受け継ぎ行っています。化学調味料等
は無添加です。一夜干ならでは独特の歯ごたえ
と、風味が自慢の品です。

【希望小売価格】650円（税別）
【内容量】130g
【賞味期限】冷蔵3日、冷凍1ヶ月

和歌山加太丸 一夜干しタイ
わかやまかだまる いちやぼしたい

和歌山加太丸

一匹ずつ自分の目で厳選した魚だけを仕入れ、加
工は家族だけで行うため、少量生産になるがそ
れだけ商品には自信とプライドをもっています。そ
して、素材そのものの味を大切にするため塩分を
控え、健康面にも配慮し
ています。食べて頂くと他
との違いがわかります。

【希望小売価格】500円（200g）、
800円（350g）、1,200円（500g）

【内容量】200g、350g、500g
【賞味期限】冷凍1ヶ月

鱧つみれ
はもつみれ

株式会社 紀州有田蒲鉾

地元箕島漁港で獲れた鱧のみを使用し、魚の調
理から加工まで当社でしています。汁物や鍋物
の具材に加え、鱧の旨味出汁をぜひご賞味くだ
さい。

【希望小売価格】432円
【内容量】180g（12個）
【賞味期限】20日

紀州名産 なんば焼
きしゅうめいさん なんばやき

西山蒲鉾店

紀州地方で江戸時代から南蛮国より伝わる焼き
蒲鉾です。当店では紀伊水道で獲れる魚を「すり
身」にして、昔ながらの製法で丹念に焼き上げて
います。身は白く弾力があり、加えて魚の素材を
生かしたまろやかな味
が格別です。

【希望小売価格】1,040円（税別）
【賞味期限】要冷蔵 生：7日、真空：
28日

あゆ一夜干
あゆいちやぼし

日高川漁業協同組合

鮮度にこだわり活魚を使用。南高梅の梅酢と厳
選塩との絶妙な塩加減で、魚の風味と香りを閉
じ込めた一品。

【希望小売価格】740円
【内容量】3尾
【賞味期限】6ヶ月

水産物と
加工品

練り物

なんば焼
なんばやき

株式会社 たな梅本店

江戸時代からの紀州田辺名産の焼き抜き蒲鉾。
方形で天部のなんばきび色の丸形焼付が特徴
です。原料魚の旨味を生かし弾力と粘りのある蒲
鉾です。

【希望小売価格】1,404円
【内容量】1枚
【賞味期限】21日

紀州名産 ごぼう巻
きしゅうめいさん ごぼうまき

西山蒲鉾店

「なんば焼」の姉妹品として造られる焼き蒲鉾で
す。当店では軟らかく煮込んだ国産のごぼうを魚
の「すり身」で成形し、なんば焼の原料の「魚の皮」
で巻き、秘伝の「タレ」に浸して焼き上げており、ご
ぼうの歯ごたえと醤油の
香ばしさが抜群です。

【希望小売価格】1,000円（税別）
【賞味期限】要冷蔵 生：7日、真空：
28日

あまご一夜干
あまごいちやぼし

日高川漁業協同組合

鮮度にこだわり活魚を使用。南高梅の梅酢と厳
選塩との絶妙な塩加減で、魚の風味と香りを閉
じ込めた一品。

【希望小売価格】740円
【内容量】3尾
【賞味期限】6ヶ月

無添加ほねく
むてんかほねく

株式会社 紀州有田蒲鉾

主原料として、魚は太刀魚のみを使用し、その頭
部と内臓を取り除き骨をまるごと使っていますの
で、魚のもつ旨味、栄養分がそのまま凝縮されて
おります。お子様の発育やお年寄りのカルシウム
摂取など、健康増進にお
すすめの「骨丸ごと食
品」です。

【希望小売価格】300円
【内容量】42g×5枚
【賞味期限】20日

ごぼう巻
ごぼうまき

株式会社 たな梅本店

柔らかく茹でた牛蒡をすり身でつなぎ、「なんば焼
き」の原料魚であるエソ・グチ等の魚皮を巻いて
丹念に焼き上げ当店古伝のタレに浸しています。

【希望小売価格】1,058円
【内容量】1本
【賞味期限】21日
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水産物と
加工品

海藻

紀州あかもく
きしゅうあかもく

紀州日高漁業協同組合

あかもくは、植物繊維「フコイダン」を多く含んだ
海藻で、ネバネバ・シャキシャキの食感が特徴で
す。くせが少なくどんな料理にもお使い頂けます。

【希望小売価格】300円（100g）、
1,300円（500g）

【賞味期限】1年6ヶ月
【流通時期】通年

美味しい 天然わかめ
おいしい てんねんわかめ

北正園

有田市初島町沖の地ノ島、沖の島周辺の磯で採
取し、直ぐ水洗いし、軽く湯引きし、天日干しで乾
燥させ、うま味を閉じ込めます。甘くて柔らかいの
が特徴です。

【希望小売価格】500円
【内容量】35g
【賞味期限】9か月
【流通時期】3月～12月

NEW

キタバタ パリッ子ゴールド
きたばた ぱりっこごーるど

株式会社 北畑海苔店

和歌山のソウルフードと呼ばれる【パリッ子】のプ
レミアム版の海苔です。贈答品向けに使用する上
質な海苔を使用した香ばしく口どけが良い海苔を
北畑海苔秘伝の甘辛タレで仕上げております。

【希望小売価格】745円
【内容量】10切110枚（板のり11枚分）
【賞味期限】270日
【流通時期】通年

衣奈そだち（真空パック）
えなそだち（しんくうぱっく）

紀州日高漁業協同組合

和歌山県でも有数のわかめの産地として知られ
る日高郡由良町衣奈湾で養殖されたわかめの軸
を使用した佃煮です。1箱で3つの味（しょうが味・
さんしょう味・しそ味）が楽しめます。風味豊かな
やさしい味つけで、あつ
あつご飯やおにぎりの具
にぴったりの逸品です。

【希望小売価格】970円
【内容量】300g
【賞味期限】常温6ヶ月

美味しい 天然ひじき
おいしい てんねんひじき

北正園

有田市初島町沖の地ノ島、沖の島周辺の磯で採
れたてのひじきを直ぐに鉄窯で薪を使ってむら
なく湯がいています。触感がもちもち柔らかく甘
味のある美味しいひじきです。

【希望小売価格】700円
【内容量】45g
【賞味期限】9か月
【流通時期】3月～12月

美味しい 天然天草
おいしい てんねんてんぐさ

北正園

採れたての天草を干して乾かし、水洗いし、再び
乾かします。粘り気が強いため、良質な寒天がで
き、デザートやサラダなど幅広くお使いいただけ
ます。

【希望小売価格】700円
【内容量】60g

NEW

北畑 味付海苔 Pシリーズ
きたばた あじつけのり ぴーしりーず

株式会社 北畑海苔店

熟練の職人が1枚1枚丁寧に仕上げた味付海苔
を食卓で食べやすい卓上パックに仕上げており
ます。50枚入りパックの小分けにしておりご家庭
の卓上でのご飯のお供に最適な贈答品です。

【希望小売価格】1,000円（2本詰）、
1,500円（3本詰）、2,000円（4本詰）、
3,000円（6本詰）、4,000円（8本詰）、
5,000円（10本詰）

【内容量】10切50枚×2本、
10切50枚×3本、10切50枚×4本、
10切50枚×6本、10切50枚×8本、
10切50枚×10本

【賞味期限】365日
【流通時期】通年

ハリワカメ
はりわかめ

紀州日高漁業協同組合

ハリワカメは、ワカメの柔らかな葉の部分を板状
に貼り合わせて乾燥させたもので、ワカメ養殖の
盛んな由良町の特産品です。ハリワカメで巻いた
巻き寿司は食べると口の中にワカメの風味が広
がり、食感が良く人気の
商品となっています。

【希望小売価格】1,540円（大70g 
5枚入）

【賞味期限】1年

美味しい 天然布海苔
おいしい てんねんふのり

北正園

有田市初島町沖の地ノ島、沖の島周辺の磯で採
取。天然の布海苔を天日干しし美味しさを閉じ込
めた一品です。生食、みそ汁、炒め物等に美味し
くいただけます。

【希望小売価格】700円
【内容量】50g
【賞味期限】9か月
【流通時期】3月～12月

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

岩磯のり
いわいそのり

有限会社 福亀堂

四国から三重にかけての、良質の青さのりやア
マノリ等の原料を、地元で100年以上の伝統製
法で醸造された手造り醤油でじっくり炊き上げて
いますので、甘口で食べやすく食がすすみます。

【希望小売価格】540円
【内容量】190g
【賞味期限】6ヶ月
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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

紀州ひろめ（養殖）
きしゅうひろめ（ようしょく）

和歌山南漁業協同組合

「紀州ひろめ」は紀伊半島南部に自生する海藻
で、磯の香り高く、独特の食感が特徴です。サッと
湯通しして、酢の物、しゃぶしゃぶ、サラダ、汁物
等で美味しく召し上がれます。

【希望小売価格】2,000円/kg（税別）
【賞味期限】冷蔵（5℃以下）で出荷
日を含め5日
【流通時期】3～4月

Petalo di mare ～もちもちまぐろの生ハム～
ぺたろ でぃ まーれ ～もちもちまぐろのなまはむ～

木下水産物 株式会社

紀州勝浦港産天然生まぐろ「もちもちまぐろ」の
生ハムです。今迄にない食感や風味を和歌山の
産品を使用したオリジナルソ―スと共にお楽しみ
ください。

【希望小売価格】8,550円（送料込み）
【内容量】まぐろ生ハム30g×5パック、
ソース30g×3個
【賞味期限】冷蔵7日

NEW

本まぐろ希少部位3点セット
ほんまぐろきしょうぶいさんてんせっと

串本食品 株式会社

和歌山県串本で育った、マグロの王様「本マグ
ロ」。養殖所に隣接した当社の工場で加工を行
い、急速で冷凍しているので、臭みがなく美味し
くいただけます。1尾の本マグロからごくわずかし
か取れない希少な部位
「頭肉・カマトロ・ほほ肉」
を一度に味わえるセット
です。

【希望小売価格】3,900円
【内容量】600g
【賞味期限】出荷日含む30日

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

水産物と
加工品

まぐろ加工品

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パック
（110g/1パック）、追いタレ3パック
（15g/1パック）
【賞味期限】30日
【流通時期】通年

NEW

本まぐろ寿司キット
ほんまぐろすしきっと

串本食品 株式会社

ご自宅で簡単にお寿司が作れる寿司キットです。
南紀串本の海で育った脂の乗った養殖の「本ま
ぐろ」は、酢飯との相性が抜群です。前浜で水揚
げされた鮪をスライスし、新鮮な状態のまま特殊
凍結を行うので、生鮮品
と同等のお寿司がご自宅
で堪能出来ます。

【希望小売価格】3,900円
【内容量】10貫分
【賞味期限】出荷日含む30日

紀州ひろめ
きしゅうひろめ

和歌山南漁業協同組合

「紀州ひろめ」は紀伊半島南部に自生する海藻
で、磯の香り高く、独特の食感が特徴です。サッと
湯通しして、酢の物、しゃぶしゃぶ、サラダ、汁物
等で美味しく召し上がれます。

【希望小売価格】2,000円/kg（税別）
【賞味期限】冷蔵（5℃以下）で出荷
日を含め5日
【流通時期】3～4月

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

勝浦港生鮪をカットして一晩醤油ベースのタレに漬け込みじっくり炊き
上げた鮪山椒であるほろっと砕ける食感のあとにマグロの旨みとスッ
キリとした和歌山県のぶどう山椒特有の香りと辛みが絡み合う。よくあ
る角煮とひと味違った清 し々さが食欲を促す、特に温かいご飯にのせ
て一緒に掻き込むと、まぐろ山椒と
ろ炊きが、まろやかになじんでいっ
そうおいしくさせます。又は、卵巻き
卵かけご飯との相性もいいです。

【希望小売価格】648円
【内容量】140g
【賞味期限】5ヶ月

NEW

本まぐろ中落ち
ほんまぐろなかおち

串本食品 株式会社

和歌山県串本で育った、マグロの王様「本マグロ」。
養殖所に隣接した当社の工場で加工を行い、急速
で冷凍しているので、臭みがなく美味しくいただけ
ます。骨の近くにある中落ちは、マグロの旨みが凝
縮された究極の赤身です。
丼や手巻き、マグロユッケ
等お好みの調理でお召
し上がりください。

【希望小売価格】3,900円
【賞味期限】出荷日含む30日

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】94g
【賞味期限】1,095日
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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

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 な々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

水産物と
加工品

その他加工品

NEW

 【美彩山海】 山海うめ
 【びさいさんかい】 さんかいうめ

株式会社 岩谷

紀州南高梅の種を取り、中に真鯛・かつお・ぶり・
まぐろ・さけ・昆布、計6種類の海の恵みを詰めて
おります。日本の海と山の恵みを合わせた食欲そ
そる一品です。ご飯のお供、お茶漬け、お酒の肴
におすすめです。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】6個
【賞味期限】製造日より180日
【流通時期】通年

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

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TEL：0735-52-0951）。

【希望小売価格】650円
【内容量】180g
【賞味期限】製造日より3年

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た「非加熱キャビア」。一切の加熱処
理をせず現地ですぐに冷凍保管を行っているため、タンパク
質が硬化せずに魚卵らしい非常にクリーミーな味わいを舌の
上で感じることが出来ます。ま
た、キャビア本来の香りもしっ
かりと感じていただけます。

【希望小売価格】4,320円、10,800円
（別途送料 全国一律1,130円）
【内容量】10g、30g
【賞味期限】364日（冷凍）
【流通時期】通年

NEW

 【紀州山海】 山海うめ
 【きしゅうさんかい】 さんかいうめ

株式会社 岩谷

紀州南高梅の種を取り、中に紀州産真鯛・まぐ
ろ・ひじき・しらす、計4種の海の恵みを詰めた新
味覚の梅干しです。紀州の海と山の魅力を詰め
た食欲わき立つ一品です。

【希望小売価格】3,996円
【内容量】8個
【賞味期限】製造日より180日
【流通時期】通年

海桜鮪
かいおうまぐろ

株式会社 ヤマサ脇口水産

弊社独自の冷凍技術により、食感・味・香り、ともに生
に戻る鮪を開発。解凍が簡単で職人いらず。ドリップ
が出ず、ロスを減らせるので幅広く活用ができる。ギ
フト、生協関係をはじめ、飲食チェーンにも有効活用
頂いております。現在は香
港への輸出や東京スカイ
ツリーの飲食店様でもお
取り扱い頂いております。

【希望小売価格】540円～時価
【内容量】100g～600g
【賞味期限】冷凍1ヶ月

紀州 梅真鯛梅
きしゅう うめまだいうめ

株式会社 岩谷

紀州南高梅の種を取り、中に甘酢みそで味付けし
た「紀州梅まだい」のほぐしを詰めております。紀州
の海と山の恵みを合わせた食欲そそるご飯のお
供です。お茶漬けやお酒の肴にもお勧めです。

【希望小売価格】5,400円（10個）、
4,320円（8個）、3,240円（6個）、
2,500円（5個）、2,160円（4個）、
1,080円（2個）、540円（1個）

【内容量】10個入り、8個入り、6個入り、
5個入り、4個入り、2個入り、1個

【賞味期限】製造日より180日（常温）
【流通時期】通年

NEW

 【縁起山海】 山海うめ 
 【えんぎさんかい】 さんかいうめ

株式会社 岩谷

南高梅の種を取り、中に紀州産真鯛と北海道産
昆布を詰めた一品。ご飯のお供やお酒の肴にお
すすめです。「おめでたい」と「よろこぶ」を梅で包
んだ縁起の良い一品は、大切な方への贈り物に
も選ばれております。

【希望小売価格】2,916円
【内容量】6個
【賞味期限】製造日より180日
【流通時期】通年
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NEW

紀州 梅まぐろ梅
きしゅう うめまぐろうめ

株式会社 岩谷

紀州南高梅の種を取り、中に甘酢みそで味付け
した那智勝浦町産まぐろのほぐし身を詰めた新
感覚の梅干しです。紀州の海と山の恵みを合わせ
た食欲そそる一品です。ご飯のお供、お茶漬け、お
酒の肴におすすめです。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】6個
【賞味期限】製造日より180日
【流通時期】通年

鯨大和煮
くじらやまとに

有限会社 カネヨシ由谷水産

昔ながらの味付けにこだわり甘辛く仕上げてお
ります。地元で水揚げされた鯨を使用し、常に新
鮮な鯨をお客様へ出荷させて頂いております。

【希望小売価格】975円
【内容量】200g
【賞味期限】90日

紀州漁彩 じゃこめしの素
きしゅうりょうさい じゃこめしのもと

紀州漁彩

和歌山産じゃこしらすを使い当店オリジナル出汁
で家庭で簡単！便利！美味い！じゃこめしができ
ます。ストレートタイプですので水無しでできます。

【希望小売価格】980円
【内容量】480g
【賞味期限】30日
【流通時期】通年

一本釣り炭焼き鰹たたき
いっぽんづりすみやきかつおたたき

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

NEW

梅さけ
うめさけ

株式会社 岩谷

南高梅の種を取り、中に北海道産さけのほぐし身
を詰めた新感覚の梅干しです。紀州の山と北海道
の海の恵みを合わせた食欲そそるご飯のお供で
す。お茶漬け、お酒の肴、おにぎりなど幅広くお召
し上がりいただけます。

【希望小売価格】3,240円
【内容量】9個
【賞味期限】製造日より180日
【流通時期】通年

NEW

国産特大うなぎの3種セット
こくさんとくだいうなぎのさんしゅせっと

川口水産 株式会社

特大サイズの国産うなぎが入った蒲焼3種セッ
ト。良質な国産うなぎを仕入れて当店秘伝のタレ
で香ばしく焼きあげました。外はカリッと香ばし
く、中はふっくら柔らかく焼き上げました。

【希望小売価格】6,380円
【内容量】うなぎ蒲焼170g×1、
うなぎ蒲焼カット2枚80g×1、
きざみうなぎの蒲焼75g×1
【賞味期限】要冷凍で180日～

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

一本釣り藁焼き戻り鰹たたき
いっぽんづりわらやきもどりかつおたたき

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

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

厳選した国産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
【流通時期】通年

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

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】5ヶ月

一本釣り鰹刺身
いっぽんづりかつおさしみ

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
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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

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
ゲンを含んだヘルシー食
材です。

【希望小売価格】550円/枚
【内容量】100g～
【賞味期限】365日
【流通時期】通年

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

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

NEW

鰹のひつまぶしセット
かつおのひつまぶしせっと

串本食品 株式会社

地元で長年親しまれている漁師町グルメのカツオ丼とカツオ
茶漬けが一度で味わえる「鰹のひつまぶし」です。特殊凍結に
より臭みを抑えたカツオのスライスに、和歌山県北山村特産
のジャバラ果汁を加えてスッキリと仕上げた醤油ベースの特
性たれと、香ばしいすりごま、わ
さび、刻み海苔をセットにしまし
た。一膳目はカツオ丼、二膳目
は熱いお茶をかけてカツオ茶
漬けでお召し上がりください。

【希望小売価格】3,900円
【賞味期限】出荷日含む30日

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
ゲンを含んだヘルシー食
材です。

【希望小売価格】550円/枚
【内容量】100g～
【賞味期限】365日
【流通時期】通年

とこぶし煮付
とこぶしにつけ

株式会社 はし長

地元で採れた床ぶしを活きたまま、特別な自家
製法で柔らかく煮付けました。床ぶしの風味を活
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】在庫のある限り通年

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も
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】31日
【流通時期】通年

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

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
ゲンを含んだヘルシー食
材です。

【希望小売価格】720円/枚
【内容量】70g～
【賞味期限】365日
【流通時期】通年

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

しめさば（紀州梅酢仕込み）
しめさば（きしゅううめずじこみ）

丸長水産 株式会社

紀伊水道で漁獲された真さばを、梅酢調味液に
漬けこみました。程よく脂がのり身の締まった真
さばに、ほのかな梅の風味と酸味が合った〆さば
です。

【希望小売価格】400円～
【内容量】片身1枚
【賞味期限】製造日から365日
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いかなご釘煮
いかなごくぎに

まるとも海産

新鮮ないかなごを生から炊き上げ、和歌山産の生
姜の風味たっぷりの口当たりの優しい釘煮です。

【希望小売価格】400円～5,000円
【内容量】40g～1kg
【賞味期限】30日

カリカリウツボ うめ味
かりかりうつぼ うめあじ

やまね

和歌山県南部で水揚げされたウツボと和歌山県
特産の梅とのコラボ商品です。

【希望小売価格】378円
【内容量】38g
【賞味期限】100日

NEW

紀州アワビ姿 金山寺味噌煮
きしゅうあわびすがた きんざんじみそに

湯浅町漁業生産組合

地元湯浅町の紀州金山寺味噌を使用し、低温調
理製法でじっくりと煮込んだアワビです。やわら
かいのでお子様やご年配の方も安心してお召し
上がりいただけます。

【希望小売価格】4,480円
【内容量】4粒入 80g×2パック
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

くじらうま煮
くじらうまに

和歌山県漁業協同組合連合会

古式捕鯨発祥の地として知られる紀南地方で
は、古くから鯨類を貴重なタンパク源として食料
にしてきた文化があります。この伝統的な鯨漁で
捕獲された新鮮なハナゴンドウを地元の醤油で
おいしく煮込みました。

【希望小売価格】400円
【内容量】80g
【賞味期限】製造日より3年

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

NEW

紀州アワビ姿 醤油山椒煮
きしゅうあわびすがた しょうゆさんしょうに

湯浅町漁業生産組合

低温調理製法でじっくりと煮込んだアワビです。
地元湯浅町のたまり醤油と有田川町の特産品で
あるぶどう山椒を使用。和歌山でしか作れない
唯一無二の商品となっております。

【希望小売価格】4,480円
【内容量】4粒入 80g×2パック
【賞味期限】120日

NEW

紀州アワビ切身 金山寺味噌煮
きしゅうあわびきりみ きんざんじみそに

湯浅町漁業生産組合

地元湯浅町の紀州金山寺味噌を使用し、低温調
理製法でじっくりと煮込んだアワビです。やわら
かいのでお子様やご年配の方も安心してお召し
上がりいただけます。

【希望小売価格】4,480円
【内容量】4粒入 80g×2パック
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

紀州いさぎ茶漬け
きしゅういさぎちゃづけ

和歌山南漁業協同組合

手釣りという漁法で一尾一尾丁寧に釣り上げ、
水揚げ前に活け締め、血抜き処理した新鮮な紀
州いさぎを特製ダレに漬け込み鮮度と旨味を閉
じ込めた商品。

【希望小売価格】600円（税別）
【内容量】70g
【賞味期限】3ヶ月

カリカリウツボ
かりかりうつぼ

やまね

ウツボは小骨が多く一般には馴染みがありませ
んが、白身で癖がなく美味しい魚です。このウツ
ボをスライス後、骨までカリカリに揚げて砂糖しょ
うゆで味付けしたのが、「カリカリウツボ・かりん
糖風」です。子供のおや
つやお茶請け、酒の共に
おすすめです。

【希望小売価格】324円（40g）、
540円（60g）

【内容量】40g、60g
【賞味期限】100日

NEW

紀州アワビ切身 醤油山椒煮
きしゅうあわびきりみ しょうゆさんしょうに

湯浅町漁業生産組合

低温調理製法でじっくりと煮込んだアワビです。
地元湯浅町のたまり醤油と有田川町の特産品で
あるぶどう山椒を使用。和歌山でしか作れない
唯一無二の一品となっております。

【希望小売価格】4,480円
【内容量】4粒入 80g×2パック
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

NEW

紀州アワビ 3種盛り
きしゅうあわび さんしゅもり

湯浅町漁業生産組合

たれは醤油山椒、金山寺味噌、バターの3種を使
用して煮上げたアワビとなっております。おしゃれ
なパッケージデザインでギフト用にも喜ばれる一
品となってございます。

【希望小売価格】5,480円
【内容量】3粒入 90g×2パック・
70g×1パック

【賞味期限】120日
【流通時期】通年
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畜産物・
ジビエと
加工品
ビーフ

畜産物・
ジビエと
加工品
ポーク

畜産物・
ジビエと
加工品
チキン

NEW

紀の国みかんどりケバブ 旨塩味
きのくにみかんどりけばぶ うましおあじ

株式会社 KCR

和歌山県産の良質な紀の国みかんどりを100%
使用。特製ソースに漬け込んだお肉はしっかりし
た味わいとやわらかさを生み出します。焼き上げ
後すぐにごま油香る旨塩だれを絡め冷凍真空し
ているので出来たての
味を楽しんで頂けます。

【希望小売価格】840円／個
【内容量】230g（ソースを含む）
【賞味期限】冷凍保存120日

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

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。

【希望小売価格】お問合せ下さい。
【流通時期】通年

NEW

紀の国みかんどりケバブ オーロラ味
きのくにみかんどりけばぶ おーろらあじ

株式会社 KCR

和歌山県産の良質な紀の国みかんどりを100%
使用。特製ソースに漬け込んだお肉はしっかりし
た味わいとやわらかさを生み出します。焼き上げ
後すぐにオーロラソースを絡め冷凍真空している
ので出来たての味を楽
しんで頂けます。

【希望小売価格】840円／個
【内容量】230g（ソースを含む）
【賞味期限】冷凍保存120日

紀の国みかんどり
きのくにみかんどり

株式会社 雑治商店

紀の国和歌山の山麓の自然の中、和歌山のみか
ん果皮を加えた安心安全な餌を与えてすくすく
と育てられた健康鶏です。

【希望小売価格】もも肉 1,890円/kg
【内容量】2kg
【消費期限】冷蔵保存の場合 処理
日より5日
【流通時期】通年

熊野牛
くまのぎゅう

和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会

紀州和歌山の山塊に抱かれた自然豊かな環境の
中で、緑豊かな山 か々ら湧き出る美しい水と100％
植物性飼料を十分与え、徹底した健康管理と精
一杯の愛情をそそぎ、丹精を込めて育てられた美
味しい「和歌山ふるさと
の味・熊野牛」です。

【希望小売価格】1,500円/ロース
100g

【内容量】応相談
【流通時期】通年

紀州うめぶた
きしゅううめぶた

紀州うめぶた協議会

紀州梅の梅酢エキスを与えて育てた豚肉は、柔
らかくてドリップも少なく、さっぱりとした味に仕
上がっています。特に女性の食味評価が高いで
すよ。

【希望小売価格】450円/ロース
100g

【賞味期限】真空パック状態で21日
【流通時期】通年

NEW

紀の国みかんどりケバブ 照り焼きマヨネーズ味
　　きのくにみかんどりけばぶ てりやきまよねーずあじ

株式会社 KCR

和歌山県産の良質な紀の国みかんどりを100%
使用。特製ソースに漬け込んだお肉はしっかりし
た味わいとやわらかさを生み出します。焼き上げ
後すぐに照り焼きソースを絡め冷凍真空してい
るので出来たての味を
楽しんで頂けます。

【希望小売価格】840円／個
【内容量】230g（ソースを含む）
【賞味期限】冷凍保存120日
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畜産物・
ジビエと
加工品
ジビエ

こころうたれる焼肉 鹿肉
こころうたれるやきにく しかにく

古座川ジビエ 山の光工房

古座川ジビエ山の光工房で処理された美味しい
鹿肉の色 な々部位を混ぜました。タレの味がしっ
かりとついているから、ごはんのおかずにもピッタ
リです。

【希望小売価格】550円
【内容量】200g
【流通時期】通年

畜産物・
ジビエと
加工品
たまご

青空たまご
あおぞらたまご

有限会社 ササキのたまご

有田川の自然に恵まれた環境でのびのびと飼育
した若鶏だけに産ませている卵です。鶏の餌に
は天然の地下水、海藻、木酢（ネッカリッチ）を与
えています。

【希望小売価格】600円
【内容量】約1kg
【流通時期】通年

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。

【希望小売価格】3,500～7,800円
【賞味期限】冷凍90日
【流通時期】通年

しらまぼたん（猪）
しらまぼたん（いのしし）

ジビエ工房紀州

厳選された個体は品質向上に繋がり良質商品
の出荷に努めています。豊かな自然が猪肉に旨
みをプラスしており、初めての方でも十分に満足
して頂けるよう安心安全にも心掛けています。

【希望小売価格】スライス 400g入 
1,814円～2,894円、ブロック 
4,320円～7,020円/kg

【内容量】※入数は対応可能
【賞味期限】スライス・ミンチのみ、
冷凍6ヶ月

【流通時期】通年

ゆめたまご
ゆめたまご

生石高原夢工房

生石高原の澄んだ空気の中、湧き水と遺伝子組
換えなしの飼料で育てた鶏が産んだ卵は、黄身
に甘みがあり、白身は生臭さがなく体に優しく安
心して食べられます。

【希望小売価格】2,000円（20個入）
【消費期限】産卵日より3週間
【流通時期】通年

畜産物・
ジビエと
加工品
ハム・ソーセージ

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。

【希望小売価格】2,500～7,800円
【賞味期限】冷凍90日
【流通時期】通年

しらまもみじ（鹿）
しらまもみじ（しか）

ジビエ工房紀州

こだわりのチェックを行う事で良質で安心安全な
商品出荷を行なっています。自然豊富な地域で
育った鹿はジビエの中でも食べやすく特に女性
の人気が高まっています。一度、味わってみて下
さい。

【希望小売価格】スライス 350g入 
1,020円～1,398円、ブロック 
2,160円～3,780円/kg

【内容量】※入数は対応可能
【賞味期限】スライス・ミンチのみ、
冷凍6ヶ月

【流通時期】通年

紀州うめたまご
きしゅううめたまご

紀州うめどり・うめたまご協議会

紀州梅の梅酢加工品、紀州梅そだち（梅BX70）
を与えて健康に育った鶏が、おいしい卵を産みま
した。紀州うめたまごは、こんもりぴちぴち、お子
さんや妊婦さんに大切な栄養素（葉酸）が含ま
れ、さらに味わいよく安
心してお召し上がりいた
だけます。

【希望小売価格】1,085円
【内容量】10玉
【消費期限】2週間
【流通時期】通年

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】648円
【内容量】110g
【賞味期限】25日
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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】648円
【内容量】110g
【賞味期限】25日

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

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】1,188円
【内容量】150g
【賞味期限】冷蔵25日

ジビエソーセージ 鹿
じびえそーせーじ しか

株式会社 Meat Factory

和歌山で獲れた鹿の肉を貴重な食物資源とし利
用し、どなたにも馴じみ易いソ―セ―ジに仕上げ
ました。衛生的な鹿肉を原料にしています。

【希望小売価格】432円
【内容量】100g（5本）
【賞味期限】180日

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】3,780円
【内容量】300g
【賞味期限】25日

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】648円
【内容量】110g
【賞味期限】冷蔵25日

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】864円
【内容量】150g
【賞味期限】冷蔵25日

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 Meat Factory

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】180日

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】648円
【内容量】50g
【賞味期限】90日

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】972円
【内容量】150g
【賞味期限】冷蔵25日

ジビエソーセージ 猪
じびえそーせーじ いのしし

株式会社 Meat Factory

和歌山で獲れた猪の肉を貴重な食物資源とし利
用し、どなたにも馴じみ易いソーセージに仕上げ
ました。衛生的な猪肉を原料にしています。

【希望小売価格】432円
【内容量】100g（5本）
【賞味期限】180日
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畜産物・
ジビエと
加工品
はちみつ

畜産物・
ジビエと
加工品
その他畜産品等

NEW

紀州ジビエと金山寺味噌のブルスケッタ
  きしゅうじびえときんざんじみそのぶるすけった

株式会社 サントピア

紀州の山が育んだジビエ「猪肉」と和歌山の名物
「金山寺味噌」を、グループ店「つむぎ」で焼き上
げる「カンパーニュ（国産小麦使用）」にのせた
オープンサンドウィッチ。味わい深いご馳走ジビエ
と金山寺味噌、チーズが
溶け合う紀州のコラボを
味わえる逸品。

【希望小売価格】450円
【賞味期限】製造日より60日

ほろほろ鳥肉
ほろほろちょうにく

日高川町ホロホロ鳥育成協議会

ほろほろ鳥の肉は、赤みが濃く肉質がしまってい
て、独特の風味があり、キジ肉に匹敵します。ほろ
ほろ鳥は解体処理後、真空パックして急速冷凍
することで、肉が新鮮な状態で保存されます。

【希望小売価格】2,150円
【内容量】500g
【賞味期限】1年間
【流通時期】通年

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

紀州鴨
きしゅうがも

太田養鶏場

太田養鶏場は和歌山県の有田地方で育てた紀
州鴨を処理・販売しています。温暖な気候の中、
のびのびと育った紀州鴨をぜひご賞味ください。

【希望小売価格】ロース 4,320円
/kg、モモ 3,240円/kg

【内容量】ロース 約1kg/個、
モモ 約600g/個
【消費期限】冷凍7ヶ月、解凍後3日
【流通時期】通年

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】1,458円～（ロー
ススライス300gの場合）
【内容量】300g～
【賞味期限】冷凍60日
【流通時期】通年

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 Meat Factory

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】1個：250g
【賞味期限】冷凍、-18℃以下、180日
【流通時期】通年

みかん蜂蜜
みかんはちみつ

蜜花 中村養蜂園

温暖な和歌山の有田地方でみかんの花の開花
に伴いみつばち達が集めた上品なみかんの香り
と甘酸っぱい味わいが、ほんのりと口いっぱいに
広がる人気のみかん蜂蜜です。

【希望小売価格】1,000円（120g）、
1,300円（200g）、3,100円（550g）

【内容量】100g、120g、550g
【賞味期限】3年
【流通時期】6月より在庫がある限り

NEW

紀州梅餃子
きしゅううめぎょうざ

餃子の大西

紀州うめ豚、南高梅を使用し、和歌山県ならでは
の餃子です。材料全て国産にこだわり、大葉がほ
んのり香るあっさりとした味わいとなっておりま
す。【ニンニク不使用】

【希望小売価格】1,350円（25個入り）、
540円（10個入り）

【賞味期限】冷凍、30日
【流通時期】通年

イブの恵み
いぶのめぐみ

すさみイノブタ生産協議会

イノブタは一代雑種にこだわり、その肉質は、あっ
さりしていて臭みがなく、癖がない中にも風味が
あり、豚肉に比べ適度な歯ごたえがあり、保水性
が良く肉汁の漏出が少ない。特に、脂身は甘くコ
クがあり、口の中でとろけ
るような滑らかさです。

【流通時期】通年（繁殖状況による）

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 Meat Factory

和歌山県産の銘柄和牛である熊野牛の肉を
100％（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】1個：150g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年
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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 Meat Factory

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】1人前：140g
【賞味期限】180日

飲料
ジュース

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）

【内容量】180ml、750ml
【賞味期限】12ヶ月

NEW

YURA'n ゆらみかん
ゆらん ゆらみかん

数見農園

11月から12月にかけて収穫される温州みかん。
酸味と甘味のバランスが良い、早生みかんと、酸
味より甘味が勝つ12月の中生みかんと収穫時期
によって、微妙に変わる味わいもジュースにはっ
きり出ます。濃厚なゆら
みかんジュースを、お楽
しみください。

【希望小売価格】650円
【内容量】250㎖
【賞味期限】12か月

熊野牛MEGAバーグ
くまのぎゅうめがばーぐ

株式会社 Meat Factory

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

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）

【内容量】180ml、750ml
【賞味期限】12ヶ月

特選みかんジュース
とくせんみかんじゅーす

社会福祉法人 おもと会

毎年11月～12月に収穫したみかんをそのまま
搾った100％ジュースです。その年のみかんの味
わいを堪能できます。

【希望小売価格】380円（180ml）、
700円（500ml）

【賞味期限】1年

NEW

YURA'n さつき八朔
ゆらん さつきはっさく

数見農園

こちら由良町の一押し『さつき八朔』。4月、桜が咲
く頃まで樹に成らす事により独特な苦みが美味
しさに変りました。八朔の美味しさをジュースに
することで、多くの方に知って戴きたいです。

【希望小売価格】650円
【内容量】250㎖
【賞味期限】12か月

NEW

紀州和華牛生ハンバーグ
きしゅうわかうしなまはんばーぐ

株式会社 Meat Factory

紀州和華牛100％ハンバーグ、ジューシー＆美味。

【希望小売価格】680円
【内容量】150g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

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）

【内容量】180ml、750ml
【賞味期限】12ヶ月

有田みかんの味皇
ありだみかんのあじおう

果樹園紀の国 株式会社

有田みかんそのものを十分に味わえる様、贅沢な
搾り方をしたストレートジュースです。濃厚でコク
がありながらさっぱりとした口当たりが特徴です。

【希望小売価格】350円（180ml）、
1,350円（720ml）

【賞味期限】製造日より1年
【流通時期】通年

NEW

YURA'n 清見
ゆらん きよみ

数見農園

みかんとオレンジの良い所を十分味わえる、人気
の柑橘。果汁が多くて果肉が柔らかいのが特徴
です。ジュースにすることですっきりした甘さにな
りました。

【希望小売価格】650円
【内容量】250㎖
【賞味期限】12か月
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NEW

YURA'n 甘夏
ゆらん あまなつ

数見農園

甘夏は昔から愛されている、柑橘。懐かしいと手
に取って戴ける方も多いです。こちらの甘夏は、1
月に収穫し、春まで蔵で寝かせることにより、甘
味が増し濃い味わいのジュースになりました。

【希望小売価格】650円
【内容量】250㎖
【賞味期限】12か月

KS 紀州のみかん果汁 970ml
けいえす きしゅうのみかんかじゅう 970ml

紀州食品 株式会社

生産量日本一を誇る紀州のうんしゅうみかんの
外皮を剥いて、ジュースを作りました。外皮の油
分が果汁に入らないので、まろやかでとろみのあ
る深い味わいが楽しめます。和歌山産である安
心と安全を追及し、皆様
にお届けします。

【希望小売価格】830円
【内容量】970ml
【賞味期限】1年

NEW

プレミアムストレートみかんジュース（石地みかん）
　　　 ぷれみあむすとれーとみかんじゅーす（いしじみかん）

K&KCitrusFarm

「冬の時期以外にも、個 の々みかんを味わいたい」との
お客様のお言葉に後押しされ、ジュースの生産を始
めました。 出荷しているみかんの中で、特に美味しい
みかんを選抜したものが、石地みかんです。外皮を剝
いて中身だけを搾っていま
すので、みかん品種の個性
そのものを味わえます。

【希望小売価格】850円、
2本入1,800円

【内容量】500㎖
【賞味期限】1年
【流通時期】全シーズン

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。
180ml瓶に桃2個分使用。

【希望小売価格】180ml：432円、
500ml：1,080円

【内容量】180ml、500ml
【賞味期限】製造から1年
【流通時期】通年

NEW

YURA'n セミノール
ゆらん せみのーる

数見農園

濃い紅色の柑橘『セミノール』 とても甘そうに見
えますが、酸味も甘味もしっかりしている為、気温
が高くなる季節にピッタリです。黒い袋で包み込
み、大切に育てた自慢の柑橘ジュースです。

【希望小売価格】650円
【内容量】250㎖
【賞味期限】12か月

KS 紀州あら川産の白桃ドリンク 970ml
けいえす きしゅうあらかわさんのはくとうどりんく 970ml

紀州食品 株式会社

和歌山の桃のブランドとして有名となっている
“あら川産の白桃”を使用して、素材の味を生か
しながら、まろやかでとろみのある深い味わいに
仕上げました。

【希望小売価格】710円
【内容量】970ml
【賞味期限】1年

NEW

プレミアムストレートみかんジュース（ゆら早生）
    ぷれみあむすとれーとみかんじゅーす（ゆらわせ）

K&KCitrusFarm

「冬の時期以外にも、個 の々みかんを味わいたい」との
お客様のお言葉に後押しされ、ジュースの生産を始め
ました。 出荷しているみかんの中で、特に美味しいみ
かんを選抜したものが、ゆら早生みかんです。外皮を
剝いて中身だけを搾ってい
ますので、みかん品種の個
性そのものを味わえます。

【希望小売価格】850円、
2本入1,800円

【内容量】500㎖
【賞味期限】1年
【流通時期】全シーズン

桃とろり
ももとろり

株式会社 八旗農園

桃の繊維質を残しながら裏ごしし、とろりとした
桃100％の風味が楽しめる飲み切りタイプの桃
ストレートジュースです。

【希望小売価格】490円
【内容量】200g
【賞味期限】90日

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（税別）
【内容量】720ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

HASSAKU
はっさく

きみのフルーツ

おいしいハッサクの美味しい部分だけをそのまま
瓶詰。だから1本に6個のハッサクを贅沢に使用
しています。数量限定のプレミアムジュースです。

【希望小売価格】540円
【内容量】200ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

味こいしぼり
あじこいしぼり

株式会社 早和果樹園

濃厚みかんジュース「味こいしぼり（旧名：味一しぼり）」。和歌山有
田の濃厚みかんを搾り上げ糖度12度以上に仕上げた早和果樹園
の100％無添加ジュースです。皮を剥いて薄皮ごと搾る「チョッパー
パルパー方式」を採用。皮の苦味が入らず、濃厚で高級な味わいに
仕上がっています。720ml1本に
みかんが約30個分搾り込まれて
います。みかん好きにはたまらな
い、最高級のみかんジュースです。

【希望小売価格】 （税別）1,343円
（720ml）、389円（180ml）
【賞味期限】1年

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。レモン果汁同様に焼き物・揚げ
物等のお料理や、お湯割り等にもご使用頂けま
す。※開栓前は常温で、開栓後は冷蔵保存しお
早めにお召し上がりくだ
さい。

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

NEW

ブラッドオレンジジュース
ぶらっどおれんじじゅーす

◯の農園

甘みを増すため日当たりの良い畑で栽培してお
り、搾汁する際には手作業で果皮にある不純物
を取り除いている。和歌山県田辺市の温暖な気
候で成熟した果実のみを使用しています。ブラッ
ドオレンジの爽やかな香
りと甘みをお楽しみくだ
さい。

【希望小売価格】2,500円
【内容量】700ml

飲料
牛乳・乳飲料

寺尾牧場コーヒー
てらおぼくじょうこーひー

寺尾牧場

コーヒー豆の自然抽出にこだわり甘すぎない大
人のコーヒーです。

【内容量】720ml
【消費期限】製造日より8日

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
【内容量】200ml
【賞味期限】製造日より365日

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、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：371円
（税別）、720ml：1,297円（税別）
【内容量】200ml、720ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

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

飲料
梅酒

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」の皮を剥きピューレ状にす
り潰した果汁を贅沢に60％使用しております。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
【内容量】200ml
【賞味期限】製造日より365日

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：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

寺尾牧場ノンホモ牛乳
てらおぼくじょうのんほもぎゅうにゅう

寺尾牧場

パスチャライズ殺菌して、均質機（ホモゲナイ
ザー）を通さずにビンに詰めたノンホモ牛乳で
す。昔ながらの牛乳本来の味をご賞味ください

【内容量】180ml、900ml
【消費期限】製造日より8日

原酒梅酒
げんしゅうめしゅ

株式会社 東農園（五代庵）

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）

【内容量】300ml,720ml
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薔薇梅酒
ばらうめしゅ

株式会社 東農園（五代庵）

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）

【内容量】300ml、720ml

梅酒 備長炭のしらべ
うめしゅ びんちょうたんのしらべ

尾﨑酒造 株式会社
GI和歌山梅酒登録商品。地元より調達した熊野
地方山里の梅を使用し、仕込みタンクの中に紀
州備長炭を敷き詰め、その中でじっくりと熟成さ
せました。炭の作用で雑味のとれた、まろやかな
甘みが特徴の梅酒です。

【希望小売価格】1,320円
【内容量】720ml
【賞味期限】24ヶ月
【流通時期】通年

善 －ZEN－
ぜん

株式会社 紀州本庄うめよし

完熟南高梅をブランデーと氷砂糖でじっくり漬け
込んだ、アルコール度数19度のまろやかで濃厚
な深いコクのある梅酒です。

【希望小売価格】1,540円（375ml）、
2,200円（720ml）

和歌のめぐみ 南部の梅酒
わかのめぐみ みなべのうめさけ

株式会社 世界一統

高級ブランドとして人気の高い「みなべ町産南高
梅」と清酒世界一統の蔵人が丹念に醸した日本
酒をあわせた、和のテイストあふれるご当地リ
キュールです。コクとまろやかさをあわせ持つあ
じわいの梅酒です。

【希望小売価格】2,750円（1.8L）、
1,375円（720ml）、1,485円

（720ml ケース入り）
【賞味期限】1年

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）

壱 －ICHI－
いち

株式会社 紀州本庄うめよし

完熟南高梅と希少な真っ赤なすもも梅を泡盛と氷
砂糖でじっくり漬け込んだ、アルコール度数13度
の淡いピンク色でさっぱりとした甘さの梅酒です。

【希望小売価格】1,540円（375ml）、
2,200円（720ml）

操 －MISAO－
みさお

株式会社 紀州本庄うめよし

完熟南高梅を泡盛古酒と氷砂糖でじっくり漬け
込んだ、アルコール度数11度のまろやかな、あら
ごしにした果肉がふんだんに入った梅酒です。

【希望小売価格】2,200円（375ml）、
4,950円（720ml木箱入り）

和歌のめぐみ 南紀の完熟にごり梅酒
わかのめぐみ なんきのかんじゅくにごりうめさけ

株式会社 世界一統

完熟南高梅と清酒世界一統の蔵人が丹念に醸
した日本酒をあわせた、和のテイストあふれるご
当地リキュールです。芳香豊な梅酒に仕上がりま
した。すり潰した果実を入れていますので、まろ
やかでとろっとした飲み
心地が楽しめます。

【希望小売価格】2,750円（1.8L）、
1,375円（720ml）、1,485円

（720ml ケース入り）、605円
（180ml）、660円（180ml ケース
入り）

【賞味期限】1年

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）

縁 －ENISHI－
えにし

株式会社 紀州本庄うめよし

完熟南高梅と希少な真っ赤な露茜を日本酒と氷
砂糖でじっくり漬け込んだ、アルコール度数10度
のかわいい赤色でフルーティーな味わいのある
梅酒です。

【希望小売価格】1,540円（375ml）、
2,200円（720ml）

NEW

啓 －HIRAKU－
ひらく

株式会社 紀州本庄うめよし

完熟南高梅を国内製造のウイスキー「あかし」と
少量の氷砂糖で漬け込んだ、アルコール度数30
度の甘さを控えたストロングな梅酒です。

【希望小売価格】3,300円
【内容量】750ml

紀州南高完熟梅酒 樽
きしゅうなんこうかんじゅくうめしゅ たる

中田食品 株式会社

紀州梅の優良品種「南高梅」の完熟果実を原料
に梅酒を仕込み、さらにオーク樽に詰め替えて熟
成。完熟梅の芳醇な香りに、オーク樽の気品高い
熟成香が漂う「樽仕込み原酒」です。

【希望小売価格】1,320円（300ml）、
2,750円（720ml）
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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

紀州 うめ酒 300ml
きしゅう うめしゅ 300ml

初桜酒造 株式会社

地元の南高梅の熟成梅を、日本酒ベースで造り
ました。甘口の梅の爽やかな甘味が広がります。

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

熊野かすみ
くまのかすみ

プラム食品 株式会社

梅の本場和歌山県産南高梅の特性を生かし冷
凍保存したピューレをブレンドすることでフレッ
シュで完熟したフルーツ感が堪能できるにごり梅
酒です。

【希望小売価格】1,980円
【内容量】720ml

紀州産南高梅梅酒 Ryu
きしゅうさんなんこううめうめしゅ りゅう

横山食品 株式会社

自家梅園産の完熟南高梅を伝統の製法で丁寧
に漬け込んだ本格梅酒。芳醇な香りは、食酒に
最適です。コクとスッキリ感が人気です。ゆっくり
お楽しみください。

【希望小売価格】800円、1,527円
【内容量】300ml、500ml
アルコール度数12％

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（1,800ml）

【流通時期】通年

梅酒 HAMADA
うめしゅ はまだ

株式会社 濱田

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。

【希望小売価格】4,180円
【内容量】750ml
【流通時期】通年

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

日本酒仕込み 紀州南高梅梅酒 和 Zipang
にほんしゅしこみ きしゅうなんこううめうめしゅ なごみ じぱんぐ

横山食品 株式会社

自家梅園産の完熟南高梅を日本酒で漬け込みま
した。日本酒の持つキレと旨さを生かし、梅酒本
来の深い味わいを甘さ控えめに仕上げました。
日本酒好きの方に。

【希望小売価格】1,650円
【内容量】500ml、
アルコール度数10％

高野山麓 紀州の梅酒
こうやさんろく きしゅうのうめしゅ

初桜酒造 株式会社

地元の南高梅の熟成梅を、日本酒ベースで造り
ました。甘口の梅の爽やかな甘味が広がります。

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

梅酒 熊野伝説
うめしゅ くまのでんせつ

プラム食品 株式会社

紀州産南高梅を樹上で熟成させたもののみを
使っている梅酒です。3年以上の歳月をかけて
造っています。

【希望小売価格】8,800円
【内容量】720ml

紀州産南高梅梅酒 原酒 あかつき
きしゅうさんなんこううめうめしゅ げんしゅ あかつき

横山食品 株式会社

自家梅園産の完熟南高梅を伝統の製法で漬け
込み、三年以上ゆっくり熟成させた梅酒。濃厚な
コクと芳醇な香り、まったりとした優しい味わいで
す。時の重さを堪能下さい。

【希望小売価格】3,300円
【内容量】720ml
アルコール度数18％

紀州完熟南高梅 うめしゅ
きしゅうかんじゅくなんこううめ うめしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

完熟した南高梅を収穫後4時間以内に仕込み、
半年間かけて梅のエキスを抽出。自社生産の日
本酒とブレンドし、上質な香りと風味豊かで奥行
きのある味わいに仕上げました。エキス分が豊富
でしっかり甘酸っぱい。
ロックやソーダ割りがお
すすめ。

【希望小売価格】（税別）1,905円
（1.8L）、1,238円（720ml）
【内容量】1.8L、720ml
【賞味期限】12ヶ月
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紀州完熟南高梅 ねりうめ酒
きしゅうかんじゅくなんこううめ ねりうめしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

完熟した南高梅の実を収穫後すぐに仕込み、約
半年かけてエキスを出します。さらに漬けた梅を
裏漉しして加えることで、とろっとろの梅酒に仕
立てました。とても濃厚なので、炭酸で割っても
しっかりと梅の風味が感
じられます。

【希望小売価格】（税別）1,429円
（720mL）、682円（180mL）
【内容量】720ml、180ml
【賞味期限】12ヶ月

紀州完熟南高梅 黒糖梅酒
きしゅうかんじゅくなんこううめ こくとううめしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

梅は紀州南高梅、選りすぐりの完熟梅を使用。黒
糖梅の風味を生かし優雅な香りとコクの味わい
が特徴です。

【希望小売価格】1,238円（税別）
【内容量】720ml
【賞味期限】12ヶ月

特別純米酒 太平洋
とくべつじゅんまいしゅ たいへいよう

尾﨑酒造 株式会社
和歌山県内産「美山錦」を60％まで丹念に磨き、
世界遺産に登録された奥熊野の山 か々ら流れ出
る熊野川の伏流水を用いた、米の旨みがあって
キレの良いこだわりのお酒です。

【希望小売価格】1,540円
【内容量】720ml
【賞味期限】12ヶ月
【流通時期】通年

吟醸 「紀ノ酒」 
ぎんじょう 「きのさけ」 

髙垣酒造 株式会社
「紀ノ酒」ブランドは、本物のお酒を呑んでほしい
との願いから、特定名称酒のみに限定。ラベルの
図柄は紀伊半島の古地図で、その色合いもアン
ティークさをかもし出し、その自然豊かな郷土紀
の国の恵みに感謝しな
がら醸したこだわりの吟
醸酒。

【希望小売価格】
オープン価格(180ml)、469円
(300ml)、1,430円(720ml)

【賞味期限】製造年月より1年間

生姜梅酒
しょうがうめしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

プレミア和歌山認定商品の自社の梅酒に「しょう
が」というインパクトを加え作ったのが「生姜梅
酒」。2010年大阪天満天神梅酒大会では一般投
票で3位、最終結果は7位入賞を頂きました。無用
な添加物をさけ、シンプル
な原材料で体にやさしく、
味にインパクトのあるリ
キュールを目指しました。

【希望小売価格】1,238円（税別）
【内容量】500ml
【賞味期限】6ヶ月

飲料
日本酒

純米酒 那智の滝
じゅんまいしゅ なちのたき

尾﨑酒造 株式会社
世界遺産・那智の滝の霊水を100％仕込み水に
使用した、こだわりの純米酒です。

【希望小売価格】1,320円
【内容量】500ml
【賞味期限】12ヶ月
【流通時期】通年

純米吟醸生酒 「紀ノ酒」 
じゅんまいぎんじょうなまざけ 「きのさけ」 

髙垣酒造 株式会社
酒米に50％精米の「山田錦」を100％使用した、
寒仕込みの純米吟醸。女性の方にもぜひお飲み
頂きたい逸品。純米吟醸が持つ優雅な香りと新
酒の爽やかな味わいの絶妙のハーモニーをお楽
しみください。ラベルは
布製、コースター等にお
使いいただけます。

【希望小売価格】2,090円、4,180円
【内容量】720ml、1,800ml
【賞味期限】製造年月より1年間

紀州完熟南高梅 蜂蜜梅酒
きしゅうかんじゅくなんこううめ はちみつうめしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

完熟した南高梅を収穫後すぐに仕込み、約半年
かけてエキスを出します。そこに蜂蜜を加えるこ
とで、まろやかな甘味と酸味の優しい味わいに仕
上げました。ロックやお湯割りがオススメ。

【希望小売価格】（税別）1,905円
（1.8L）、1,238円（720ml）
【内容量】1.8L、720ml
【賞味期限】12ヶ月

吟醸酒 熊野三山
ぎんじょうしゅ くまのさんざん

尾﨑酒造 株式会社
世界遺産登録された熊野の地で、霊峰奥熊野に
源を発し流れ出る熊野川の伏流水を汲みあげ、
丹精込めて醸す、旨みがあってキレの良いお酒
です。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】720ml
【賞味期限】12ヶ月
【流通時期】通年

純米 「紀ノ酒」 
じゅんまい 「きのさけ」 

髙垣酒造 株式会社
「紀ノ酒」ブランドは、本物のお酒を呑んでほしい
との願いから、特定名称酒のみに限定。ラベルの
図柄は紀伊半島の古地図で、その色合いもアン
ティークさをかもし出し、その自然豊かな郷土紀
の国の恵みに感謝しな
がら醸したこだわりの純
米酒。

【希望小売価格】
オープン価格(180ml)、469円
(300ml)、1,430円(720ml)

【賞味期限】製造年月より1年間

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。1989年以
来、モンドセレクション「最
高金賞」を連続受賞中。
720mlの商品も有ります。

【希望小売価格】11,000円（1,800ml）、
5,500円（720ml）

【内容量】1,800ml、720ml
【賞味期限】1年
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羅生門 鳳凰 吟醸
らしょうもん ほうおう ぎんじょう

田端酒造 株式会社

59％まで精米した米を使用し、「紀の川」の伏流
水を仕込み水に、醸し上げた吟醸酒です。飲み
飽きしないキレのある味わい。720ml・300mlの
商品もあります。

【希望小売価格】3,300円
【内容量】1,800ml
【賞味期限】1年

さとこのお酒 純米吟醸
さとこのおさけ じゅんまいぎんじょう

田端酒造 株式会社

原料のすべてを和歌山産にこだわり、精米歩合
59％まで精米した米を使用し、和歌山の名川「紀
の川」の伏流水を仕込み水にして「和歌山酵母」
で醸し上げた純米吟醸酒です。720ml・300ml
の商品も有ります。

【希望小売価格】3,520円
【内容量】1,800ml
【賞味期限】1年

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（1,800ml）

【内容量】720ml、1,800ml
【賞味期限】12ヶ月
【流通時期】通年

純米吟醸酒 高野山般若湯 聖
じゅんまいぎんじょうしゅ こうやさんはんにゃとう ひじり

初桜酒造 株式会社

純米吟醸酒 高野山般若湯 聖は、世界遺産に登
録された地で酒米を作り、弊社の井戸水で造っ
たほんまもんの“高野山の地酒”です。明治2年
建造の蔵で昔ながらの製法で但馬杜氏と弊社
社長の丹精こめました
紀州の地酒をお楽しみく
ださい。

【希望小売価格】1,728円（税別）
【内容量】720ml
【賞味期限】1年

羅生門 純米吟醸
らしょうもん じゅんまいぎんじょう

田端酒造 株式会社

59％まで精米した米を使用し、「紀の川」の伏流
水を仕込み水に、醸し上げた純米吟醸酒です。
穏やかで品のある香り、凛とした爽快な味わいの
お酒です。720ml・300mlの商品も有ります。

【希望小売価格】3,850円
【内容量】1,800ml
【賞味期限】1年

羅生門 鳳寿 大吟醸
らしょうもん ほうじゅ だいぎんじょう

田端酒造 株式会社

酒米として評価の高い山田錦を精米歩合49％まで
精米した米を使用し、和歌山の名川「紀の川」の伏
流水を仕込み水にして醸し上げた大吟醸酒です。
繊細でフルーティーな香り、爽やかな喉ごしのお酒
です。720ml・300mlの
商品も有ります。

【希望小売価格】5,500円（1,800ml）
【内容量】1,800ml
【賞味期限】1年

純米吟醸 紀伊国屋文左衛門 KJG－13
じゅんまいぎんじょう きのくにやぶんざえもん KJG-13

中野BC 株式会社

やさしい米の旨みをしっかりと引き出した純米吟
醸酒。おだやかな吟醸香が香り、飲みごたえのあ
る濃醇な味わいに仕上げております。

【希望小売価格】1,485円（720ml）
【内容量】720ml
【賞味期限】12ヶ月
【流通時期】通年

高野山般若湯 徳利
こうやさんはんにゃとう とっくり

初桜酒造 株式会社

般若湯とは、戒律が厳しい高野山の僧が、弘法
大師から寒冷を凌ぐため温酒一杯これを許すと
言われ、飲んだとされるお酒です。深いコクと濃
厚なとろりとした原酒のなめらかな口当たり、懐
かしい徳利に入れて高
野山のお土産として親し
まれています。

【希望小売価格】1,250円（税別）
【内容量】300ml
【賞味期限】1年

つれもていこら
つれもていこら

田端酒造 株式会社

68％まで精米した米を使用しています。和歌山の
方言（一緒にいこうよ）を用いた銘柄で、コクのあ
る味わいの普通酒です。

【希望小売価格】1,677円
【内容量】1,800ml
【賞味期限】1年

純米酒 紀伊国屋文左衛門
じゅんまいしゅ きのくにやぶんざえもん

中野BC 株式会社

山田錦と出羽燦 を々使用して醸しあげた純米酒。
“優しい味わい”と“米の旨み”を求めた味わいあ
る酒質に仕上げました。ロックで飲んでもしっか
りとした米の旨みが感じられます。

【希望小売価格】1,320円（720ml）、
2,750円（1,800ml）

【内容量】720ml、1,800ml
【賞味期限】12ヶ月
【流通時期】通年

純米酒 黒牛
じゅんまいしゅ くろうし

株式会社 名手酒造店

蔵近くにあった黒い牛の形をした岩が「黒牛」銘
のいわれで、純米醸造酒に限定。社長自らのこだ
わりの契約栽培による原料米を丁寧に醸造し、米
の旨みをうまく引き出した幅のある軟らかい味わ
いの食中酒タイプです。

【希望小売価格】1,257円
【内容量】720ml
【賞味期限】1年

純米酒 高野山般若湯
じゅんまいしゅ こうやさんはんにゃとう

初桜酒造 株式会社

純米酒・純米吟醸酒・大吟醸の原料米はすべて
地元の物を使用しています。

【希望小売価格】600円（300ml）
（税別）、1,200円（720ml）（税
別）、2,300円（1.8L）（税別）

【賞味期限】1年
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こだわりの純米酒 高野山般若湯
こだわりのじゅんまいしゅ こうやさんはんにゃとう

初桜酒造 株式会社

純米酒・純米吟醸酒・大吟醸の原料米はすべて
地元の物を使用しています。

【希望小売価格】1,364円（税別）
【内容量】720ml
【賞味期限】1年

紀土－KID－純米酒
きっど じゅんまいしゅ

平和酒造 株式会社

和歌山の良質な水だからこそ表現できる口当た
りの柔らかさ。香りおだやかで、口に含むと味わ
いが広がる食中酒として楽しんでいただけます。

【希望小売価格】1,045円（720ml）、
2,090円（1,800ml）

【内容量】720ml、1,800ml

日本城 根来 純米吟醸酒
にほんじょう ねごろ じゅんまいぎんじょうしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

根来塗のお盆を配したラベルの地元応援酒。リ
ンゴを思わせるおだやかな香りで、円熟した旨味
があります。まろやかで口当たり良く、主張し過ぎ
ない食事の名脇役。

【希望小売価格】（税別）2,500円
（1.8L）、1,250円（720ml）
【内容量】1.8L、720ml

日本城 純米大吟醸 40％（箱入）
にほんじょう じゅんまいだいぎんじょう40%（はこいり）

株式会社 吉村秀雄商店

酒造好適米で最高級の山田錦を贅沢なまでに
磨き上げ、蔵人たちが腕の限りを振るった純米
大吟醸酒です。メロンや白桃のような香りときれ
いに円熟した旨味が心地よい至高の味わい。要
冷蔵。

【希望小売価格】5,000円（税別）
【内容量】720ml
【流通時期】通年

酔人日
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

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
です。

【希望小売価格】（税別）3,480円
（1,800ml）、1,530円（720ml）、
730円（300ml）

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

熊野古道を誇る和歌山の地酒。おだやかですが
りんご様の吟醸香があり、旨味もありつつ、すっき
りきれいな印象のお酒です。食中に楽しめる吟醸
酒として、お料理を補完してくれるお酒です。お
刺身や山菜、金山寺みそ
など和歌山の食材とお
楽しみください。

【希望小売価格】（税別）1,499円
（720ml）、350円（180ml）
【内容量】720ml,180ml

飲料
ビール

紀土－KID－大吟醸
きっど だいぎんじょう

平和酒造 株式会社

山田錦を35％まで精米し、華やかな香りと綺麗な
味わいを感じていただける大吟醸に仕上げまし
た。ほど良い甘みと後味のキレが心地よい上品
なお酒です。

【希望小売価格】2,310円（720ml）、
4,620円（1,800ml）

【内容量】720ml、1,800ml

日本城 吟醸純米酒
にほんじょう ぎんじょうじゅんまいしゅ

株式会社 吉村秀雄商店

地元で親しまれる銘柄「日本城」の定番酒。穏や
かな香りとほどよい旨味で決して主張しすぎず、
食中酒として和洋中、幅広い料理に対応できま
す。冷酒では透明感があり、すっきりした印象。温
めるとふくよかな旨味を
感じられます。

【希望小売価格】（税別）2,500円
（1.8L）、1,250円（720ml）
【内容量】1.8L、720ml

日本城 極上 純米大吟醸
にほんじょう 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

メロンやりんごを思わせるフルーティーな吟醸香
があり、含み口はやわらか。ほんのりと甘味を感
じながらも、きれいな余韻に仕上げています。酒
米の王様・山田錦を100%使用した至極の一本。
食前酒として、少し冷や
してお飲みください。

【希望小売価格】（税別）3,308円
（1.8L）、1,654円（720ml）
【内容量】1.8L、720ml
【流通時期】通年

ブルーウッドブリュワリー 有田山椒エール
ぶるーうっどぶりゅわりー ありださんしょうえーる

有限会社 アオキヤ

日本一の生産をほこる山椒で造ったビール、山椒
のさわやかさをビールに出し、スッキリとした食事
にもよくあうビールです。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】5か月
【流通時期】通年
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ブルーウッドブリュワリー 備長炭スタウト
ぶるーうっどぶりゅわりー びんちょうたんすたうと

有限会社 アオキヤ

アイリッシュスタウトの製法で造ったビール、そこに
和歌山らしく食用備長炭で色づけを、まるでコー
ヒーのような香りとコクのビールにしあげました。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】5か月
【流通時期】通年

NEW

ブルーウッドブリュワリー セッションIPA
    ぶるーうっどぶりゅわりー せっしょんあいぴーえー

有限会社 アオキヤ

柑橘系ホップと地元のはっさくのピールで香りづ
け、爽やかな苦味とアルコールは少し控えめの
セッションIPA。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】5か月
【流通時期】通年

ナギサビール ゴールデンエール
なぎさびーる ごーるでんえーる

ナギサビール 株式会社

麦芽の風味やホップの苦み・香りをひかえめに
バランス。しっかりとした味わいの中に飲みやす
さがあり、これぞまさに「ゴールデンエール」です。

【希望小売価格】400円
【内容量】330ml
【賞味期限】180日
【流通時期】夏季（5月～9月）

ナギサビール インディアペールエール
なぎさびーる いんでぃあぺーるえーる

ナギサビール 株式会社

当社の「ペールエール」の約3倍のホップを使用
し、濃厚な味わいとホップ感の中にナギサビール
らしい優しい飲み口のIPAです。

【希望小売価格】400円
【内容量】330ml
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

NEW

ブルーウッドブリュワリー ペールエール
ぶるーうっどぶりゅわりー ぺーるえーる

有限会社 アオキヤ

数種類のホップと麦芽100％で造る、香り、コク、
苦味のバランスのとれたビールです。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】5か月
【流通時期】通年

ナギサビール アメリカンウィート
なぎさびーる あめりかんうぃーと

ナギサビール 株式会社

世界最高級といわれるアロマホップ、チェコの
「ザーツ」を使用した、ちょっぴり苦みのある小麦
麦芽配合のビールです。

【希望小売価格】400円
【内容量】330ml
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

ナギサビール アイパッチスタウト
なぎさびーる あいぱっちすたうと

ナギサビール 株式会社

カラメル麦芽とロースト麦芽、2種類のホップをバ
ランス良く配合したナギサビールらしく飲み易く
香り高い「スタウト」に仕上げました。

【希望小売価格】400円
【内容量】330ml
【賞味期限】180日
【流通時期】冬季（11月～2月）

AGARA CRAFT ペールエール
あがらくらふと ぺーるえーる

株式会社 𠮷田
AGARA CRAFTの主力商品。アメリカ、オーストラ
リア、チェコから輸入したホップを使用し新緑の
香りがする上面発酵ビールです。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】12か月
【流通時期】通年

NEW

ブルーウッドブリュワリー 有田みかんエール
ぶるーうっどぶりゅわりー ありだみかんえーる

有限会社 アオキヤ

有田みかんを大量に使ったビール、甘みを残し
て、みかん感をアップ。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】5か月
【流通時期】通年

ナギサビール ペールエール
なぎさびーる ぺーるえーる

ナギサビール 株式会社

フローラルなアロマホップ「カスケード」などを使
用し、数種類の厳選された麦芽とホップをバラン
スよく配合したコクのある贅沢なビールです。

【希望小売価格】400円
【内容量】330ml
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

ナギサビール みかんエール
なぎさびーる みかんえーる

ナギサビール 株式会社

麦芽をふんだんに使用した麦汁に、紀州の早和
果樹園の特選高級みかん果汁と皮を加え発酵
させました。爽やかな温州みかんの風味が特徴
のビールです。

【希望小売価格】490円
【内容量】330ml
【賞味期限】180日
【流通時期】通年

AGARA CRAFT IPA
あがらくらふと あいぴーえー

株式会社 𠮷田
アメリカ等から輸入したホップの香りを全面に表
したビール。とてもフルーティーかつ様 な々料理に
対してお楽しみ頂けるように苦みをおさえました。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】12か月
【流通時期】通年
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AGARA CRAFT ヴァイツェン
あがらくらふと ゔぁいつぇん

株式会社 𠮷田
バナナのようなフルーティーな香りと柔らかい味、
優しいホップの苦みのある小麦麦芽を使用した
ドイツの上面発酵ビールです。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】12か月
【流通時期】通年

飲料
その他ノンアルコール

甘酒
あまざけ

川善味噌 株式会社

1930年創業のみそ屋が作った麹甘酒です。蒸
米と米麹のみで製造し、保存料無添加、加熱処
理もしていないので、麹由来の酵素が生きたまま
届きます。

【希望小売価格】540円
【内容量】400g
【賞味期限】冷蔵30日 冷凍90日
【流通時期】冷蔵12～3月 冷凍4～
11月

スカッと柿酢 レモン風味
すかっとかきす れもんふうみ

紀北川上農業協同組合

柿酢を10％使用し、レモン香料で飲みやすく味
を整えました。柿酢には、他のお酢に比べカリウ
ムが豊富で、その作用により高血圧予防に効果
があると考えられています（和歌山県立医大発
表）。理想的で健康的な
生活習慣を応援します。

【希望小売価格】1ケース：6,480円
【内容量】350ml×24本
【賞味期限】製造から2年
【流通時期】通年

AGARA CRAFT ピーチエール
あがらくらふと ぴーちえーる

株式会社 𠮷田
あら川の桃を贅沢に使用しヴァイツェンスタイル
に仕上げ、グラスに注いだ色はほのかにピンク色
を帯びた桃を最大限に引き出せたフルーツビー
ルです。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】6か月
【流通時期】7～8月

うめドリンク
うめどりんく

株式会社 アセロラフーズ

紀州特産の梅がまるごと1個入っているストレー
トタイプのドリンクです。肉厚で有名な紀州の梅
をシロップに漬け込みまろやかに仕上げており
ます。

【希望小売価格】216円
【内容量】195g
【賞味期限】185日

大師の水
たいしのみず

紀州紀文会 有限会社

弘法大師ゆかりの名水を有する高野山麓、紀ノ
川平野の伏流水を最新設備により大切に汲み出
しています。硬度41mg/L（軟水）でナトリウム、カ
ルシウム等のバランスがミネラルウォーターとして
最良とされ、品質を変え
ない熱殺菌で安全です。

【希望小売価格】180円
【内容量】500ml
【賞味期限】2年

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：4,800円

【内容量】235g
【賞味期限】未開封1年
【流通時期】通年

AGARA CRAFT 山椒エール
あがらくらふと さんしょうえーる

株式会社 𠮷田
有田川町のぶどう山椒を使用したビールです。山
椒の爽快な香りを熟成とともに閉じ込め、グラス
に注いだ時の山椒の香りが暑い夏の季節に合う
ビール。

【希望小売価格】オープン価格
【内容量】330ml
【賞味期限】12か月
【流通時期】7～10月

きんかんドリンク
きんかんどりんく

株式会社 アセロラフーズ

紀州名産の丸きんかんを丸ごと1個入れました。
昔から「喉の薬」としても良く知られ、皮に苦みが
ありますがシロップに漬け込み、まろやかに仕上
げています。

【希望小売価格】216円
【内容量】195g
【賞味期限】185日

紀州あまざけ 初音
きしゅうあまざけ はつね

株式会社 紀ノ國フーズ

和歌山県産のお米でできた米糀とお水のみで昔ながらの製法
にてつくられたお米の甘みを感じていただける甘酒です。飲む
点滴とも言われアミノ酸やぶどう糖を豊富に含みからだによい
とされております。アルコール0％なのでお子様からお年寄り、妊
産婦授乳中のかたまで幅広く
お飲みいただけます。また発酵
食品でもありますのでお料理に
もお使いいただけます。

【希望小売価格】410円
【内容量】180ml
【賞味期限】製造より180日

柚香ちゃん
ゆかちゃん

農事組合法人 古座川ゆず平井の里

柚香ちゃんに使う「柚子果汁」は、品質の良し悪
しがそのまま製品の仕上がりに影響するので、生
産段階での管理や、収穫時期の着色状況に特に
気を使っています。

【希望小売価格】180円
【内容量】160ml
【賞味期限】8ヶ月
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はちみつ柚香ちゃん
はちみつゆかちゃん

農事組合法人 古座川ゆず平井の里

香りの良い古座川ゆずと地元でとれるはちみつ
をブレンドしました。さわやかで甘酸っぱい後味
は、飲む人を古座川の山の中へと連れて行ってく
れるようです。

【希望小売価格】240円
【内容量】160ml
【賞味期限】8ヶ月

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

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
【流通時期】通年可能

NEW

わかやまスムージー はっさく＆かぼちゃ
わかやますむーじー はっさくあんどかぼちゃ

株式会社 ふみこ農園

国産かぼちゃの甘みとはっさくならではのほろ苦
さがマッチした、とろみのあるスムージー。お腹持
ちもよく、忙しい朝にもぴったりの美味しさです。

【希望小売価格】650円
【内容量】200g
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能

月のしずく
つきのしずく

株式会社 重岡

高野山を望む歴史ある地、橋本市神野 の々地に
湧く、無菌の地下水「金水」と地下1,187mから
湧く温泉水「銀水」をブレンドしたミネラルウォー
ターです。

【希望小売価格】2L 1本 864円、
500ml 1本 270円、2L 1箱（6本
入） 5,184円、500ml 1箱（24本
入） 6,480円

【賞味期限】製造日から364日

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～2021年 モンドセレクション20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

NEW

わかやまスムージー いちご＆トマト
わかやますむーじー いちごあんどとまと

株式会社 ふみこ農園

いちごのやさしい甘みとトマトの酸味が調和した
すっきりとした味わいのスムージー。誰もが美味
しいと納得の味わい。

【希望小売価格】650円
【内容量】200g
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能

NEW

わかやまスムージー 白桃＆白いんげん豆
　　　わかやますむーじー はくとうあんどしろいんげんまめ

株式会社 ふみこ農園

白桃の味わいと美しい白色を損なわないように
白いんげん豆を丁寧にペーストし加えました。白
いんげん豆のほのかな甘みが白桃の豊潤な香り
と上品な味わいをかもし出しています。

【希望小売価格】650円
【内容量】200g
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能

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

村営のじゃばら加工場で作っている、じゃばらと
グラニュー糖だけのシンプルな元祖じゃばらドリ
ンク。じゃばら果汁10％配合の、お子様にも飲み
やすいスッキリした味わい。グラスに氷を入れて
冷やして飲めば、程よい
酸味とスッキリしたのど
越しを味わえます。

【希望小売価格】260円
【内容量】160ml
【賞味期限】製造日から12ヶ月

NEW

熊野天台烏薬茶
くまのてんだいうやくちゃ

福田屋

新宮市に伝わる徐福が求めたとされる『天台烏
薬』の木の葉を100％使ったお茶です。香ばしく
飲みやすくなっております。

【希望小売価格】1,180円

NEW

わかやまスムージー キウイフルーツ＆ほうれん草
　　　わかやますむーじー きういふるーつあんどほうれんそう

株式会社 ふみこ農園

キウイフルーツの酸味がほうれん草の味わいと
マッチして優しさを感じます。ほうれん草のグリー
ンが映え、いかにも体によさそうな味わい。ごくご
く飲める美味しさです。

【希望小売価格】650円
【内容量】200g
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能

NEW

わかやまスムージー いちじく＆とうもろこし
   わかやますむーじー いちじくあんどとうもろこし

株式会社 ふみこ農園

いちじくの種のプチプチ感が心地よく、とうもろこ
しの甘みが不思議に調和。お子様はもちろんです
が、大人の女性にもお飲みいただきたいスムー
ジー。

【希望小売価格】650円
【内容量】200g
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能
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NEW

わかやまスムージー みかん＆キャロット
わかやますむーじー みかんあんどきゃろっと

株式会社 ふみこ農園

ごくごく飲めるさらっとしたスムージー。にんじん
が苦手な方でもみかんの甘みとほのかな酸味の
爽やかな味わいがお楽しみいただけます。

【希望小売価格】650円
【内容量】200g
【賞味期限】常温180日
【流通時期】通年可能

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】3,020円
【内容量】720ml
【賞味期限】365日
【流通時期】通年

SUPER GINGER
すーぱーじんじゃー

和歌山しょうが本舗 呑多呂商店

原材料は全て国内産もちろん生姜は和歌山県
産100％、1本1本手造りでピリッと辛さの効いた
大人向けに仕上げたジンジャーシロップです。

【希望小売価格】1,944円
【内容量】300ml
【賞味期限】360日
【流通時期】通年

飲料
その他アルコール

はちみつ梅黒酢
はちみつうめくろず

株式会社 丸惣

純粋玄麦の「醸造黒酢」と「紀州南高梅の梅酢」
をバランス良く配合し、「はちみつ」と「りんご果
汁」を加えて仕上げました。

【希望小売価格】1,080円（300ml）、
1,620円（720ml）

【賞味期限】365日
【流通時期】通年

NEW

ミニトマトジュース
みにとまとじゅーす

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

ミニトマトとほんの少しのお塩だけのジュースで
す。キャロル品種のみ使用。完熟し糖度10度前
後の甘くて濃いジュースです。

【希望小売価格】410円
【内容量】200g
【賞味期限】8ヶ月

生姜丸しぼり Wakayama Ginger Ale
しょうがまるしぼり わかやま じんじゃーえーる

わかやま農業協同組合

和歌山の情熱農家が手間暇惜しまず、大切に育
てた新生姜を丸しぼりした本格的なジンジャー
エールです。生姜の発汗作用を感じて頂ける“本
物志向”の商品です。ビールやウォッカ等お酒で
割ってもお楽しみ頂けま
す。

【希望小売価格】185円
【内容量】250ml
【賞味期限】製造日より1年
【流通時期】通年

和歌のめぐみ 桃山の桃酒
わかのめぐみ ももやまのももさけ

株式会社 世界一統

質の高さ、味の良さで全国的に高い評価を受けて
いる「あら川の桃」の産地、北部の紀の川沿いでと
れた桃と清酒世界一統の蔵人が丹念に醸した日
本酒をあわせた、和のテイストあふれるご当地リ
キュールです。とろりとした
舌ざわりの桃酒です。

【希望小売価格】2,750円（1.8L）、
1,375円（720ml）、1,485円

（720ml ケース入り）
【賞味期限】1年

メープルシロップ梅黒酢
めーぷるしろっぷうめくろず

株式会社 丸惣

純粋玄麦の「醸造黒酢」と「紀州南高梅の梅酢」
をバランス良く配合し、「メープルシロップ」と「り
んご果汁」を加えて仕上げました。

【希望小売価格】1,080円（300ml）、
1,620円（720ml）

【賞味期限】365日
【流通時期】通年

ひやしあめ
ひやしあめ

和歌山しょうが本舗 呑多呂商店

～懐かしいけど新しい～和歌山産生姜100％使
用ジンジャーシロップ！夏はピリッとひんやり！冬
は温かポッカポカ！一年中美味しくお楽しみいた
だけます。

【希望小売価格】1,058円
【内容量】300ml
【賞味期限】1年

梅ひと雫 Wakayama Ginger Ale
うめひとしずく わかやま じんじゃーえーる

わかやま農業協同組合

生姜丸しぼりWakayama Ginger Aleに和歌山
産の南高梅果汁を加えることによって、生姜の味
わいを損ねることなく、ほんのりとした梅の香りと
まろやかな口当たりに仕上げました。幅広い年代
の方に飲んで頂けます。

【希望小売価格】185円
【内容量】250ml
【賞味期限】製造日より1年
【流通時期】通年

和歌のめぐみ 龍神の柚子酒
わかのめぐみ りゅうじんのゆずさけ

株式会社 世界一統

日本三美人の湯「龍神温泉」がある龍神村で生産
された、香り豊かで肉厚、高品質な柚子と清酒世
界一統の蔵人が丹念に醸した日本酒をあわせ
た、和のテイストあふれるご当地リキュールです。
爽やかな香りと甘酸っぱ
さが特徴の柚子酒です。

【希望小売価格】2,750円（1.8L）、
1,375円（720ml）、1,485円

（720ml ケース入り）
【賞味期限】1年
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和歌のめぐみ 有田の甘夏酒
わかのめぐみ ありだのあまなつさけ

株式会社 世界一統

「有田みかん」の一大産地、有田でとれた甘夏と
清酒世界一統の蔵人が丹念に醸した日本酒を
あわせた、和のテイストあふれるご当地リキュー
ルです。甘酸っぱく爽やかな味わいがやみつきに
なる甘夏酒です。

【希望小売価格】2,750円（1.8L）、
1,375円（720ml）、1,485円

（720ml ケース入り）
【賞味期限】1年

和歌のめぐみ プレミアム 桃酒
わかのめぐみ ぷれみあむ ももさけ

株式会社 世界一統

ブランド桃「あら川の桃」を惜しげもなく使い、桃
の実をそのまま食べた様な果実感、程よい甘さと
香り、スッキリとした後味のある桃酒です。

【希望小売価格】
720ml（ケース入）：2,530円、
720ml：2,200円

【内容量】720ml
【賞味期限】1年

NEW

勹果 有田みかん
ほうか ありだみかん

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

糖度が極めて高くコクのある有田みかんの
100％果汁を日本ワイン（白）とブレンドしたフルー
ティで飲みやすいお酒です。

【希望小売価格】180㎖：660円、
375㎖：1,320円

【内容量】180㎖、375㎖
【流通時期】通年

NEW

勹果 紀州南高梅赤
ほうか きしゅうなんこううめあか

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

爽やかな風味の紀州南高梅の果汁を日本ワイン
（赤）とブレンドした香り高くコクと深みのある味
わいのお酒です。

【希望小売価格】180㎖：660円、
375㎖：1,320円

【内容量】180㎖、375㎖
【流通時期】通年

和歌のめぐみ 有田の八朔酒
わかのめぐみ ありだのはっさくさけ

株式会社 世界一統

生産量日本一和歌山、有田でとれた八朔と清酒
世界一統の蔵人が丹念に醸した日本酒をあわ
せた、和のテイストあふれるご当地リキュールで
す。ほのかな苦味とさっぱりとした風味が特徴の
八朔酒です。

【希望小売価格】2,750円（1.8L）、
1,375円（720ml）、1,485円

（720ml ケース入り）
【賞味期限】1年

和歌のめぐみ プレミアム 柚子酒
わかのめぐみ ぷれみあむ ゆずさけ

株式会社 世界一統

田辺市龍神村の高品質な柚子を使い、風味を残
すように果肉や澱を取り除かず濁ったままのフレッ
シュで甘酸っぱい爽やかな香りの柚子酒です。

【希望小売価格】
720ml（ケース入）：2,530円
720ml：2,200円

【内容量】720ml
【賞味期限】1年

NEW

勹果 和歌山もも
ほうか わかやまもも

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

あら川の桃のジューシーな100％果汁を日本ワイ
ン（白）とブレンドした濃厚で優雅な味わいのお
酒です。

【希望小売価格】180㎖：660円、
375㎖：1,320円

【内容量】180㎖、375㎖
【流通時期】通年

NEW

勹果 和歌山ゆず
ほうか わかやまゆず

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

香り高い和歌山産ゆずの100％果汁を日本ワイ
ン（白）とブレンドしたすっきり爽やかな味わいの
お酒です。

【希望小売価格】180㎖：660円、
375㎖：1,320円

【内容量】180㎖、375㎖
【流通時期】通年

和歌のめぐみ 有田のみかん酒
わかのめぐみ ありだのみかんさけ

株式会社 世界一統

「有田みかん」の一大産地として知られる有田中
央部でとれたみかんと清酒世界一統の蔵人が丹
念に醸した日本酒をあわせた甘くて美味しいみ
かん酒です。

【希望小売価格】2,750円（1.8L）、
1,375円（720ml）、1,485円

（720ml ケース入り）、605円
（180ml）、660円（180ml ケース
入り）

【賞味期限】1年

和歌のめぐみ プレミアム 蜜柑酒
わかのめぐみ ぷれみあむ みかんさけ

株式会社 世界一統

糖度約11.5～13度の完熟早生蜜柑を丸ごと搾
り高い糖度と、とろみのある蜜柑酒ができました。
酸味にもこだわり、甘みと酸味のバランスが絶妙
です。

【希望小売価格】
720ml（ケース入）：2,530円、
720ml：2,200円

【内容量】720ml
【賞味期限】1年

NEW

勹果 紀州南高梅白
ほうか きしゅうなんこううめしろ

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

爽やかな風味の紀州南高梅の果汁を日本ワイン
（白）とブレンドした芳醇な味わいのお酒です。

【希望小売価格】180㎖：660円、
375㎖：1,320円

【内容量】180㎖、375㎖
【流通時期】通年

NEW

勹果 和歌山じゃばら
ほうか わかやまじゃばら

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

和歌山発祥の柑橘じゃばらの100％果汁を日本
ワイン（白）とブレンドしたキリッと爽やかな酸味の
お酒です。

【希望小売価格】180㎖：660円、
375㎖：1,320円

【内容量】180㎖、375㎖
【流通時期】通年
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NEW

勹果 紀州南高梅白スパークリング
  ほうか きしゅうなんこううめしろすぱーくりんぐ

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

爽やかな風味の紀州南高梅の果汁を日本ワイン
（白）とブレンドしました。お酒が苦手な方にも飲
みやすい爽快なスパークリングです。

【希望小売価格】1,540円
【内容量】375㎖
【流通時期】通年

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
【流通時期】通年

紀州 みかん酒 300ml
きしゅう みかんさけ 300ml

初桜酒造 株式会社

和歌山県産の温州みかんをぎゅっととじこめ、生
しぼりしたみかんの果汁感と爽やかな香りのお
酒。きりっと甘くて、ジューシーな味わい。温州み
かんと日本酒のハーモニーをお楽しみ下さい。
（食品添加物は一切使
用していません）

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

みかんシュワッ酒（スパークリングワイン）
みかんしゅわっしゅ（すぱーくりんぐわいん）

花野食品

有田みかん果汁を発酵させ造ったみかんワイン
をベースに炭酸を施したスパークリングワインで
す。みかんの酸味にスパークリングが加わり、すっ
きり爽やかな口あたりです。

【希望小売価格】523円
【内容量】330ml

NEW

勹果 紀州南高梅赤スパークリング
  ほうか きしゅうなんこううめあかすぱーくりんぐ

株式会社 TOA 湯浅ワイナリー

爽やかな風味の紀州南高梅の果汁を日本ワイン
（赤）とブレンドしました。お酒が苦手な方にも飲
みやすい爽快なスパークリングです。

【希望小売価格】1,540円
【内容量】375㎖
【流通時期】通年

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
【流通時期】通年

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

有田みかんのアイスなワイン
ありだみかんのあいすなわいん

花野食品

みかんワイン造りに取り組み17年。2011年、和
歌山有田市で「温州みかんのアイス（氷結）ワイ
ン」研究開発チームが立ち上げられ、長年のみか
んワイン造りの技術にアイス（氷結）ワインの製法
が加わり、完成しました。
甘く濃厚な口あたりにみ
かんの酸味が感じられ
る、デザートワインです。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】360ml

貴梅酎 25度
きばいちゅう 25ど

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）
【内容量】720ml
【賞味期限】無し

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

蜜柑王国 みかんの酒
みかんおうこく みかんのさけ

花野食品

みかんで造った希少な果実酒です。手剥きして
搾ったみかん果汁に吟醸酵母を施し、みかんの
風味を充分残すため醗酵を早めに止め、精製を
行い、そのまま瓶詰めしました。みかんの風味豊
かで爽やかな酸味とほ
のかな甘みで飲みやす
いです。

【希望小売価格】1,408円
【内容量】500ml

感嘆酒檸檬
かんたんしゅれもん

花野食品

自社栽培したレモンを使用した甘くないクラフト
リキュール。ロックで味わう大人のハードリカー。炭
酸やカクテルの素材としてもお楽しみください。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】500ml
【流通時期】通年
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NEW

ジャパニーズクラフトジン熊野
じゃぱにーずくらふとじんくまの

プラム食品 株式会社

和歌山県を代表する南高梅、温州みかんと高酸
柑橘の柚子、すだちやぶどう山椒、真妻わさび、
生姜など19種類のボタニカルを厳選し華やかな
香りのクラフトジンに仕上がっています。

【希望小売価格】5,500円
【内容量】500ml

本格米焼酎 黒潮波
ほんかくこめしょうちゅう くろしおなみ

株式会社 吉村秀雄商店

日本酒の蔵が醸した本格米焼酎。蒸留後15年
以上の歳月をかけて長期熟成させており、乙類
ならではの芳醇さと、まろやかな口当たりが調和
した深い味わいが特徴です。

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

幻のじゃばら酒・すっきりタイプ
まぼろしのじゃばらしゅ・すっきりたいぷ

株式会社 吉村秀雄商店

北山村の特産品原産品であるじゃばらの果汁を
日本酒ベースで飲みやすくすっきり味に仕上げま
した。

【希望小売価格】1,714円（税別）
【内容量】720ml
【賞味期限】6ヶ月

菓子
和菓子

鶴梅 柚子
つるうめ ゆず

平和酒造 株式会社

和歌山県産柚子の生果汁を使用したフレッシュ
で濃厚なリキュールです。柚子の風味がそのまま
生きているので様 な々アレンジをぜひお楽しみく
ださい。

【希望小売価格】1,595円（720ml）、
3,190円（1,800ml）

【内容量】720ml、1,800ml

北山村じゃばら
きたやまむらじゃばら

株式会社 吉村秀雄商店

全国で唯一、飛び地の村「北山村」で栽培される
「じゃばら」は強い酸味と苦み、柑橘類特有の強い
香りが特徴的です。自社で製造した米焼酎をベー
スに北山村から直接仕入れている「じゃばら」で
作っております。無用な添
加物をさけ、米焼酎，じゃ
ばら、糖類とシンプルな
原材料で作ってあります。

【希望小売価格】（税別）1,524円
【内容量】500ml
【賞味期限】6ヶ月

NEW

稲むら最中
いなむらもなか

有田観光物産センター 株式会社

稲むら最中は、広川町の新名物にと地元の高校
生が考案し、広川町と有田観光物産センター㈱
が連携して商品化しました。広川町の逸話「稲む
らの火」をパッケージにあしらい、中身の餡は稲
むらの塩とみかんの2種
類の味が楽しめます。

【希望小売価格】1,000円（1箱）
170円（1個売り）

【内容量】6個
【賞味期限】90日

長期熟成本格焼酎 錐鑚
ちょうきじゅくせいほんかくしょうちゅう きりもみ

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
重ねた米芋混和の本格焼酎。乙類ならではの米
の芳醇さとまろやかな芋の香りが調和した深い
味わいが特徴です。

【希望小売価格】1,524円（税別）
【内容量】720ml

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

北山村特産の柑橘「じゃばら」を使った和のリ
キュール。じゃばらの果汁や果皮をふんだんに
使って、自社製造の日本酒をベースに仕込んでい
ます。酸っぱくてやみつきになる味わい。ロック、
ソーダ割のほかにビール
割もおすすめ。

【希望小売価格】（税抜）1,905円
（0.72L）、905円（180ml）
【内容量】720ml、180ml
【賞味期限】6ヶ月

あんちんの梅つりがね饅頭
あんちんのうめつりがねまんじゅう

有限会社 あんちん

生地は“もちもちしっとり”あんには紀州南高梅を
搾り練り込みました。また一味違うつりがね饅頭
です。

【希望小売価格】700円（6個入り）、
1,200円（10個入り）

【内容量】6個入り、10個入り
【賞味期限】製造より25日
【流通時期】通年
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五十五万石
ごじゅうごまんごく

うたや

上品な甘さのこしあんを求肥で包み込み二枚の
薄種で挟みました。紀州徳川五十五万五千石に
因み、葵の御紋を配しております。

【希望小売価格】1,020円
【内容量】6個入り
【賞味期限】30日間

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】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

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菓子です。
北海道産大粒小豆の自家製漉し餡を求肥餅で
包んだ物と二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
ください。

【希望小売価格】146円
【内容量】1個35g
【賞味期限】7日

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】6個入：1480円、
9個入：2200円、12個入：2960円、
18個入：4340円

【内容量】1個47g
【消費期限】6日
【流通時期】通年

大納言
だいなごん

うたや

じっくり練り上げられた手芒餡を香ばしい生地
で焼き上げました。菓子直径は約13センチ。創
業以来ずっと変わらぬ製法と大きさを守り続けて
います。

【希望小売価格】1,230円
【内容量】1個入り
【賞味期限】30日間

みかんもなか
みかんもなか

オカヘ製菓

可愛いみかんの形をした香ばしいもなかの中に
伝統の技術で練り上げた上質な餡を入れ食べ
るとみかんの香りが口に広がり甘味も上品なお
菓子です。

【希望小売価格】700円（15個入り）、
1,130円（24個入り）

うすかわ饅頭
うすかわまんじゅう

有限会社 串本儀平

串本・儀平で誕生した「うすかわ饅頭」は、今では紀
南地方の代表銘菓となりました。「餡｣が命のうすかわ
饅頭、北海道産小豆・白いんげん豆を使用した自家
製餡です。出来たてにこだわり、作ったものはその日に
しか販売していません。

【希望小売価格】6個入：900円、
10個入：1,500円、15個入：2,250円、
20個入：3,200円

【内容量】1個30g
【消費期限】製造日より夏季2日間、
冬期3日間

【流通時期】通年

芋いも
いもいも

有限会社 串本儀平

串本町潮岬（上野）で採れた芋はおいしいと評判
で、「上野の芋」と懐かしみ、お菓子で表現しまし
た。地元のさつまいもを使った自家製の黄味餡
で、お芋のほこほこ感を表しました。北海道産白
いんげん豆を使用した自
家製餡です。

【希望小売価格】1個入：170円、
5個入：860円、10個入：1,850円

【内容量】1個38g
【消費期限】14日間
【流通時期】通年

雲水 つりがねまんじゅう
うんすい つりがねまんじゅう

有限会社 雲水

いにしえより伝わる安珍・清姫伝説ゆかりの道成
寺釣鐘物語をもとに、老舗のこだわりで釣鐘饅
頭を作りました。

【希望小売価格】1,200円
【内容量】10個入
【賞味期限】約3週間

佛手柑
ぶっしゅかん

有限会社 かさ國

インド原産の果実で、その形が佛の手に似てい
ることから、佛手柑と呼ばれています。古来、慶事
の床飾りとして用いられ、珍重された果実です
が、独自の製法で甘露漬けにし、高尚な味と香り
をご提供していますの
で、ご賞味下さい。

【賞味期限】約1ヶ月

芦雪最中
ろせつもなか

有限会社 串本儀平

香ばしい皮の軽やかさが、つぶ餡のおいしさを引
き立てます。長沢芦雪は江戸時代に活躍した、串
本ゆかりの画家。芦雪の落款はそのままに、風情
を添える最中です。

【希望小売価格】10個入：1,750円、
20個入：3,400円

【内容量】1個40g
【賞味期限】7日
【流通時期】通年

熊野本宮・釜餅（よもぎ）
くまのほんぐう・かまもち（よもぎ）

有限会社 熊野鼓動

釜でもち米を炊き、粒を残してすりこ木で搗く、熊
野の伝統をそのまま受け継ぐ餅菓子。よもぎの香
りいっぱいのもち生地で自家製粒あんをふんわ
り手包みしました。

【希望小売価格】734円
【内容量】4個入
【賞味期限】180日
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熊野本宮・釜餅（くるみ）
くまのほんぐう・かまもち（くるみ）

有限会社 熊野鼓動

釜炒り茶でもち米を炊き、半搗きに仕上げた熊
野伝承製法の餅生地で、自家製粒あんをふんわ
り包みました。くるみも香ばしい素朴なのにちょっ
と贅沢な餅菓子です。

【希望小売価格】777円
【内容量】4個入
【賞味期限】180日

本ノ字饅頭
ほんのじまんじゅう

株式会社 総本家駿河屋

米麹の発酵力で生地を仕上げたほんのりと優し
い酒香が特徴です。古くは参勤交代にも携行さ
れたと史実にあるまんじゅうです。

【希望小売価格】140円
【内容量】1個
【消費期限】2日

極上本煉羊羹 大納言
ごくじょうほんねりようかん だいなごん

株式会社 総本家駿河屋

水分を限界まで飛ばし炊き上げて生み出される
「こし」が特徴です。また大納言小豆の皮が羊羹
の食感を損ねないように、小豆の品種にもこだ
わっています。

【希望小売価格】1,566円、2,592円
【内容量】385g、630g
【賞味期限】1年

てまりせんべい
てまりせんべい

鷹屋

紀州わらべ唄「まりと殿様」にちなんで名付けた
せんべいで、紀州てまりもようを焼印でおしていま
す。シンプルな原材料にこだわり、昔なつかしい、
やさしい味わいにサクッとした口あたりを追求し、
丁寧に焼き上げています。

【希望小売価格】1,026円
【内容量】小4枚入×12袋
【賞味期限】3ヶ月

熊野本宮・釜餅（古代米）
くまのほんぐう・かまもち（こだいまい）

有限会社 熊野鼓動

釜でもち米と古代米を炊き、粒を残してすりこ木
で半搗きに仕上げた熊野伝統製法の餅生地で
自家製餡をふんわり包みました。古代米の食感
がアクセントの高貴な紫色も美しい餅菓子です。

【希望小売価格】734円
【内容量】4個入
【賞味期限】180日

金の本ノ字饅頭
きんのほんのじまんじゅう

株式会社 総本家駿河屋

当社代表銘菓「本ノ字饅頭」で評判のこしあんを
新開発の生地で包み込んだまんじゅうです。もち
もちとした食感が現代人の嗜好に沿っています。

【希望小売価格】162円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

極上本煉羊羹 栗
ごくじょうほんねりようかん くり

株式会社 総本家駿河屋

栗の風味を存分にお楽しみいただけるよう栗はも
ちろんのこと、原材料の「餡」にもこだわりました。
「こし」のある羊羹と栗の相性をお楽しみください。

【希望小売価格】2,106円、3,672円
【内容量】385g、630g
【賞味期限】1年

和歌浦せんべい
わかうらせんべい

鷹屋

景勝地・和歌浦の「不老橋」「観海閣」の焼印を1
枚1枚押しています。小さな子供さんからお年寄り
まで安心して食べて頂ける、シンプルな原材料に
こだわり、昔なつかしいやさしい味わいにサクッと
した口あたりを追求し、丁
寧に焼き上げています。

【希望小売価格】2,160円
【内容量】2本箱入
【賞味期限】3ヶ月

熊野伝承・釜小餅（よもぎ）
くまのでんしょう・かまこもち（よもぎ）

有限会社 熊野鼓動

釜でもち米を炊き、半搗きに仕上げた熊野伝承
製法の餅生地で、自家製餡をふんわり包みまし
た。よもぎが香る、食べやすくて可愛いひと口サイ
ズの餅菓子です。

【希望小売価格】702円
【内容量】6個入
【賞味期限】180日

極上本煉羊羹
ごくじょうほんねりようかん

株式会社 総本家駿河屋

豊臣秀吉の大茶会の引出物として納めた蒸し羊
羹が「紅羊羹」と称せられ絶賛をうけたことより、
看板商品となる煉羊羹は紅色の伝統を受け継
いでいます。

【希望小売価格】1,566円、2,592円
【内容量】385g、630g
【賞味期限】1年

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】通年

NEW

きいちゃんせんべい
きいちゃんせんべい

鷹屋

和歌山県のPRキャラクターきいちゃんを焼き印し
たおせんべいです。2枚ずつ個包装しています。

【希望小売価格】500円
【内容量】2枚×10袋
【賞味期限】3ヶ月
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和歌浦せんべい
わかうらせんべい

寺田商店

国産の玉子と品質管理された小麦粉・砂糖を均
等に配合しました。香ばしくサクっとした食感とま
ろやかな風味が口の中に広がる銘菓です。

【希望小売価格】大箱 1,600円、
小箱 800円、缶入り 750円

【内容量】大箱（20袋×2枚/袋）、
小箱（10袋×2枚/袋）、缶（30枚）

【賞味期限】90日

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

紀州・柚最中
きしゅう・ゆずもなか

有限会社 福亀堂

じっくりと煮込んだ白あんに、熊野の山で採れた
風味豊かな柚の皮を加え最中の皮で包みまし
た。第25回全国菓子大博覧会にて、金賞受賞。

【希望小売価格】600円（10個入り）
【賞味期限】2ヶ月

神島の鶴
かしまのつる

富美堂 ［森山昌彦］ 

紀州が生んだ偉大な博物学者南方熊楠がこよ
なく愛した田辺湾に浮かぶ“神島”に鶴が降りる
様をイメージした菓子。中心の栗餡を黄味餡やこ
し餡で包み、さらにマシュマロ生地でくるんだも
ので、ほのかに柚や梅の
香りがします。

【希望小売価格】2,250円
【内容量】9個入り
【賞味期限】夏場4日、冬場7日

熊野のからす
くまののからす

ともゑ堂

熊野古道で神の使いとして知られる八咫烏を施
したお煎餅。和歌山県産の、味・香り共に濃厚な
蜜柑蜂蜜を使い、味わい深く優しい口当たりに仕
上げました。

【希望小売価格】500円
【内容量】10枚
【賞味期限】95日

あべこべだんご
あべこべだんご

有限会社 福亀堂

うるち米粉に砂糖、塩などを加えて蒸し、餅搗き
をした生地のなかに醤油だれを包み込みまし
た。解凍後は、冷蔵庫で3日以内にお召し上がり
ください。

【希望小売価格】650円
【内容量】12個
【賞味期限】冷凍の場合6ヶ月（解
凍後3日）

NEW

天台烏薬湯
てんだいうやくゆ

福田屋

天台烏薬の木の葉の粉末と吉野葛を使った葛
湯です。お砂糖をお好みで混ぜ、ご賞味下さい。

【希望小売価格】1,180円

紀州田辺与力
きしゅうたなべよりき

富美堂 ［森山昌彦］ 

徳川家直臣の田辺与力に魅せられ、お菓子とし
て取り上げました。白餡で梅ピューレ、甘夏ピュー
レを包み、2種類にし、外側は桃山生地で「三葉
葵」を意匠。

【希望小売価格】2,150円
【内容量】10個入
【賞味期限】14日

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】1,980円
【内容量】9個（赤饅頭4個・白饅頭
5個）

【賞味期限】7日

柚子饅頭
ゆずまんじゅう

有限会社 福亀堂

甘さを抑えた口当たりの良い粒あんを山芋と柚
子を練り込んだ上質な生地で包み込み、柚子の
香りを逃がさないように蒸し上げました。和歌山
県産の柚子を使用しています。

【希望小売価格】650円
【内容量】6個入り
【賞味期限】2ヶ月

柚もなか
ゆずもなか

株式会社 福菱

職人が一枚ずつ丁寧に焼き上げた香ばしい最中
の皮と、柚の風味香る餡との相性が秀逸の伝統
銘菓「柚もなか」です。創業昭和8年の老舗菓子
店「福菱」の伝統の味は、一つ、二つと後を引く美
味しさです。

【希望小売価格】650円（12個入）
～1,950円（36個入）
【賞味期限】60日

柚もなか
ゆずもなか

文左

紀州熊野産の柚子はすぐれた品格をもち、その
香味は他に類をみません。快い“もなか”の甘さ
の中に、ほんのりと漂う柚子の香のすがやかさ
は、ちょうど熊野の春のあけぼののようです。

【希望小売価格】648円
【内容量】9ヶ入り
【賞味期限】30日
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むろの柚
むろのゆう

文左

和歌山は昔から紀州木の国みかん国とうたわ
れ、とくに紀州産の柚子はすぐれた品格をもち、
その香味は他に類をみません。快い甘さの中に、
ほんのりと漂う柚子の香のすがやかさは、ちょう
ど紀の国の春のあけぼ
ののようです。

【希望小売価格】1,026円
【内容量】8ヶ入り
【賞味期限】300日

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

NEW

湯浅しょうゆあられ
ゆあさしょうゆあられ

増田米菓 株式会社

「湯浅しょうゆあられ」は和歌山県の湯浅醤油の
加工品として、和歌山マリーナシティ黒潮市場様
との共同開発でうまれた商品です。和歌山県湯
浅町 角長様の醤油を使用し、香り高いあられに
仕上げています。

【希望小売価格】520円
【内容量】125g
【賞味期限】150日
【流通時期】通年

青うめジュレ大福
あおうめじゅれだいふく

有限会社 麺彩工房ふる里

和歌山の青梅をジュレにして、国内製造の餅粉
で作った柔らかい大福に白餡と一緒に包みまし
た。冷凍保存ができ、いつも新鮮な状態で召上っ
ていただけます。

【希望小売価格】1,188円
【内容量】6個入り
【消費期限】解凍後3日

古城梅
こじょうのうめ

文左

完熟梅の酸味に、日本の香り紫蘇（しそ）を程よく
通わせています。厳選された種 の々材料がよく調
和を保ちながらかもし出す、ほのぼのとにじみ出
るような妙味は手作りならではの味です。

【希望小売価格】1,026円
【内容量】8ヶ入り
【賞味期限】300日

パンダのどら焼
ぱんだのどらやき

文左

和歌山県白浜温泉では全国的にパンダの動物
園が有名です。それにちなんで極技を生かして
出来上がったのがパンダのどら焼です。他に類を
見ないおいしさです。

【希望小売価格】194円
【内容量】1ヶ
【賞味期限】20日
【流通時期】通年

柚もなか
ゆずもなか

有限会社 港屋

紀州銘菓柚もなかを創業以来の製法を守り、作
り続けております。和歌山県産の柚皮を白餡に練
り込み、最中種には、国産の餅粉を使用して風味
豊かに仕上げております。

【希望小売価格】650円
【内容量】12個入
【賞味期限】90日
【流通時期】通年

本竹皮包み羊羹 本煉
ほんたけかわつつみようかん ほんねり

有限会社 紅葉屋本舗

昔ながらの手作り。表面がパリッとした食感と中
がしっとりした食感が楽しめる。食べても甘みが
くどくなく召し上がれる商品です。ようかんの嫌い
な人でも食べれます。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】230g
【賞味期限】21日
【流通時期】通年

甘夏柑
あまなつかん

文左

紀州産の甘夏柑はすぐれた品格をもち、その香
味は他に類をみません。快い甘さの中に、ほんの
りと漂う甘夏柑の香のすがやかさは、ちょうど紀
の国の春のあけぼののようです。

【希望小売価格】1,200円
【内容量】1個
【賞味期限】10日
【流通時期】4月上旬～9月下旬

あられ逢わせ
あられあわせ

増田米菓 株式会社

国産もち米を丸粒からセイロ蒸し・杵つき製法。
人気の六種［ごぼう・梅ざら・みたらし団子風・海
老サラダ・マヨネーズ・青のり醤油味］の詰合わ
せ缶です。

【希望小売価格】648～3,240円
【内容量】100g～550g
【賞味期限】120日
【流通時期】通年

黒豆大福
くろまめだいふく

有限会社 麺彩工房ふる里

紀の川市鞆渕産の黒豆を使った大福です。黒豆
を国内製造の餅粉で作った大福へ交ぜ、北海道
産の小豆でできたあっさりこし餡を包み込んで
います。黒豆の甘さと塩加減が絶妙な逸品です。

【希望小売価格】1,404円
【内容量】8個入り
【消費期限】解凍後3日

本竹皮包み羊羹 柚子羊羹
ほんたけかわつつみようかん ゆずようかん

有限会社 紅葉屋本舗

香りの良い竹の皮に包まれた「羊羹」と言う名前
と全く違った味わい。まわりがカリカリとした食感
が若い人には、初めての食感、年配者の方は、懐
かしい感じがするはず。お口に入れると柚子の香
りが広がります。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】230g
【賞味期限】21日
【流通時期】通年
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本竹皮包み羊羹 抹茶羊羹
ほんたけかわつつみようかん まっちゃようかん

有限会社 紅葉屋本舗

昔ながらの手作り。表面がパリッとした食感と中
が、しっとりした食感が楽しめる。抹茶を飲みな
がら召し上がっても、抹茶本来の味をそこなわず
に、召し上がれます。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】230g
【賞味期限】21日
【流通時期】通年

本竹皮包み羊羹 白崎羊羹
ほんたけかわつつみようかん しらさきようかん

有限会社 紅葉屋本舗

昔ながらの手作り製法で、外はパリッと中身は
しっとりの懐かしい味の羊かんです。白崎海岸の
白い砂の印象にちなんだネーミングです。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】230g
【賞味期限】31日
【流通時期】通年

NEW

てんて焼（天日塩）
てんてやき（てんぴしお）

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

和歌山県産のもち米でついたおもちをカットし1
枚1枚丁寧に並べて天日干ししています。朝、並
べて干し、夕方には片づけるという作業を5日ほ
ど繰り返す、この工程でしか生み出せないさくさく
感が特徴です。

【希望小売価格】480円
【内容量】80g
【賞味期限】180日

NEW

米ぽんぽ（白米）
こめぽんぽ（はくまい）

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

和歌山県産のお米を使用。子供から大人まで、
安心して食べられるお菓子です。

【希望小売価格】480円
【賞味期限】180日

本竹皮包み羊羹 桜羊羹
ほんたけかわつつみようかん さくらようかん

有限会社 紅葉屋本舗

香りの良い竹の皮に包まれた「羊羹」と言う名前
とは全く違った味わい。まわりがカリカリという食
感が若い人には初めての食感、年配の方には懐
かしい感じがするはずです。お口に入れたら桜の
香りが広がります。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】230g
【賞味期限】3週間
【流通時期】通年

NEW

みなみのおいも
みなみのおいも

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

串本町特産のサイパン芋を使用。しっとりとした
芋の食感に、有機ココナッツフレークを絡めたお
菓子です。

【希望小売価格】700円
【内容量】7本入り（約90g）
【賞味期限】1か月
【流通時期】11月～1月

NEW

てんて焼（ザラメ）
てんてやき（ざらめ）

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

和歌山県産のもち米でついたおもちをカットし1
枚1枚丁寧に並べて天日干ししています。朝、並
べて干し、夕方には片づけるという作業を5日ほ
ど繰り返す、この工程でしか生み出せないさくさく
感が特徴です。

【希望小売価格】480円
【内容量】90g
【賞味期限】180日

菓子
洋菓子

本竹皮包み羊羹 塩
ほんたけかわつつみようかん しお

有限会社 紅葉屋本舗

他の紅葉屋本舗羊羹に比べて糖度が低いです
が、塩が甘さを引き立てており、はじめに塩の
しょっぱい味が来て、数秒したら本来の本練羊羹
の甘みがします。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】230g
【賞味期限】21日
【流通時期】通年

NEW

こはくのおいも
こはくのおいも

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

串本町特産のサイパン芋の干し芋を寒天で固め
ました。表面はシャリッ、中はふんわりやわらかな
食感のスイーツです。

【希望小売価格】700円
【内容量】7本入り（約100g）
【賞味期限】1か月

NEW

てんて焼（海苔）
てんてやき（のり）

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

和歌山県産のもち米でついたおもちをカットし1
枚1枚丁寧に並べて天日干ししています。朝、並
べて干し、夕方には片づけるという作業を5日ほ
ど繰り返す、この工程でしか生み出せないさくさく
感が特徴です。

【希望小売価格】480円
【内容量】80g
【賞味期限】180日

はっさくプーロ
はっさくぷーろ

アミティ 有限会社

はっさく銘菓を残したいというふるさとの思いを
受け継ぎ、ハッサクのほろ苦さとアーモンドの香
ばしさを生かしたチュイール焼き菓子です。

【希望小売価格】1,036円
【内容量】8枚入り
【賞味期限】40日
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ガトー プルプラ
がとー ぷるぷら

Annpanto.

梅のほのかな香りと酸味が美味しいケーキです。
焼く事で、アルコール分は消え、お子様にも召し
上がって頂けます。

【希望小売価格】2,000円
【内容量】1個
【賞味期限】7日

レモンカード
れもんかーど

菓子工房 喜多亭

英国生まれのレモンカードを、日本人の味覚に合
う様に作りました。味はレモン風味のカスタード
味です。原材料は、すべて和歌山県産か、国内製
造品を使用して安心安全にこだわって作ってい
ます。

【希望小売価格】700円（140g）
【内容量】140g
【賞味期限】180日

和歌山ロール
わかやまろーる

株式会社 きたかわ商店

和歌山県産のいちじくを1/3まで乾燥した後、コ
ンポートにして、生クリームにたっぷり混ぜふんわ
り生地でロールいたしました。

【希望小売価格】1本 1,620円
【賞味期限】冷凍30日（解凍後
冷蔵保存で2日）

熊野路田辺パウンド
くまのじたなべぱうんど

ケーキの幸屋

紀州田辺産の青梅、蜜柑、柚子を使用したパウ
ンドケーキです。それぞれの素材をシロップ漬に
しているので、通常のパウンドケーキよりは水分
も多いし、桂皮末を加えている分、味に奥行きが
あります。

【希望小売価格】1,160円
【内容量】520g
【賞味期限】1ヶ月

天風ラスク
てんぷうらすく

一の橋天風

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

有田ミカンマドレーヌ
ありだみかんまどれーぬ

菓子工房 喜多亭

有田ミカンジュースをたっぷりと使い作りました。
食べるとコリコリとした食感があります。これはみ
かんの皮の砂糖漬でオレンジピールです。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】45日
【流通時期】通年

紀州まりひめミルクぷりん
きしゅうまりひめみるくぷりん

郷土銘菓処ふく田

美浜町産松いちご（まりひめ）の無添加ソースを
加えたミルクぷりん。食感は「とろっふわっ」ぷり
んとまりひめが織りなす至高のハーモニー。

【希望小売価格】390円
【内容量】120g
【賞味期限】3日

デラックスケーキ 3入
でらっくすけーき 3いり

有限会社 鈴屋

特殊配合と特殊製法でできた重みのあるカステ
ラに、特殊なジャムをサンドして、全体をホワイト
チョコレートでコーティングしたケーキです。

【希望小売価格】756円
【内容量】3個
【賞味期限】7日（冬季10日）

コクマロプリン
こくまろぷりん

菓子工房 喜多亭

プレミア和歌山認定の卵を使用し国産の生クリ
―ムと牛乳に天然バニラ香料コンセントーレ使
用、他に何も加えず卵が熱で固まる力で作って
います。

【希望小売価格】324円（90g）、
248円（100g）

【賞味期限】6日

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

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】10枚入り：
1,080円、5枚入り：594円

【内容量】10枚入り、5枚入り
【賞味期限】90日
【流通時期】通年

湯浅醤油ばぅむ
ゆあさしょうゆばぅむ

株式会社 トータル・プランニング

湯浅醤油の「生一本黒豆醤油」を使用した醤油
の香りが香ばしい和製バウムクーヘンです。

【希望小売価格】1,465円
【内容量】500g
【賞味期限】冷凍90日、冷蔵4日
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有田みかんばぅむ
ありだみかんばぅむ

株式会社 トータル・プランニング

地元和歌山県有田市特産のみかんの果皮と果
汁をたっぷりと使用したバウムクーヘンです。爽
やかな風味がお口の中に広がります。

【希望小売価格】1,465円
【内容量】500g
【賞味期限】冷凍90日、冷蔵4日

NEW

串本なんたんジオバウム
くしもとなんたんじおばうむ

株式会社 トータル・プランニング

串本町で代 受々け継がれてきた栽培方法で丹精
こめて作られた幻のサツマイモ「なんたん蜜姫」
のペーストをふんだんに生地に練り込んだバウ
ムクーヘンです。

【希望小売価格】892円
【賞味期限】冷蔵3日、冷凍90日
【流通時期】通年

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】38g：480円、
30g：432円、25g：324円

【内容量】38g、30g、25g
【賞味期限】75日
【流通時期】通年

酒粕フィナンシェ車坂
さけかすふぃなんしぇくるまざか

有限会社 ナルセ

和歌山の銘酒「車坂」の酒粕と「うめたまご」にこ
だわり、試行錯誤の末に作り上げました。鼻から
ぬける爽やかな「車坂」のお香りをお楽しみくだ
さい。

【希望小売価格】200円（1個）、
1,180円（5個）

【賞味期限】製造日から60日

ガトー・オ・ジャバラ
がとー・お・じゃばら

特定非営利活動法人 花咲か

柑橘じゃばらとみかん蜜を使用した焼き菓子、
しっとりした食感、蜜と柑橘の酸味と甘さ、自然豊
かな和歌山県の風味を味わっていただけます。

【希望小売価格】258円
【内容量】1個
【賞味期限】21日

かげろう
かげろう

株式会社 福菱

薄くサクッとした表面にふわふわの生地と優しい
甘さのクリームをサンドした名物「かげろう」は、
昭和42年に販売開始。独自の技法と、ほかには
ない触感でこれまでに数々の賞を受賞。南紀白
浜を代表する銘菓です。

【希望小売価格】1,080円（10個
入）～4,860円（45個入）

【賞味期限】40日

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

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170円、
3本600円、6本1,200円、
10本1,990円

【内容量】1本36g、3本108g、
6本216g、10本360g

【賞味期限】60日
【流通時期】通年

かげろう・柚もなか背中合せ
かげろう・ゆずもなかせなかあわせ

株式会社 福菱

弊社の代表商品である、かげろうと柚もなかがセットになった
初めての商品です。詰め合わせをご希望されるお声も多くあ
り、また、インバウンドの方 向々けに日本的なパッケージに変更
し、贈答用にもお使い頂ける様にしました。両面開きのお箱
に、商品を背中合せにしてお入
れしている事から、背中合せと
いう商品名になりました。

【希望小売価格】1,580円
【内容量】かげろう6個78g、
柚もなか12個138g

【賞味期限】製造日より40日

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】432円
【内容量】1個
【賞味期限】冷凍60日、解凍後2日

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180円、
3個630円、6個1,260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

川添茶ロール
かわぞえちゃろーる

株式会社 福菱

白浜町日置川上流で栽培されている川添茶を使
用し、お茶の風味とまろかやな甘さが広がるロー
ルケーキです。

【希望小売価格】1,300円（1本
（16.5cm））
【賞味期限】冷蔵3日（発送の場合、
解凍後3日）
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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-

和歌山が原産「じゃばら」のマーマレードを生地
に加えた、爽やかな酸味と香りが広がる米粉ブ
ラウニー（小麦粉・卵・乳製品・白砂糖、不使用の
アレルギー対応）。

【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

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

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

コンポート 丸ごと温州みかん
こんぽ―と まるごとうんしゅうみかん

株式会社 ふみこ農園

和歌山県産の温州みかんを丸ごとジュレで閉じ
込めました。アッサリしたジュレは果物本来の甘
さや酸味をひきたて美味しさが広がります。

【希望小売価格】1,620円
【内容量】350g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年可能

コンポート 房ごとはっさく
こんぽ―と ふさごとはっさく

株式会社 ふみこ農園

和歌山県産の八朔を房ごとジュレに閉じ込めま
した。八朔特有の歯ごたえとホロ苦い味わいを
ジュレがひきたて美味しさが広がります。

【希望小売価格】1,620円
【内容量】350g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年可能

わかやまポンチ
わかやまぽんち

株式会社 ふみこ農園

和歌山県産の温州みかん、はっさく、梅、若桃を
上品な甘みのジュレで包み込んだ「わかやまポ
ンチ」です。和歌山県協力商品です。

【希望小売価格】648円
【内容量】140g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年可能

コンポート 丸ごとあら川の若桃
こんぽ―と まるごとあらかわのわかもも

株式会社 ふみこ農園

和歌山県の若桃を上品な甘みのジュレで包み
込みました。ふんわり桃の味わいをお楽しみ頂
けます。

【希望小売価格】1,620円
【内容量】350g
【賞味期限】180日

とろけるなめらかプリン
とろけるなめらかぷりん

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

たまご牧場まきばの『生石豊卵』は、黄身・白身と
もに箸でつかめるほど張りがあり、コクと甘みが
凝縮されています。新鮮な生クリームと生石豊卵
の黄身だけを贅沢に使い、低温スチームでじっく
り蒸し焼きにしました。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】90g×4個入
【賞味期限】2日

白炭クッキー
はくたんくっきー

富美堂 ［森山昌彦］ 

紀州備長炭のミクロパウダーを使用、白備長炭に
似た手作りクッキーです。

【希望小売価格】380円
【内容量】6個入り
【賞味期限】3ヶ月

紀州鞆渕 黒豆パウンドケーキ
きしゅうともぶち くろまめぱうんどけーき

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

紀の川市鞆渕地区の「黒大豆」を表面や生地に
ふんだんにあしらった、上品な甘さが楽しめる
ケーキです。

【希望小売価格】紙箱1,080円
【内容量】15.5cm
【賞味期限】10日

紀州鞆渕 黒豆ロールケーキ
きしゅうともぶち くろまめろーるけーき

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

紀の川市鞆渕地区のがんこ農家を訪ねて吟味
した和歌山産の黒豆と、米粉を使ったキメの細
かいスポンジ、黒豆ペーストを練り込んだ低脂肪
クリームの組み合わせが絶妙。

【希望小売価格】1,250円
【内容量】12.5cm
【賞味期限】2日

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-

和歌山産の紀州備長炭や石臼挽き山椒、「黒牛」
大吟醸酒粕を組み合わせた、黒江にちなんだ米
粉マフィン（小麦粉・卵・乳製品・白砂糖、不使用
のアレルギー対応）。

【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
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菓子
あんぽ柿

蔕なしあんぽ
へたなしあんぽ

株式会社 パーシモン

厳選した4Lサイズのたねなし柿を独自の製法で、
無添加で加工。食べやすいようにヘタを取って乾
燥した、しっとりした優しい味わいの干し柿です。

【希望小売価格】350円/1個、
3,200円/8個入り（税別）

【賞味期限】1か月
【流通時期】通年

あんぽ柿
あんぽがき

合同会社 かつらぎ町あんぽ柿加工組合

日本有数の柿の産地・和歌山県の農家が心を込
めて作ったたねなし柿を、丁寧に皮をむき干し上
げました。

【希望小売価格】竹籠2,000円～、
化粧箱2,600円～、1個300円

【賞味期限】出荷日より30日間

長寿柿
ちょうじゅがき

株式会社 パーシモン

厳選した県産たねなし柿を独自の製法で、無添
加で加工したあんぽ柿（干し柿）です。柿本来の
美味しさを乾燥により凝縮させ、しっとりと仕上
げました。

【希望小売価格】250円/1個、
500円/3個、2,800円/10個箱入、
1,000円/3個入り×2本箱入（税別）

【賞味期限】1か月
【流通時期】通年

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

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

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

NEW

紀州わかやま 和-nagomi-菓子 しょうがれっと。
きしゅうわかやま なごみがし しょうがれっと

穂野果菜おやつとごはん 幸房*空-kuu-

ほのかに香る和歌山県産の生姜がアクセント、
地元産の田舎味噌を加えた香ばしい米粉クッ
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】173円
【内容量】2枚
【賞味期限】30～40日（季節により
異なる）

【流通時期】通年

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

紀州ぷりん（プレーン）
きしゅうぷりん（ぷれーん）

株式会社 三八波

厳選した和歌山の素材で濃厚なプリンをお楽し
みください。

【希望小売価格】385円
【内容量】85g
【賞味期限】2日
【流通時期】通年
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菓子
アイス

一六一八 実 温州みかん
いちろくいちはち みのり うんしゅうみかん

株式会社 カワ

日本一の生産量を誇る和歌山の温州みかん。そ
の深い味わいを感じて頂けるよう果汁、果肉を
75％以上使用しジューシーなシャーベットに仕上
げました。

【希望小売価格】600円
【内容量】120ml

一六一八 実 南高梅
いちろくいちはち みのり なんこううめ

株式会社 カワ

和歌山県みなべ町産の最高級ブランド南高梅を
使用し、独特の奥深い味わいを堪能頂けるよう
果汁たっぷりのシャーベットに仕上げています。

【希望小売価格】600円
【内容量】120ml

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】200円
【内容量】1ヶ

一心農園オリジナル プレミアム柿アイス
いっしんのうえんおりじなる ぷれみあむかきあいす

一心農園

ミルクベースのアイスの中に自家製あんぽ柿を
混ぜ込み、一心農園自慢の甘熟富有柿で作った
特製富有柿ジュレをのせた2層仕立ての風味豊
かな柿アイスです。

【希望小売価格】648円
【内容量】120ml

一六一八 実 あらかわの桃
いちろくいちはち みのり あらかわのもも

株式会社 カワ

和歌山県桃山町の濃厚で香りの高いあらかわの
桃をしっかり味わえるよう果肉と果汁を46％も使
用した贅沢なシャーベットに仕上げました。

【希望小売価格】600円
【内容量】120ml

一六一八 実 ブルーベリー
いちろくいちはち みのり ぶるーべりー

株式会社 カワ

地元浅井農園産の甘み抜群のブルーベリーを美
味しいコンフィチュールにし、搾り立て牛乳を使っ
たミルクベースのアイスクリームに混ぜ込んだ一
品です。

【希望小売価格】600円
【内容量】120ml

黒沢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

一心農園オリジナル 一の心柿アイス
いっしんのうえんおりじなる いちのしんかきあいす

一心農園

ミルクベースのアイスの中に一心農園自慢の特
製富有柿ジュレを混ぜ込んだ風味豊かな一の
心柿アイス。プレミアム柿アイスとともに県を代表
する逸品です。

【希望小売価格】540円
【内容量】120ml
【流通時期】通年

一六一八 実 干し柿
いちろくいちはち みのり ほしがき

株式会社 カワ

日本一の生産量の和歌山の干し柿。中でも旨みと
甘みを凝縮させたかつらぎ町産にこだわり、濃厚
な味にメープルシュガーの隠し味を入れ仕上げ
た一品です。

【希望小売価格】600円
【内容量】120ml

一六一八 実 三宝柑
いちろくいちはち みのり さんぽうかん

株式会社 カワ

あまり世間に知られていない三宝柑。甘みだけ
でなく苦みのある美味しさは江戸時代徳川公に
献上された程です。アイスと三宝柑のコラボをご
堪能下さい。

【希望小売価格】600円
【内容量】120ml

黒沢牧場 じゃばらアイスクリーム
くろさわぼくじょう じゃばらあいすくりーむ

農事組合法人 黒沢牧場

柑橘らしい酸味とほろ苦さが特徴のじゃばらは、
和歌山発祥の希少果実。食感豊かな砂糖漬けを
混ぜ込み、和歌山らしさ満点の味わいに。

【希望小売価格】378円
【内容量】90ml
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黒沢牧場 三宝柑アイスクリーム
くろさわぼくじょう さんぼうかんあいすくりーむ

農事組合法人 黒沢牧場

やさしい甘酸っぱさと、豊かな香味が特徴の三
宝柑。皮と果実をコトコト煮込み、牧場ミルクと合
わせて、さわやかなアイスクリ―ムにしました。

【希望小売価格】378円
【内容量】90ml

和歌山のゆず
わかやまのゆず

有限会社 しょう

和歌山県産の良質な柚子を使用した、爽やかな
口当たりと強い香りが特徴のさっぱりとしたシャー
ベットです。

【希望小売価格】324円
【内容量】100ml

和歌山のみかん
わかやまのみかん

有限会社 しょう

温暖な気候で甘くおいしく育ったみかんを、
ギュッ～～！と詰め込みました。温州みかんをふ
んだんに使用した果汁果肉がたっぷりのシャー
ベットです。

【希望小売価格】324円
【内容量】100ml

みかんチョコバー
みかんちょこばー

株式会社 早和果樹園

早和果樹園のみかんアイスバーにチョコレートを
コーティングしました。濃厚なみかんとチョコレー
トのハーモニーをお楽しみください。

【希望小売価格】195円（税抜）
【内容量】70g

黒沢牧場 ミルクアイスクリーム
くろさわぼくじょう みるくあいすくりーむ

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、濃厚で
素直な味わいのミルクアイスに仕立てました。

【希望小売価格】378円
【内容量】90ml

和歌山ジェラート（苺）
わかやまじぇらーと（いちご）

有限会社 しょう

和歌山県のオリジナル品種、まりひめを使用し、
苺とお砂糖だけで作りました。フレッシュな苺そ
のままの味を是非ご賞味ください。

【希望小売価格】324円
【内容量】100ml

和歌山の山椒
わかやまのさんしょう

有限会社 しょう

大粒で香りが強い有田川町産のぶどう山椒を使
用しました。山椒の爽やかな香りと、ピリリと弾け
る刺激がくせになる味をお楽しみ下さい。

【希望小売価格】324円
【内容量】100ml

寺尾牧場 まぜまぜアイス ミルク
てらおぼくじょう まぜまぜあいす みるく

寺尾牧場

牛乳をふんだんに使用したアイスクリームです。
少し溶かし柔らかくなってからかき混ぜて頂くとソ
フトクリームのような味わいをお楽しみ頂けます。

【希望小売価格】395円
【内容量】80ml

黒沢牧場和歌山3姉妹アイスクリームギフト
くろさわぼくじょう わかやまさんしまいあいすくりーむぎふと

農事組合法人 黒沢牧場

もっと全国に知られてほしい「和歌山柑橘」2種
と、牧場ミルクのアイスクリ―ムギフトセット。和歌
山の魅力を詰め合わせてお届けします。

【希望小売価格】2,808円（6個）、
5,076円（12個）（送料別）

【内容量】6コ入り（ミルク・じゃばら・
三宝柑）90ml×各2コ、
12コ入り（ミルク・じゃばら・三宝柑）
90ml×各4コ

和歌山の南高梅
わかやまのなんこううめ

有限会社 しょう

南高梅の完熟のみを使用したとてもぜい沢な
シャーベットです。まろやかで甘酸っぱい本物の
味をお楽しみ下さい。

【希望小売価格】324円
【内容量】100ml

みかんアイスバー
みかんあいすばー

株式会社 早和果樹園

早和果樹園のストレートみかん果汁を75％使用。
濃厚な味にもっちりとした食感。みかん果肉も加
えて贅沢な仕上がりです。

【希望小売価格】195円（税抜）
【内容量】70g

寺尾牧場 酒粕アイス
てらおぼくじょう さけかすあいす

寺尾牧場

こだわりのノンホモ牛乳と田端酒造株式会社『羅
生門』の最高級純米大吟醸酒粕を使用した芳醇
な香りと濃厚な味わいが特徴の酒粕アイスです。

【希望小売価格】500円
【内容量】80ml
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桃みるく
ももみるく

株式会社 藤桃庵

ノンホモ・低温殺菌乳を使用したみるくジェラート
に、あらかわの桃をゴロゴロとちりばめました。香
料不使用。自然の桃の香りとみるくのハーモニー。

【希望小売価格】360円
【内容量】90ml

柚子シャーベット
ゆずしゃーべっと

農事組合法人 古座川ゆず平井の里

香りよい古座川ゆず果汁をたっぷり使ったシャー
ベットです。さっぱりしているので、食後のデザー
トにぴったりです。

【希望小売価格】240円
【内容量】90ml

はちみつ塩バニラ
はちみつしおばにら

REICAFE

地元のみかん蜂蜜と稲村の塩を使用したアイスで
す。芳醇な香りと味に和歌山の魅力を込めました。

【希望小売価格】450円
【内容量】100ml

菓子
チョコレート

白浜産ほうじ茶
しらはまさんほうじちゃ

南紀白浜オリーブ＆ジェラート工房

白浜町川添産の煎茶ほうじ茶を粉末にして練り
込みました。茶葉そのままを練り込んだので大変
濃い味わいに仕上がりました。ポリフェノールたっ
ぷりです。

【希望小売価格】300円
【内容量】90ml

アイスかげろう
あいすかげろう

株式会社 福菱

アイスだけどアイスじゃない。アイスクリームではありま
せんので、クリームが溶けてなくなってしまう事はござい
ませんので、お子様にも食べ易く、かげろうの生地に独
自のクリームで仕上げた商品です。凍ったままお召し上
がりください。冷凍庫から取
り出して、直ぐは硬いので、
少し待ってからお召し上が
り頂くと食べやすくなります。

【希望小売価格】250円
【内容量】44g
【賞味期限】製造日より1年

まりひめ塩ヨーグルト
まりひめしおよーぐると

REICAFE

ブランド苺「まりひめ」を使用し、和歌山の魅力が
詰まった商品です。味が濃く後味すっきりのアイ
スです。

【希望小売価格】450円
【内容量】90ml

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 の々間を吹き抜けるような、
清 し々い森の香り。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

完熟南高梅
かんじゅくなんこうばい

南紀白浜オリーブ＆ジェラート工房

湯川農園の完熟南高梅を収穫後直ぐに浸水殺
菌し―40度まで急速冷凍することにより旬の香
りと味わいをいつでもお試し頂けます。

【希望小売価格】300円
【内容量】90ml

紀州茶粥シャーベット
きしゅうちゃがゆしゃーべっと

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

意外すぎる組み合わせの紀州茶粥シャーベット
は、茶粥独特の香ばしさとミルクのまろやかさが
楽しめます。

【希望小売価格】220円
【内容量】120ml

完熟みかん スムージー
かんじゅくみかん すむーじー

REICAFE

100％の完熟みかんを使用し、みかんの良さを引
き出したアイスになりました。主役のみかんを生
乳がやさしく包み込む、塩が引き締め、奥行きの
ある味に仕上げました。

【希望小売価格】450円
【内容量】90ml

ボンボンショコラ：シトラス
ぼんぼんしょこら：しとらす

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

和歌山産柑橘類（季節による）の果肉を絞ったフ
レッシュジュースのゼリーに、口溶けの良いレモン
ガナッシュを合わせたさわやかな和歌山ならで
はのボンボンショコラです。

【希望小売価格】180円
【内容量】1個
【賞味期限】14日
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ボンボンショコラ：苺ミルク
ぼんぼんしょこら：いちごみるく

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

和歌山の瑞 し々い苺の甘酸っぱさをそのままに、
より一層風味を際立たせる為に苺のフレッシュゼ
リーを作り、ホワイトチョコレートと組合わせました。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

ボンボンショコラ：生姜
ぼんぼんしょこら：しょうが

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

和歌山産生姜の独特なピリっとした風味と、優し
い甘さのミルクチョコレートの絶妙なバランスが
自慢の逸品です！

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

ボンボンショコラ：梅酒梅の実
ぼんぼんしょこら：うめしゅうめのみ

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

梅酒梅の形そのままに種を手作業でくり抜きガ
ナッシュを詰めました。和歌山のおいしい梅と
チョコーレートのコラボ商品！和歌山ならではの
ボンボンショコラです。

【希望小売価格】230円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

マンディアン：ビター
まんでぃあん：びたー

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

いろいろなフルーツの自家製ドライ、ナッツとチョ
コレートのハーモニーが一口で楽しんでいただけ
ます。見た目にも「可愛い」と心躍る商品に仕上
げました。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

ボンボンショコラ：梅焼酎
ぼんぼんしょこら：うめしょうちゅう

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

刻んだ梅酒梅の果肉と、梅の本格スピリッツを絶
妙のバランスで加えた大人のためのボンボン
ショコラです。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

ボンボンショコラ：温州蜜柑
ぼんぼんしょこら：うんしゅうみかん

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

蜜柑の風味を活かすため、ガナッシュに濃縮し
た果汁とドライピールを入れました。香りがお口
全体に広がります。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

オランジェ：でこぽん
おらんじぇ：でこぽん

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

新鮮なでこぽんを自店でキャンディングすること
にこだわり、チョコレートコーティングの厚さにも
試行錯誤を重ねたこだわり商品です。

【希望小売価格】150円
【内容量】1個
【賞味期限】30日

マンディアン：ミルク
まんでぃあん：みるく

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

いろいろなフルーツの自家製ドライ、ナッツとチョ
コレートのハーモニーが一口で楽しんでいただけ
ます。見た目にも「可愛い」と心躍る商品に仕上
げました。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

ボンボンショコラ：葡萄山椒
ぼんぼんしょこら：ぶどうさんしょう

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

葡萄山椒は個性の強い自然の調味料。チョコ
レートとコラボレーションすることで老若男女に楽
しんでいただけるボンボンショコラになりました。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

ボンボンショコラ：湯浅の醤油
ぼんぼんしょこら：ゆあさのしょうゆ

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

醤油発祥の地湯浅の醤油を使い、まろやかに醤
油の味を出すために醤油をガナッシュにし、ホワ
イトチョコレートと二層にすることで香ばしさと甘
さを絶妙に仕上げました。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

オランジェ：ネーブルオレンジ
おらんじぇ：ねーぶるおれんじ

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

新鮮なネーブルオレンジを自店でキャンディング
することにこだわり、ネーブルオレンジらしい香り
と酸味が残るようチョコレートを程良くディップし
ました。

【希望小売価格】100円
【内容量】1本
【賞味期限】30日

マンディアン：ホワイト
まんでぃあん：ほわいと

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

いろいろなフルーツの自家製ドライ、ナッツとチョ
コレートのハーモニーが一口で楽しんでいただけ
ます。見た目にも「可愛い」と心躍る商品に仕上
げました。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個
【賞味期限】14日
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オランジェ：サンタマリア
おらんじぇ：さんたまりあ

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

国内栽培困難と言われるグレープフルーツ。防腐
防カビ剤不使用の和歌山産を使いオランジェに！
強い酸味と苦みを活かした他にはない当店だけ
の商品です。

【希望小売価格】200円
【内容量】2本
【賞味期限】30日
【流通時期】通年（希少果実の為、
完売の可能性アリ）

ギモーヴ 「でこぽん」 （スイート）
ぎもーゔ 「でこぽん」 （すいーと）

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

和歌山産でこぽんの豊かな果汁を煮詰めること
でその深い甘みと香りを凝縮！果肉とピールとと
もにジュワッとほどけるギモーヴ独特の食感が絶
妙です。

【希望小売価格】250円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

ボンボンショコラ 「じゃばら」 
ぼんぼんしょこら 「じゃばら」 

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

じゃばらの果肉、果汁のゼリーとジャムとホワイト
チョコガナッシュの3層仕立て！！じゃばらの苦み
と酸味をホワイトチョコでマイルドでさわやかな
ボンボンショコラに仕上げました。

【希望小売価格】216円
【内容量】14g
【賞味期限】14日

菓子
ゼリー

ギモーヴ 「まりひめ」 （スイート）
ぎもーう  ゙「まりひめ」 （すいーと）

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

和歌山ブランド苺まりひめをピューレとジャムにし
厳選スイートチョコで薄くコーティング。ジュワッと
お口でほどける食感をお楽しみください。

【希望小売価格】250円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

琥珀・オ・ショコラ 「でこぽん」 
こはく・お・しょこら 「でこぽん」 

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

食べる宝石と言われる古くからの和菓子琥珀糖
を「とことわ」はチョコレート菓子に仕上げました。
和歌山産でこぽんをあしらい、外はシャリッ、中は
やわらかな食感をお楽しみいただけます。

【希望小売価格】1,200円
【内容量】14本
【賞味期限】30日

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

ピュアフルーツ寒天ジュレ みかん
ぴゅあふるーつかんてんじゅれ みかん

株式会社 伊藤農園

100％ピュアジュースみかんしぼりとミネラル豊
富な粗精糖、海の恵みの寒天で作った、食品添
加物を使用しない寒天ゼリーです。

【希望小売価格】378円
【内容量】90g
【賞味期限】120日

ギモーヴ 「まりひめ」 （ホワイト）
ぎもーゔ 「まりひめ」 （ほわいと）

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

和歌山ブランド苺まりひめをピューレとジャムに
しホワイトチョコで包みました。赤と白の可愛い
デザインとジュワッとほどける食感をお楽しみく
ださい。

【希望小売価格】250円
【内容量】1個
【賞味期限】14日

琥珀・オ・ショコラ 「まりひめ」 
こはく・お・しょこら 「まりひめ」 

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

食べる宝石と言われる古くからの和菓子琥珀糖
を「とことわ」はチョコレート菓子に仕上げました。
和歌山オリジナル品種の苺まりひめをあしらい、
外はシャリッ、中はやわらかな食感をお楽しみい
ただけます。

【希望小売価格】1,200円
【内容量】14本
【賞味期限】30日

NEW

｢近大柑橘｣toco*towa chocolat collection
  きんだいかんきつ とことわしょこらこれくしょん

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

国内産として希少なブラッドオレンジと黄金柑をチョコレー
トと組合わせることで、和歌山の新たな注目の柑橘を発信
したいという気持ちから開発しました。アントシアニン色素
の鮮やかな赤色が特徴的です。黄金柑は華やかな香りと
豊かな果汁、酸味は控えめ
で濃厚な旨みがチョコレート
で楽しんでいただけます。

【希望小売価格】1,300円
【内容量】オランジェ：3、ボンボンショ
コラ：1、クッキーサンド：1 の詰合せ
【賞味期限】2週間
【流通時期】通年

蜜柑手まり
みかんてまり

社会福祉法人 おもと会

有田地方の果実を贅沢に搾った果汁100％を利
用し、高齢者や子供にやさしい飲むゼリーを作っ
ています。のど越し、すっきり爽やかな商品です。

【希望小売価格】350円
【内容量】180ml
【賞味期限】6か月
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清見手まり
きよみてまり

社会福祉法人 おもと会

有田地方の果実を贅沢に搾った果汁100％を利
用し、高齢者や子供にやさしい飲むゼリーを作っ
ています。のど越し、すっきり爽やかな商品です。

【希望小売価格】350円
【内容量】180ml
【賞味期限】6か月

松風Ruby
まつかぜるびー

郷土銘菓処ふく田

美浜町特産の松トマト（ミニトマト）をゼリーにし
ました。トマト好きの方はもちろん、トマトが苦手
な方にも召し上がっていただけるよう仕上げて
います。

【希望小売価格】280円
【内容量】115g
【賞味期限】30日

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】324円（税抜）
【内容量】120g
【賞味期限】180日

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

八朔手まり
はっさくてまり

社会福祉法人 おもと会

有田地方の果実を贅沢に搾った果汁100％を利
用し、高齢者や子供にやさしい飲むゼリーを作っ
ています。のど越し、すっきり爽やかでやや苦みが
残る商品です。

【希望小売価格】350円
【内容量】180ml
【賞味期限】6か月

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】260円
【内容量】94g
【賞味期限】180日

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】通年可能

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

天台烏薬ぜりー
てんだいうやくぜりー

きゃろっと

新宮市に伝わる徐福伝説に由来する植物「天台
烏薬」を使い、やわらかく口当たりの良いとろんと
した食感とほのかな甘さが広がるゼリーに仕上
げました。

【希望小売価格】200円
【内容量】1個90g
【賞味期限】製造日より約20日

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】368円
【内容量】110g
【賞味期限】180日

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

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
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菓子
缶詰・瓶詰

KS 紀州のみかん缶詰 4号缶
けいえす きしゅうのみかんかんづめ 4ごうかん

紀州食品 株式会社

殺菌は、加熱で行いますが、殺菌温度が高いと果
肉がやわらかくなり、食感が悪くなります。出来る
限り熱を掛けずに殺菌する当社独自の低温殺菌
設備で製造しました。

【希望小売価格】400円
【内容量】435g（うち固形量250g）
【賞味期限】製造日より3年

菓子
その他菓子・缶詰

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とした食感が
特徴です。

【希望小売価格】50g：400円、
100g：750円

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

KS 紀州八朔柑缶詰 4号缶
けいえす きしゅうはっさくかんかんづめ 4ごうかん

紀州食品 株式会社

生産量日本一を誇る紀州の八朔柑の外皮を剥
いて、渋味のある味わい深い缶詰を作りました。
一度食べたら美味しさが解っていただけると、自
信を持って商品化させて頂きました。

【希望小売価格】630円
【内容量】450g（うち固形量240g）
【賞味期限】製造日より3年

てまりみかん
てまりみかん

株式会社 早和果樹園

味の濃い和歌山有田みかんのみを使用。ころん
ころんと見た目にもかわいい一口サイズの丸み
かんをシロップ漬けにしました。ミカンは有田み
かんのみを使用。一瓶に7粒程度入っています。

【希望小売価格】732円（税抜）
【内容量】350g
【賞味期限】180日

ドライいちじく
どらいいちじく

青木ファーム＆デリ

樹上で完熟させたいちじくをそのままドライフ
ルーツに仕上げました。添加物を一切使用して
いませんので、樹上で完熟させたいちじくそのま
まの味を楽しんでいただけます。

【希望小売価格】1,000円
【内容量】55g
【賞味期限】180日
【流通時期】8月中旬～翌4月ごろまで

富有柿のドライフルーツ
ふゆう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とした食感が特
徴です。

【希望小売価格】50g：450円、
100g：850円

【賞味期限】180日
【流通時期】通年

KS 紀州びわ缶詰 4号缶
けいえす きしゅうびわかんづめ 4ごうかん

紀州食品 株式会社

びわの生産でも全国トップクラスとなっている和
歌山ですが、そのびわ自体の美味しさを生かしな
がら一つずつびわの外皮、種と内側の薄皮を取
り除き手間を掛けて製品にしました。

【希望小売価格】1,100円
【内容量】425g（うち固形量220g）
【賞味期限】製造日より3年

しょうがちっぷす
しょうがちっぷす

カフェモコ

パリット感を出す為に、繊維にそって一枚ずつ手
でスライスし、その日の天候によって温度、湿度
を変え辛さを抑える為に工夫を凝らし完成しま
した。ピリッとした味わい、パリッとした食感が楽し
めます。厳選した和歌山
産の生姜と砂糖だけで
しあげています。

【希望小売価格】756円
【内容量】50g
【賞味期限】1年

紀州かつらぎ山のジャバラピール
きしゅうかつらぎやまのじゃばらぴーる

有限会社 新岡農園

かつらぎ町で穫れたジャバラ果実の果皮を、オリ
ジナルレシピで、甘くてちょっぴりほろ苦い大人
のスイーツに仕上げました。

【希望小売価格】540円
【内容量】50g
【賞味期限】150日
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那智黒 巻き飴
なちぐろ まきあめ

株式会社 那智黒総本舗

那智黒巻き飴は吟味された黒砂糖や純粋なハ
チミツを原料とし、心を込めて作っております。昔
ながらの手造り製法で独特の風味を大切にし、
まろやかに練り上げた逸品です。

【希望小売価格】514円
【内容量】300g
【賞味期限】180日

じゃばらあめ
じゃばらあめ

特定非営利活動法人 花咲か

柑橘じゃばら果皮（製法特許取得）を贅沢に投
入、手練製法だから成功した昭和の味、和歌山
老舗飴屋職人が丹念に仕上げた濃厚じゃばら
飴です。

【希望小売価格】305円
【内容量】40g
【賞味期限】2年
【流通時期】通年

調味料
醤油

諸味ペースト 醤
もろみぺーすと ひしお

株式会社 角長

天保12年創業より受け継がれてきた仕込み蔵
にある吉野杉の大桶で、国産の特級品を原料と
し、3年以上丹念に熟成させた諸味をペーストに
した、香り豊かな商品です。

【希望小売価格】470円（70g）、
700円（110g）

【内容量】70g、110g
【賞味期限】1年（開封後は要冷蔵）
【流通時期】通年

那智黒セロニュウム
なちぐろせろにゅうむ

株式会社 那智黒総本舗

明治初年、熊野に産する碁石「那智黒碁石」をか
たどって黒あめ那智黒をつくりました。黒あめ那
智黒は奄美群島の特約農園産黒砂糖が主原料
です。まろやかでおいしいと評判を得ております。

【希望小売価格】378円
【内容量】170g
【賞味期限】365日

GRILLED NUTS MAPLE SYRUP＆JAPANESE PEPPER
ぐりるどなっつ めーぷるしろっぷあんどじゃぱにーずぺっぱー

FROMFARM

メープルシロップでコーティングされたナッツ類
に、和歌山の名産「ぶどう山椒」をまとわせまし
た。ぶどう山椒の香りとかすかな刺激がくせにな
ります。

【希望小売価格】810円（90g）、
1,512円（180g）

【内容量】90g（810円）、180g
（1,512円）
【賞味期限】90日
【消費期限】90日
【流通時期】通年

手づくり醤油 湯浅たまり
てづくりしょうゆ ゆあさたまり

株式会社 角長

醤油発祥の地･湯浅700年の伝統を受け継いだ
天然醸造醤油。原料も吟味し、岡山県産大豆・岐
阜県産小麦を使用、仕上げは赤松の薪をくべた
和釜で半日以上かけてじっくりと炊き上げ、まろや
かでこくの深い湯浅醤油
本来の風味を醸し出し
た本醸造濃口醤油です。

【希望小売価格】520円（300ml）、
1,030円（900ml）、1,950円（1.8ℓ）

【内容量】300ml、900ml、1.8ℓ
【賞味期限】2年（開栓後は要冷蔵）
【流通時期】通年

三年熟成 濁り醤 匠
さんねんじゅくせい にごりびしお たくみ

株式会社 角長

古の頃の真のひしおを求め、もろみをじっくり3
年熟成させた究極の一本。味わい深く、芳醇な
香りの生の本醸造濃口醤油です。

【希望小売価格】1,550円
【内容量】300ml
【賞味期限】1年（開栓後は要冷蔵）

柿チップ
かきちっぷ

株式会社 パーシモン

県産たねなし柿を薄切りにして乾燥しました。油
を使っていないスナックとして、またサラダのトッ
ピング等料理にもお使いください。

【希望小売価格】350円
【内容量】50g
【賞味期限】6か月
【流通時期】通年

GRILLED NUTS MAPLE SYRUP＆HASSAKU ORANGE
ぐりるどなっつ めーぷるしろっぷあんどはっさくおれんじ

FROMFARM

メープルシロップでコーティングされたナッツ類
に、ドライフルーツの八朔をトッピング。甘いナッツ
と八朔の酸味を交互にお楽しみください。

【希望小売価格】810円（90g）、
1,512円（180g）

【内容量】90g（810円）、180g
（1,512円）
【賞味期限】90日
【消費期限】90日
【流通時期】通年

濁り醤
にごりびしお

株式会社 角長

醤油の由来に基づき歴史的な背景を忠実に再
現した醤です。岡山県産大豆・岐阜県産小麦の
国産特級品を原料に、吉野杉の大桶で2年以上
かけて丹念に発酵させ、純粋な上澄みのみを瓶
詰めした香り豊かな濃口
の生醤油です。

【希望小売価格】640円（180ml）、
1,700円（720ml）

【内容量】180ml、720ml
【賞味期限】1年（開栓後は要冷蔵）
【流通時期】通年

紀州うめたまご専用のたまごがけごはん醤油
きしゅううめたまごせんようのたまごがけごはんしょうゆ

有限会社 nakatx

紀州うめどりの鶏ガラを鍋で煮込んだ出汁に、
紀州湯浅の醤油をブレンド。ALL和歌山を意識
して作った卵かけご飯醤油です（塩分30％カット
減塩）。

【希望小売価格】842円
【内容量】200mℓ
【賞味期限】180日
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香織醤油 梅
かおりしょうゆ うめ

株式会社 ふみこ農園

醤油発祥の地、湯浅町の老舗「角長」の醤油で
作り上げた「香織醤油」。芳醇な香りと梅の風味
が新しい味わいです。

【希望小売価格】540円
【内容量】110g
【賞味期限】180日
【流通時期】通年可能

調味料
金山寺味噌

金山寺みそ
きんざんじみそ

有限会社 垣内みそ店

当社の金山時みそは、厳選素材を使用し、手間
暇をかけ、なにより真心を込めて丹念にじっくり
ねかしています。バランスの良いまろやかな逸品
です。

【希望小売価格】518円～5,400円
【内容量】250g～2,500g
【賞味期限】100日

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 株式会社

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】2,700円（660g）
【賞味期限】90日

生一本黒豆醤油
きいっぽんくろまめしょうゆ

湯浅醤油 有限会社

大釜でじっくりと煮上げた「丹波黒豆」と国産小
麦で麹をつくり、こだわりの「五島灘のにがり塩」
を使い、杉桶で二年熟成させた蔵人自信の逸
品。お刺身などつけ・かけ用に。

【希望小売価格】1,080円（200ml）、
3,240円（720ml）

【内容量】200ml、720ml
【賞味期限】2年
【流通時期】通年

紀州金山寺味噌
きしゅうきんざんじみそ

あみ清 数見商店

米（国産）・はだか麦（国産）・大豆（国産、遺伝子
組み換えでない）に白瓜（徳島県産）・丸茄子（湯
浅茄子）・生姜（高知県産）・紫蘇（和歌山県産）
を混合して昔ながらの伝統を受け継ぎ醸造した
おかず味噌です。

【希望小売価格】700円（税別）
【内容量】350g
【賞味期限】60日間

紀州金山寺味噌 瓊醤
きしゅうきんざんじみそ たまみそ

川善味噌 株式会社

弘法大師が唐から伝えたとされる紀州の金山寺
味噌は、栄養バランスの良い古くからの伝統食
品です。米、はだか麦、大豆に麹を付け、それに
野菜（瓜、なす、香辛料・薬味としての生姜、しそ）
を混合し、熟成させてで
きたものです。

【希望小売価格】378円～
【内容量】180g～
【賞味期限】90日（夏季）、120日（冬季）

金山寺味噌
きんざんじみそ

丸新本家 株式会社

こめ・大麦・大豆・なす・瓜・生姜・しそが入った自
然発酵のおかずみそ。厳選された国産原料で、
手間と時間をかけたこだわりの逸品です。

【希望小売価格】378円（150g）、
648円（270g）、799円（300g）、
2,160円（800g）

【賞味期限】90日
【流通時期】通年

蔵匠 樽仕込み
くらのたくみ たるじこみ

湯浅醤油 有限会社

国産丸大豆・小麦・塩を使用。木樽で1年半以上
じっくり仕込んだ、濃厚で深い味わいの醤油です。

【希望小売価格】540円（200ml）、
1,188円（720ml）

【内容量】200ml、720ml
【賞味期限】730日

NEW

金山寺味噌
きんざんじみそ

太田久助吟製

天保12年に建てられた蔵にて醸造。目には見えな
い酵母菌が、此処でしか生まれない味噌づくりを支
えます。米、大豆、裸麦の穀物原料すべてに麹をつ
け、それに瓜、丸茄子、生姜、紫蘇を漬け込んだ長期
保存食品かつ庶民の食卓
の常備菜です。古伝の製
法を守り、一つ一つ手作
業で製造しております。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】300g
【賞味期限】60日

紀州金山寺みそ
きしゅうきんざんじみそ

久保味噌本舗

醤油、味噌の祖といわれる紀州の金山寺みそは、
うり、なす、生姜、しそなどの野菜がふんだんに
入っており、それを米、大麦、大豆の麹にしたもの
と共に醸造しております。当社の金山寺みそは、原
材料全てが国産です。

【希望小売価格】350円（税別）
（120g）～1,925円（税別）（1kg）
【賞味期限】90日

具だくさん金山寺味噌
ぐだくさんきんざんじみそ

丸新本家 株式会社

厳選された国産原料でつくったこだわりの金山
寺味噌。具が大きく、野菜がたくさん入っている
ので食べやすいお味になっております。

【希望小売価格】432円（150g）、
712円（270g）、1,080円（350g）

【賞味期限】90日
【流通時期】通年
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うす塩味金山寺味噌
うすしおあじきんざんじみそ

丸新本家 株式会社

国産原料にこだわり、独自の技術でさらに手間を
かけて造ったこだわりの逸品。塩分をひかえるこ
とで、甘みを引き出しています。

【希望小売価格】486円（150g）、
820円（270g）、1,328円（350g）

【賞味期限】90日
【流通時期】通年

調味料
塩

ゆず塩
ゆずしお

熊野黒潮本舗

南紀熊野灘の海水をくみ上げ、薪でじっくり煮つ
めて、天日干しで仕上げた海塩に、農薬や化学肥
料を使わずに栽培した自園のゆずをブレンドして
仕上げました。天ぷらや吸物などに最適。ゆずの
風味がほんのりとして、料
理を一層引きたてます。

【希望小売価格】430円
【内容量】85g

NEW

塩屋の天塩
しおやのてんしお

一般社団法人 和歌山県セルプセンター

海水を薪で焚き上げたお塩です。まろやかな塩味
が特徴です。和歌山県中央部を流れる日高川は、護
摩壇山（ごまだんざん）を水源に大きく蛇行しなが
ら山の恵みを豊富に蓄え、紀伊水道に流れ込みま
す。黒潮海流の恵みと混ざ
り合った海水を化石燃料
を使用せず、薪だけで炊き
上げ塩分を濃縮させ、天日
で乾燥しています。

【希望小売価格】500円
【内容量】60g

紀州金山寺味噌
きしゅうきんざんじみそ

株式会社 やまだ

純国産の精選した米、大麦、大豆と赤穂のにがり
塩を仕込み塩に使用し、明治39年の創業以来
変わらぬ製法でうり・なす・生姜・しそとともに約
半年間熟成させたおかず味噌の逸品。

【希望小売価格】324円～1,250円
【内容量】90g～500g
【賞味期限】90日～120日

梅塩
うめしお

熊野黒潮本舗

南紀熊野灘の海水を汲みあげ、薪でじっくり炊き
上げ、天日干しで仕上げた海塩に農薬や化学肥
料を使わずに栽培した、自園の紀州南高梅の梅
酢をブレンドして、一味ぜいたくに仕上げました。

【希望小売価格】430円
【内容量】85g

炭塩
すみしお

熊野黒潮本舗

天日干し海塩に紀州備長炭炭末をブレンド。料
理の下ごしらえに使うと臭みをおさえおいしく仕
上がります。

【希望小売価格】430円
【内容量】85g

調味料
酢

NEW

紀州金山寺漬贅沢三昧
きしゅうきんざんじづけぜいたくざんまい

株式会社 やまだ

国産の約二年間じっくり漬け込んだ瓜、胡瓜、守
口大根の奈良漬を老舗の金山寺味噌でさらに熟
成させた自慢の逸品です。奈良漬のパリパリとし
た食感と金山寺味噌のまろやかな甘さを楽しめ
ます。

【希望小売価格】350g：1,785円、
900g：3,950円

【賞味期限】120日
【流通時期】通年

黒塩
くろしお

熊野黒潮本舗

南紀熊野灘の海水をくみ上げ、薪でじっくり煮つ
めて、天日干しで仕上げた本格的な手づくり海塩
です。甘みのあるまろやかな味で、あらゆる料理
に合います。

【希望小売価格】370円
【内容量】85g

うめの塩
うめのしお

株式会社 ふみこ農園

梅を漬ける際にできる梅酢から独自の製法で塩
だけを取り出した｢うめの塩」は、梅の成分がたっ
ぷり入ったカドのないまろやかなお塩です。いろ
んな料理にお使い頂けます。

【希望小売価格】540円
【内容量】250g
【賞味期限】常温2年
【流通時期】通年可能

梅黒酢
うめくろず

株式会社 紀州本庄うめよし

紀州産南高梅と那智山系の伏流水で醸造した
黒酢を合わせ、精魂込めて造り上げました。

【希望小売価格】1,620円（290ml）
【賞味期限】3年
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まるごと柿酢
まるごとかきす

紀北川上農業協同組合

生産量全国1位を誇るJA紀北かわかみ管内の
「たねなし柿」を原料とし、水を1滴も加えない独
自の製法で作りました。2017年に「主治医が見
つかる診療所」で放送された話題の柿酢です。
理想的で健康的な生活
習慣を応援します。

【希望小売価格】2,230円
【内容量】720ml
【賞味期限】製造日から2年
【流通時期】通年

紀州みかん酢
きしゅうみかんす

花野食品

希少なみかんの本醸造酢です。みかん果汁に酵
母を施し、みかんワインとして精製します。これを
みかん酢のもろみとしてタンクで長期熟成貯蔵
します。このもろみに酢の菌を作用させ約3ヶ月
の醗酵を経てできたの
が紀州みかん酢です。

【希望小売価格】1,188円
【内容量】500ml
【賞味期限】24ヶ月

さんばい酢
さんばいず

合名会社 丸正酢醸造元

新鮮なかつおだしをベースに、米酢・本醸造醤
油・甘酒・本みりん・昆布などでおいしく調味しま
した。すのもの、おひたしにどうぞ。

【希望小売価格】702円
【内容量】300ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

橙ぽん酢
だいだいぽんず

則岡醤油醸造元

お酢を使わず橙の酸味のみで造り上げたぽん
酢です。フルーティーな風味とまろやかな味わい
をお楽しみ下さい。

【希望小売価格】870円、1,250円、
1,740円

【内容量】300ml、500ml、900ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

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

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』入賞。2021年
7月コーシャ認証取得。

【希望小売価格】626円
【内容量】300ml
【賞味期限】製造日から2年

古来上寿し酢
こらいじょうすしず

合名会社 丸正酢醸造元

日本古来の上寿しの味を出すため、米酢に昆布
を主体に調味し、みりん・甘酒等で味を整えまし
た。寿司飯以外にも広くお使いください。

【希望小売価格】702円
【内容量】300ml
【賞味期限】2年
【流通時期】通年

調味料
ポン酢

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

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・科学調味料・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
【流通時期】通年

土佐酢
とさず

合名会社 丸正酢醸造元

本場かつおだしをたっぷり使い、米酢・本醸造醤
油・本みりん・昆布などでおいしく調味しました。
海藻サラダ、さっぱりとした天つゆなどにどうぞ。

【希望小売価格】756円
【内容量】300ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

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

NEW

じゃばら生活 柑橘じゃばらぽん酢200ml
　　 じゃばらせいかつ かんきつじゃばらぼんず200ml

株式会社 ファイブワン

じゃばら果汁30％、醤油28％、橙果汁27％を配
合。老舗企業『則岡醤油醸造元』と共同企画し
た、和歌山県産にこだわった贅沢なぽん酢です。
鍋・湯豆腐、焼肉、魚、サラダ等、料理の旨味を更
に引き立てます。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】200ml
【賞味期限】365日
【消費期限】365日
【流通時期】通年
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ゆずぽん酢
ゆずぽんず

湯浅醤油 有限会社

湯浅醤油（木樽1年6ヶ月熟成）をベースに和歌
山県産のゆず果汁100％を使用。自然の味を大
切に仕上げています。

【希望小売価格】540円（200ml）、
1,080円（500ml）、1,404円

（720ml）
【内容量】200ml、500ml、720ml
【賞味期限】1年

調味料
山椒

赤実山椒
あかみさんしょう

株式会社 しおん

無農薬で樹上で赤くなるまで熟した貴重な紀美
野町の赤山椒を天日干しし丁寧に手作業で枝と
種を取り除き使用直前にミルで挽くと香りが爽や
かに香ります。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】10g
【賞味期限】1年

調味料
ジャム類

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

赤粉山椒
あかこなさんしょう

株式会社 しおん

無農薬で樹上で赤くなるまで熟した貴重な紀美
野町の赤山椒を天日干しし丁寧に手作業で枝と
種を取り除き石臼で挽ききめ細かい粉末でこだ
わりの商品です。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】7g
【賞味期限】1年

塩実山椒
しおみさんしょう

株式会社 しおん

紀美野町のぶどう山椒を天然塩飽和食塩水に
一年間漬け込み、水分を蒸発させてから天日干
しした香りと成分が凝縮した万能スパイスです。
粒でもミルでも挽いても。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】10g
【賞味期限】1年

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

神三味
しんさんみ

株式会社 しおん

紀美野町の赤山椒、和歌山県産のじゃばらの果
皮、自社農園の唐辛子の三種のスパイスをブレ
ンド。どんな料理にも相性抜群の万能ジャパニー
ズスパイスです。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】10g
【賞味期限】1年

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
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あら川の桃ジャム
あらかわのももじゃむ

市場農村婦人大学

西日本一のブランド、桃山町「あら川の桃」から
ジャムに適した品種を厳選し、朝採りの桃をその
日のうちに加工、冷凍しています。桃の風味と色
を生かすように手早く炊き上げ、1びんあたり2～
3個分の桃をぜいたくに
使用しています。【糖度約
43度】

【希望小売価格】480円
【内容量】200g
【賞味期限】10ヶ月

まりひめコンフィチュール
まりひめこんふぃちゅーる

株式会社 しおん

「まりひめ」苺の甘みをそのまま閉じ込め、フレッ
シュな苺の美味しさを味わえる逸品です。ヨーグ
ルトやパンなどのお供に。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】150g
【賞味期限】5ヶ月

桃ジャム
ももじゃむ

桃りゃんせ夢工房

「あら川の桃」と砂糖、レモン果汁だけで作り食品
添加物を一切使用しないで、桃本来の味と香り
を残した桃ジャムです。

【希望小売価格】500円
【内容量】150g
【賞味期限】8ヶ月

NEW

よつぼしジャム
よつぼしじゃむ

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
わったよつぼし苺を使用し、砂糖とレモン果汁のみ
で作った無添加でおいしいよつぼしジャムです。

【希望小売価格】880円
【賞味期限】製造から1年
【流通時期】通年

ネーブルマーマレード
ねーぶるまーまれーど

CONFITURE KOYA

香り豊かなネーブルの皮を手刻みし、中袋の薄
皮も1つ1つていねいに取り除いた手作りのマー
マレードです。

【希望小売価格】850円
【内容量】160g
【賞味期限】製造日より6ヶ月

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】547円（税抜）
【内容量】260g
【賞味期限】180日

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
【賞味期限】製造から1年

金柑ジャム
きんかんじゃむ

松川農園

農家の嫁3名で生産から加工まで手掛けていま
す。エコファーマーを取得した金柑を使った手作
りジャムです。

【希望小売価格】540円（120g）、
580円（140g）

【内容量】120g、140g
【賞味期限】製造日から6ヶ月
【消費期限】製造日から6ヶ月

桃ジャム
ももじゃむ

CONFITURE KOYA

完熟の高級桃「清水白桃」を使って、砂糖とレモ
ン汁だけで仕上げた手作りの桃ジャムです。

【希望小売価格】850円
【内容量】150g
【賞味期限】製造日より6ヶ月

あらかわの桃ジャム
あらかわのももじゃむ

株式会社 藤桃庵

自園で栽培するあらかわの桃を使用。砂糖は、国
内産の分蜜糖を使用することで桃の香りに砂糖
の風味が加わり、コクが深まったジャムに仕上が
りました。

【希望小売価格】850円
【内容量】140g
【賞味期限】1年

NEW

紀の香ジャム
きのかじゃむ

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
わった紀の香苺を使用し、砂糖とレモン果汁のみ
で作った無添加でおいしい紀の香ジャムです。

【希望小売価格】880円
【賞味期限】製造から1年
【流通時期】通年

梅ジャム
うめじゃむ

有限会社 ヤマイチ本店

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、
ホームパーティーに。

【希望小売価格】1,350円
【内容量】160g
【賞味期限】6ヶ月
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調味料
その他調味料

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

ネギのタバスコ ネギスコヴィル
ねぎのたばすこ ねぎすこゔぃる

カワバタファーム

こだわって作ったねぎが、曲がっただけで商品として価値がなく
なる事に疑問を持ち見た目だけで評価される野菜をどうにか変
えたい！新鮮で安全ならスーパーに並んでいてもいいんじゃな
いか！それを沢山の人に知ってほしい、という思いから自家製赤
唐辛子、青ネギ100％のこだわり
の配合でつくったソースです。ど
こにもまねできないこだわりの
材料でつくっています。

【希望小売価格】520円
【内容量】65ml
【賞味期限】製造日より1年半

じゃき払い（紀州産じゃばら）果汁
じゃきばらい（きしゅうさんじゃばら）かじゅう

有限会社 熊野鼓動

「邪気を払う」がその名の由来とされる、紀州原
産の香酸柑橘「じゃばら」の100％果汁です。完
熟のまろやかな酸味と繊細な風味が素材を引き
立てます。

【希望小売価格】864円
【内容量】100ml
【賞味期限】300日

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は、その香り高さが
特徴の一つ。そんなDew Roseの香りを贅沢にと
じ込めたシロップ。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

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

紀州いりざけ
きしゅういりざけ

株式会社 紀州ファーム

ほどよく梅の風味が香る上品な味付けで、醤油
のような個性を持たず、様々な料理にお使い頂
けます。塩分も約半分と体に優しい調味料です。

【希望小売価格】1,296円
【内容量】200ml
【賞味期限】製造日から1年

トマトピューレ
とまとぴゅーれ

株式会社 しおん

自家農園の完熟トマトをじっくり煮詰め美味しさ
を凝縮し、トマトの苦手な人にもお楽しみ頂ける
逸品です。パスタなどのソースとしてお楽しみくだ
さい。

【希望小売価格】648円
【内容量】150g
【賞味期限】180日

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
【流通時期】通年

青とうがらしみそ
あおとうがらしみそ

柿乃肴

地元の味噌、青とうがらしとまぐろを丁寧にねり
込んでいます。あたたかいご飯や野菜にのせて
いただいても、また酒のおつまみにも最適な一品
です。

【希望小売価格】500円
【内容量】70g
【賞味期限】180日

柑橘系うま辛調味料 じゃばすこ
かんきつけいうまからちょうみりょう じゃばすこ

有限会社 熊野鼓動

紀州産のじゃばらと赤唐辛子を使用、柑橘風味
の中に辛味と旨味を楽しめるソ―スに仕上げま
した。ピザやパスタはもちろん、和風料理にもよく
合います。

【希望小売価格】669円
【内容量】110g
【賞味期限】300日

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

じゃばらをギュッと搾ったままの100％天然果汁。
皮ごと搾っているので、酸味と一緒に苦み、引き立
つ香りをお楽しみいただけます。じゃばらは、ビタ
ミンC・B1・B2が豊富でカロチンも含まれた栄養
満点の果汁です。ドリンク
やお酒の割物、お料理の
アクセントにも広く活躍
します。

【希望小売価格】2,376円
【内容量】360ml
【賞味期限】製造日から8ヶ月
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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】864円
【内容量】100ml
【賞味期限】365日（1年間）

柚子たれ
ゆずたれ

農事組合法人 古座川ゆず平井の里

香り高い古座川ゆずと、すりおろした大根は、古
座川町でつくられています。たっぷり大根おろし
を使っていて、とんかつやてんぷら、スパゲティな
どいろんな料理にあいます。

【希望小売価格】480円
【内容量】180ml
【賞味期限】10ヶ月

NEW

じゃばら生活 青搾りじゃばらストレート果汁360ml
　　　  じゃばらせいかつ あおしぼりじゃばらすとれーとかじゅう360ml

株式会社 ファイブワン

北山村産じゃばら100％果汁です。青搾りならで
はの強い酸味が特徴。焼き物や揚げ物等のお料
理や、お酒の割材にと、幅広くご利用頂けます。
保存料・着色料無添加、残留農薬ゼロのじゃば
らを使用しております。

【希望小売価格】2,754円
【内容量】360ml
【賞味期限】365日
【消費期限】365日
【流通時期】通年

柿ドレッシング
かきどれっしんぐ

有限会社 南横手商店

和歌山県九度山町の富有柿をたっぷり使い、た
まねぎ・にんにく・お酢も国産にこだわりました。
油もコレステロールゼロで、食品添加物・着色料
を使っていません。柿の皮むきから、ドレッシング
の製造・瓶詰め・箱詰め
にいたるまで、1本・1本
手作りです。

【希望小売価格】800円（税別）
【内容量】290ml
【賞味期限】製造日より6ヶ月

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

【賞味期限】20日
【流通時期】通年

シトラス じゃばら果汁
しとらす じゃばらかじゅう

特定非営利活動法人 花咲か

特殊農法を用い、収穫された果汁の瓶詰めま
で、お客様を思い新鮮でフレッシュな口当たりに
こだわっています。是非お試しください。

【希望小売価格】
2,376円、1,782円、1,058円

【内容量】500ml、360ml、200ml
【賞味期限】製造日より3年
【流通時期】11月上旬～5月下旬

フルーツドレッシング しょうゆ＆梅みつ
ふるーつどれっしんぐ しょうゆあんどうめみつ

株式会社 ふみこ農園

しょうゆをベースに梅みつと山椒、玉ねぎの万能ド
レッシング。男性の方にも喜んで頂ける味わいで
す。豆腐料理やローストビーフ等に良く合います。

【希望小売価格】680円
【内容量】195g
【賞味期限】常温90日
【流通時期】通年可能

NEW

カカオ醬/粒
かかおじゃん/つぶ

湯浅醤油 有限会社

ベトナム産カカオと湯浅醤油を使用。チョコレート
の甘い香りと醤油の旨みが調和した異次元の美味
しさが誕生しました。粒タイプに仕上げています。

【希望小売価格】1,500円
【内容量】140g
【賞味期限】730日
【流通時期】通年

山椒香味油
さんしょうこうみゆ

築野食品工業 株式会社

サラダにパスタに冷奴！とれたてのような山椒の
芳醇な香りと刺激を、様々な料理に香味油でご
堪能ください。

【希望小売価格】972円（97g）、
2,700円（465g）

【賞味期限】製造日から1年

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

手づくりつゆ
てづくりつゆ

合名会社 丸正酢醸造元

椎茸、昆布、鰹節の自然だしをたっぷり使い、味
醂、醤油で調味した、古くから家庭で食していた
味を再現した関西風だしつゆです。

【希望小売価格】702円
【内容量】300ml
【賞味期限】1年
【流通時期】通年

NEW

カカオ醬/ペースト
かかおじゃん/ぺーすと

湯浅醤油 有限会社

ベトナム産カカオと湯浅醤油を使用。チョコレート
の甘い香りと醤油の旨みが調和した異次元の美
味しさが誕生しました。ペーストタイプに仕上げ
ています。

【希望小売価格】1,500円
【内容量】140g
【賞味期限】730日
【流通時期】通年
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寿司・
麺類・パン

柿の葉寿司

九和楽の柿の葉すし：さば
くわらくのかきのはすし：さば

柿の葉すし 九和楽

柿の葉すしの主役は何といっても鯖（さば）。しっ
かりと脂の乗った鯖を当店オリジナルの甘めの
酢で丁度良く〆ており、お年寄りから子供まで美
味しく頂けます。

【希望小売価格】2,600円
【内容量】20個入り
【賞味期限】翌日
【流通時期】通年

九和楽の柿の葉すし：鯛
くわらくのかきのはすし：たい

柿の葉すし 九和楽

柿の葉すし鯛（たい）はお刺身用の鯛を当店秘
伝の甘酢に漬け、上品かつあっさりとした味に仕
上げています。特におめでたい時に手土産として
どうぞ。

【希望小売価格】3,600円
【内容量】20個入り
【賞味期限】翌日
【流通時期】通年

寿司・
麺類・パン

棒寿司

柿の葉寿司 菊
かきのはすし きく

柿乃肴

甘夏を加え、目にも鮮やかな柿の葉寿司「菊」は
その珍しさ、食感と風味を活かした深い味わいが
特徴の新感覚柿の葉寿司です。

【希望小売価格】1,200円
【内容量】10個入り
【消費期限】2日

九和楽の柿の葉すし：鮭
くわらくのかきのはすし：さけ

柿の葉すし 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 な々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

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

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（税抜・
送料別途）

【内容量】1本入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

柿の葉寿司 みょうが
かきのはすし みょうが

柿乃肴

紀南地方でとれた無農薬の梅エキスがたっぷり
しみ出た梅酢に漬け込んだ地元産みょうがを使
用。こだわりの寿司飯にのせ、風味豊かな柿の葉
で包みました。

【希望小売価格】5個650円、10個
1,300円

【内容量】5個、10個
【賞味期限】2日

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

柿の葉すし 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
【消費期限】翌日
【流通時期】通年

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

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（税抜・
送料別途）

【内容量】1本入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日
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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（税抜・
送料別途）

【内容量】1本入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

おっぱ寿司（太刀魚かぶら寿司）
おっぱすし（たちうおかぶらすし）

株式会社 橘家

太刀魚の漁獲量日本一の地元箕島漁港より直
送の太刀魚を使い、シャリには紀州梅肉と紫蘇を
混ぜ、あっさりとした味に仕上げております。

【希望小売価格】972円
【内容量】1本
【消費期限】2日
【流通時期】通年

鮎ずし
あゆずし

なかむらの柿の葉すし本舗

和歌山県の郷土料理です。伝統の味を、鮎そして
シャリにもこだわり作り上げました。素朴ながら温
かい、そして癖になる味わいをお楽しみ下さい。

【希望小売価格】1,134円
【内容量】1尾入り
【消費期限】2日間（要冷蔵）
【流通時期】通年

早なれ寿司
はやなれずし

まるあい寿司

紀州の郷土食「なれ寿司」を昔ながらの作り方に
こだわりながらも、食べやすくアレンジし、風味豊
かに作り上げた「早なれ寿司」をぜひご賞味くだ
さい。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】480g
【消費期限】3日

さんま姿寿司
さんますがたずし

徐福寿司

昭和25年創業以来、和歌山 紀州、熊野の名物
料理であるさんま姿寿司を伝統の製法である背
開き、尾頭付きを受け継ぎ昔ながらの味を守って
います。

【希望小売価格】1,450円
【内容量】1本約300g
【消費期限】3日間
【流通時期】5月～10月：冷蔵、
11月～4月：常温

おっぱ寿司（鮎甘露寿司）
おっぱすし（あゆかんろすし）

株式会社 橘家

永年鵜飼の宿としても親しまれた当店に伝わる
技法で仕上げた鮎甘露煮のお寿司。有田産の山
椒が良いアクセントになっております。

【希望小売価格】1,080円
【内容量】1本
【消費期限】2日

さんま寿司
さんまずし

まえ田

素材や製法を吟味・追及し続けた、当店自慢の「さ
んま寿司」。日本料理店の視点で仕上げたその
シャリ・さんまの〆具合を、ぜひお楽しみください。

【希望小売価格】800円
【内容量】1本
【流通時期】通年

なれ寿司
なれずし

弥助寿司

紀州のなれずしは、すしの元祖ともいわれてい
る。寿司の起源は飯を醗酵させて魚を保存する
ことから始まっているとされ、飯を一緒に食べる
ようになった室町時代から現在まで伝統として
受け継がれてきたのが、
なれずしです。

【希望小売価格】1,350円
【内容量】1本
【消費期限】3日

おっぱ寿司（さば棒寿司）
おっぱすし（さばぼうすし）

株式会社 橘家

厳選した鯖を天日塩で締め、最高級の道南産の
昆布を使い仕上げたお寿司。

【希望小売価格】1,620円
【内容量】1本
【消費期限】2日

鮎寿し
あゆずし

力寿し

紀の川流域で養殖された鮎を一昼夜かけてふっ
くらと炊きあげました。力寿し特製の煮詰めタレ
は絶品。ほおばると鮎も舎利もほろほろととろけ
ます。

【希望小売価格】961円
【内容量】300g
【流通時期】通年

生鮪押し寿司
なままぐろおしずし

まえ田

紀州勝浦で獲れた鮮度抜群の生まぐろを用いた
「生まぐろ寿司」。モチモチ食感の生まぐろと、米
の旨み、炊き加減を追求したシャリ。ぜひお楽し
みください。

【希望小売価格】1,800円
【内容量】1本
【流通時期】通年

早すし
はやすし

弥助寿司

長老の話では、有田地方では醗酵した寿司を
「なれずし」、酢を使った寿司を「早すし」と分けて
呼ばれていました。しかし、だんだん酢を使った
サバすしを早すしと呼ぶようになったと伝えてい
ます。

【希望小売価格】1,200円
【内容量】1本
【消費期限】2日
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寿司・
麺類・パン

めはり寿司

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】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

寿司・
麺類・パン

その他寿司

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】14個入 3,500円
（税抜・送料別途）
【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日 生：2日

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】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

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】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

わさび寿司
わさびすし

赤玉

わさび酢が効いた酢飯をわさび葉でくるんだ紀
州しみず伝統の味。しめ鯖、鮎の甘露煮、本わさ
び、ぶどう山椒添えスモークサーモン等、具材も
多彩です。

【希望小売価格】1,920円
【内容量】12個入り
【賞味期限】当日中

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】14個入 3,500円
（税抜・送料別途）
【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

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】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

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】14個入 3,500円
（税抜・送料別途）
【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

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】7個入 2,500円
（税抜・送料別途）
【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年
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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】7個入 2,500円
（送料別途）
【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日

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】7個入 2,500円
（税抜・送料別途）
【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日 生：2日

NEW

早なれ寿司
はやなれずし

株式会社 ナカヤマ（べっちんさん）

昭和23年より約73年間、味にこだわり続けた和
歌山郷土料理の逸品です。国産の米と鯖を炊き
かげん、酢かげん、しめかげん、漬けかげん、押し
かげんの5つのバランスを守り製造しています。香
り高いあせ笹でくるみ一
品一品丁寧に仕上げて
います。

【希望小売価格】324円
【賞味期限】製造日より2日後
【流通時期】通年

煙樹ヶ浜巻き
えんじゅがはままき

まるあい寿司

美浜町特産の松きゅうりとしらすの佃煮が一緒に
なる事で、絶妙な味わいを醸し出し、食材ごとの
食感の違いも味わえる風味豊かな巻き寿司です。

【希望小売価格】600円
【内容量】368g
【消費期限】製造日当日

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（税抜・
送料別途）

【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日、生：2日
【流通時期】通年

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】
9個入：4,500円（税抜・送料別途）、
12個入：5,500円（税抜・送料別途）

【内容量】
9個入：穴子・海老・カニ各3個、
12個入：穴子・海老・カニ各4個

【消費期限】冷凍：30日 生：2日

鮎の姿寿司
あゆのすがたずし

福太郎

紀州の郷土寿司！！職人が手作りした一品です。
鮎の甘露煮と相性抜群の酢飯が口の中で混ざり
合うのをお楽しみ下さい。鮎一尾丸ごと使用した
自慢の姿寿司です。

【希望小売価格】972円
【内容量】1本
【消費期限】製造日の翌日
【流通時期】通年・店頭取引のみ

小鯛雀寿司（特上）
こだいすずめずし（とくじょう）

株式会社 和歌山水了軒

小鯛雀寿司に最も適するようにと吟味した米と
初代から受け継いできた配合による酢合わせに
より、寿司飯に加工しています。鯛は鮮度を最重
視する上から紀淡海峡を始めとする近海物を使
用しています。

【希望小売価格】2,250円
【内容量】1本
【消費期限】48時間
【流通時期】通年 不定休

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】7個入 2,500円
（税抜・送料別途）
【内容量】7個入、14個入、21個入
【消費期限】冷凍：30日 生：2日
【流通時期】通年

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】4,550円（税抜・
送料別途）

【内容量】200g×4個
【賞味期限】製造から30日

ひとはめ寿司
ひとはめずし

宝来寿司 ［西尾栄治］ 

田辺湾特産の「ヒロメ」を使用した、当店だけのオ
リジナル寿司。寿司飯に混ぜる紫蘇は減農薬で
自家栽培、自家加工。しめ鯖は地元産を使用。

【希望小売価格】648円
【内容量】1本
【消費期限】製造日を含めて3日
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寿司・
麺類・パン

麺類

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：600
円、2食：500円、4食：980円
【内容量】1人前生めん重量：100g
【賞味期限】50日
【流通時期】通年 春夏は冷しうどん 
秋冬はかけうどん

漬物・
ごま豆腐・
レトルト等
紀の川漬け

漬物・
ごま豆腐・
レトルト等
漬物（その他）

和歌山アロチ本家 丸高中華そば
わかやまあろちほんけ まるたかちゅうかそば

有限会社 柏木製麺所

昭和15年先代が和歌山市高松で始めた屋台店
が発祥。こだわりの自社製生麺は国内産小麦を
使用し、醤油とんこつスープは、コクがあるのに
さっぱりとした味に仕上げました。

【希望小売価格】1,030円
【内容量】生めん110g×3食、
醤油とんこつスープ53g×3食

【賞味期限】製造後2ヶ月

寿司・
麺類・パン

パン

紀の川漬ギフト
きのかわづけぎふと

株式会社 河島本家

みずみずしく、きめ細かい柔らかさで、ほんのり甘
みのある紀州大根を、低温でじっくり漬け込みま
した。程よい甘さのあっさりとしたお漬物です。

【希望小売価格】2,700円
【内容量】3kg
【賞味期限】30日

熊野のめはり高菜
くまののめはりたかな

熊野の里 株式会社

和歌山の郷土料理「めはり寿司」。そのメイン食
材である高菜を地元和歌山県産にこだわり全国
発信しています。

【希望小売価格】398円
【賞味期限】8日
【流通時期】通年

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】3食入：2,700円、
5食入：4,500円（送料別途）

【内容量】3食入、5食入
【消費期限】製造日より2日

グルテンフリー プレミア 『米粉』 食パン
ぐるてんふりー ぷれみあ 『こめこ』 しょくぱん

結 Musubi

地元和歌山県産コシヒカリを中心に国産米を使
用。焼くとお米本来の香ばしさとモチモチした食
感を楽しめます。

【希望小売価格】842円
【内容量】1個
【消費期限】3日

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
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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。高菜を圧搾し
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。

【希望小売価格】120g：268円、
180g：376円

【賞味期限】120日
【流通時期】通年

イタドリ＆かつお梅
いたどりあんどかつおうめ

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、梅干の調味液を用いて甘酸っぱく味付けし、
山海の風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）
【流通時期】通年

高野山特産 黒丸ごま豆腐
こうやさんとくさん くろまるごまとうふ

株式会社 大覚総本舗

黒胡麻をペースト状に極細引きし、丹念に練り上
げ、滑らかな口当たりに仕上げました。黒胡麻の
風味豊かなごま豆腐をご賞味下さい。

【希望小売価格】270円
【内容量】ごま豆腐100g、黒蜜10g
【賞味期限】90日
【流通時期】常温

和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 黒胡麻
わふうぶらんまんじぇ ごまふるり くろごま

株式会社 大覚総本舗

日本古来より造られている和三盆糖を使用した和
風スイーツです。黒胡麻の風味をご賞味下さい。

【希望小売価格】291円
【内容量】生菓子80g、黒蜜10g
【賞味期限】90日
【流通時期】常温

NEW

熊野の高菜刻みしょうゆ味
くまののたかなきざみしょうゆあじ

熊野の里 株式会社

和歌山県紀南地方の契約農家で栽培されたちり
めん高菜を使用。しょうゆやりんご酢を使ったま
ろやかなしょうゆ味に仕上げています。化学調味
料、甘味料、保存料、着色料などの食品添加物不
使用。

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

漬物・
ごま豆腐・
レトルト等

ごま豆腐

高野山特産 白丸ごま豆腐
こうやさんとくさん しろまるごまとうふ

株式会社 大覚総本舗

厳選された白胡麻をすり潰し、絞って胡麻のエキ
スだけを抽出し、本葛粉などを加え練って炊き上
げ容器に詰め、手間暇掛けて造り上げています。
滑らかな口当たりをご賞味ください。

【希望小売価格】270円
【内容量】ごま豆腐100g、液体調
味料5g

【賞味期限】90日
【流通時期】常温

漬物・
ごま豆腐・
レトルト等

レトルト

NEW

熊野の高菜刻みゆず山椒
くまののたかなきざみゆずさんしょう

熊野の里 株式会社

和歌山県紀南地方の契約農家で栽培されたちり
めん高菜を使い、ゆずや山椒を加えたほのかな
ゆずの風味と山椒の持つ和風ピリ辛味に仕上げ
ました。化学調味料、甘味料、保存料、着色料な
どの食品添加物不使用。

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

月のしずくでつくった ごまどうふ
つきのしずくでつくった ごまどうふ

株式会社 重岡

高野山麓の天然水「月のしずく」と厳選された白
胡麻と吉野本葛などを使用した香り高い胡麻の
風味と粘りある食感をご賞味ください。

【希望小売価格】1,179円（税抜）
【内容量】1個：100g×4個入り
【賞味期限】製造日から90日

和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 白胡麻
わふうぶらんまんじぇ ごまふるり しろごま

株式会社 大覚総本舗

日本古来より造られている和三盆糖を使用した
和風スイーツです。なめらかな口当たりをご賞味
下さい。

【希望小売価格】291円
【内容量】生菓子80g、黒蜜10g
【賞味期限】90日
【流通時期】常温

紀の国仕立てカレー ポーク
きのくにじたてかれー ぽーく

有田食品 株式会社

厚めにスライスした豚肉と、隠し味に和歌山名産の
梅干しを使用。深いコクが口に広がるカレーです。

【希望小売価格】360円
【内容量】200g
【賞味期限】2年
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紀の国仕立てカレー ビーフ
きのくにじたてかれー びーふ

有田食品 株式会社

大きく角切りした牛肉と隠し味に和歌山名産の
みかんジュースを使用。辛さと柑橘の爽やかさの
バランスが際立ったカレーです。

【希望小売価格】360円
【内容量】200g
【賞味期限】2年

NEW

熊野牛ハヤシソース
くまのぎゅうはやしそーす

株式会社 島精機製作所

和歌山県が誇るブランド牛・熊野牛を使ったハヤシソース。
ハヤシソースを監修したのは、フランス料理店の料理長。
味わいは、トマトと赤ワインの酸味豊かで、フランス料理の
ソースの旨味が特徴な上品で薫り高い味わいです。フレン
チ風ハヤシライスは勿論、オ
ムライスのソースとして、ハン
バーグのソースなど、アレンジ
次第でフレンチ風のお料理が
ご家庭で楽しめます。

【希望小売価格】950円
【内容量】220g

漬物・
ごま豆腐・
レトルト等

その他

NEW

黒あわび茸 水煮
くろあわびだけ みずに

株式会社 RY

こりこり触感の黒あわび茸の水煮です。バターソ
テー、パスタ、煮物、あらゆるお料理の具材の一
品としてご利用頂けます。レトルト処理をしてます
ので、長期保存ができ、ご家庭に常備してると大
変便利です。

【希望小売価格】500円
【内容量】100g

紀の国仕立てハヤシ
きのくにじたてはやし

有田食品 株式会社

和歌山名産のみかんジュースを使用し、甘味と
酸味のバランスが良いソースに仕上げました。濃
厚なのにしつこくなく、軽やかにお召し上がり頂
けます。

【希望小売価格】360円
【内容量】180g
【賞味期限】2年
【流通時期】通年

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

NEW

黒あわび茸 しぐれ煮
くろあわびだけ しぐれに

株式会社 RY

こりこり触感の黒あわび茸とたっぷりの和牛のお
肉を使ったしぐれ煮です。お酒のお供に。しっかり
味付けしております。あったかいご飯に混ぜて混
ぜご飯にコロッケの具材に。

【希望小売価格】842円
【内容量】100g

NEW

黒あわび茸 しょうが佃煮
くろあわびだけ しょうがつくだに

株式会社 RY

こりこり触感の黒あわび茸をほのかに香る生姜
風味の佃煮に。あっさりとした味わいはお酒に、
あったかいご飯にも。

【希望小売価格】734円

NEW

紀の国仕立て金山寺味噌カレー
きのくにじたてきんざんじみそかれー

有田食品 株式会社

和歌山名産品の金山寺味噌（丸新本家製造）を
使用し、深い香りが特徴のカレーソースに仕立て
ました。豚バラ肉との相性も良く、ご飯が進む一
品です。

【希望小売価格】360円
【内容量】175g
【賞味期限】2年
【流通時期】通年

特選牛ハヤシビーフ
とくせんぎゅうはやしびーふ

有限会社 レストランフライヤ

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。

【希望小売価格】940円
【内容量】250g
【賞味期限】冷蔵60日間

NEW

黒あわび茸 酢漬け
くろあわびだけ すづけ

株式会社 RY

こりこり触感の黒あわび茸をマリネ風に。サラダ
やカレーのトッピングに。

【希望小売価格】734円
【内容量】100g

NEW

黒あわび茸 昆布佃煮
くろあわびだけ こんぶつくだに

株式会社 RY

こりこり触感の黒あわび茸を旨味たっぷりの昆布
を使用して佃煮に。お酒のおつまみに、ご飯のお
供に。

【希望小売価格】734円
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NEW

黒あわび茸 山椒味
くろあわびだけ さんしょうあじ

株式会社 RY

こりこり触感の黒あわび茸を有田川町の自社農
場で生産しているぶどう山椒を使用して佃煮に
致しました。ほのかに香る風味としびれを生かし
た商品です。

【希望小売価格】734円
【内容量】100g

NEW

紀州のゆずと椎茸の佃煮（角長プレミアム）
　　　  きしゅうのゆずとしいたけのつくだに（かどちょうぷれみあむ）

株式会社 天照

老舗湯浅醤油である「無添加 角長醤油」で、「ど
んこ椎茸」「無農薬ゆず皮」「てんさい糖」をじっく
りと煮込み、溶けた柚子皮が椎茸をコーティング
しているつくだ煮です。最後にピリッとした唐辛子
がアクセントになってお
ります。

【希望小売価格】702円
【内容量】80g
【賞味期限】180日

工芸品・
産業製品

伝統工芸品

鬼毛箒
おにげぼうき

桑添勇雄商店

伝統的な棕櫚箒の意匠と技術を守り、職人が棕
櫚皮の太い繊維である「鬼毛」などを原材料とし
て吟味し、丹念に仕上げた手作りの棕櫚箒です。
数年から数十年と長くご利用いただける、実用的
で美しい昔ながらの高
級座敷箒です。

【内容量】1本

NEW

原こん
はらこん

社会福祉法人 太陽福祉会 ワークステーションひだか

こんにゃく粉は一切使わず、「生いも」100%使
用。コリコリした弾力ある食感が人気。小さな気
泡が入っていることから煮込み料理に最適。昔
ながらの製法だからこそできる「本物のこんにゃ
く」を愛情込めて手造り
しました。

【希望小売価格】200円
【内容量】220g
【賞味期限】裏面に記載

NEW

黒あわび茸とゆずの佃煮
くろあわびだけとゆずのつくだに

和島興産株式会社 あわび茸ファーム

岩出市根来の専用工場で栽培した黒あわび茸
を龍神村の無農薬の柚子皮と湯浅町の老舗「角
長」の天然醸造の手作り醤油とてんさい糖と唐
辛子でじっくりと煮込み仕上げた佃煮です。お酒
のおつまみやご飯のお
供に最適です。

【希望小売価格】320円
【内容量】40g

民芸紀の国
みんげいきのくに

有限会社 家具のあづま

天板、胴板、裏板、底板、側板、先板、全ての材料
を柾目に揃え、桐材の美しさを出して抽斗の組み
手は包み蟻組、剣留め蟻組で造っています。仕上
げ方法は、バーナーで桐材を焼き、柿渋との粉で仕
上げています。防湿、防虫
効果に優れています。

【希望小売価格】五段小袖：
616,000円、七段小袖：792,000
円、五尺タンス：1,210,000円
【流通時期】通年

皮箒
かわほうき

桑添勇雄商店

かつての棕櫚の名産地、野上谷に伝わる伝統的
な棕櫚箒の意匠と技術を守り、職人が原料を吟
味し丹念に仕上げた手作りの棕櫚箒です。数年
から数十年と長くご利用いただける、実用的で美
しい昔ながらの高級座
敷箒です。

【内容量】1本

紀州のゆずと椎茸の佃煮
きしゅうのゆずとしいたけのつくだに

株式会社 天照

『素材にこだわりぬいた贅沢な佃煮』。和歌山県田辺市に古くから
続く木桶を使った手作り製法で天然醸造の深みある味わいを実
現した天王醤油を使用し、本州最南端の南国ムード漂う串本町で
栽培したどんこ椎茸を、和歌山県龍神村の清流で育った無農薬
“柚子”と、世界遺産に登録され
た熊野古道で採水された「富田
の水」と「てんさい糖」でじっくりと
煮込み仕上げた佃煮です。

【希望小売価格】1,383円
【内容量】150g
【消費期限】180日
【流通時期】通年

紀州へら竿〔こま鳥〕
きしゅうへらざお〔こまどり〕

紀州製竿組合 ［山上寛恭］ 

真竹・高野竹・矢竹、三種類の竹を使用し生地組
み工程をはじめ工程一つ一つに匠の技が結集し
た紀州へら竿。技法が確立した大正時代から
「へら師憧れの竿」です。「こま鳥」は、高い技術力
はもちろん、独特のデザ
インが遊び心いっぱい。
豊かな個性、芸術性も兼
ね備えた竿です。

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
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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

那智黒石手づくり硯
なちくろいしてづくりすずり

山口光峯堂

那智黒硯は、那智黒石の自然な姿を生かし、緻
密な石質と適度な硬度が愛硯家に珍重されてい
ます。硯の海と丘とのバランス、「たまり」の曲がり
具合の美しさなど、目でみて、手で触れて、墨を
摺って癒される硯です。

【希望小売価格】12,000円（税別）

純松煙墨 紀州墨
じゅんしょうえんぼく きしゅうずみ

紀州松煙 ［堀池雅夫］ 

自家製の松煙を100％使用した松煙墨。松を燃
やして採った煤（松煙）は焚き火の匂いがします。
とっても良い香なので、香料を入れておりませ
ん。硯で磨ると松煙独特の香がします。松煙
100％の証です。

【希望小売価格】11,000円
【内容量】3.5丁型 約50g（桐箱）

NEW

竹製バスロッド
たけせいばすろっど

紀州へら竿 和人

紀州へら竿、伝統工芸士が作る「竹製バスロッ
ド」です。竹のしなりは、ルアーを優しく遠く飛ばし
ます。ルアーが泳ぐ様、フックした時の魚の力をダ
イレクトに手のひらに。至高の作品。硬さ：ML、調
子：レギュラーテーパー、
ルアー：～12g

【希望小売価格】88,000円
【内容量】一本（リールは付きません）
【流通時期】注文生産

根来寺根来塗豆子カップ
ねごろじねごろぬりずつかっぷ

根来塗曙山会

豆子カップは酒器だけではなくお茶、珈琲などを
入れることが出来、給湯から直接湯を注ぐ事が
できます。多様に使う事ができる伝統的な桶型の
器です。

【希望小売価格】13,500円

工芸品・
産業製品

郷土民芸品

彩煙墨
さいえんぼく

紀州松煙 ［堀池雅夫］ 

黒い墨と顔彩の世界を繋ぐ墨。黒い墨と同じ用
法、技法で日本伝統色の世界が楽しめます。梅
紫、藍色、鳶色、伽羅色、錆御納戸、藤色、蘇芳、珊
瑚朱、岩井茶などの各色を取りそろえております。

【希望小売価格】13,200円
【内容量】彩煙墨五本セット

熊野九十九王子絵巻
くまのくじゅうくおうじえまき

有限会社 紀州屋

世界遺産に登録された熊野古道は、中世日本最
大の霊場・熊野へと続く信仰の道。その道筋に祀
られた神祠は、王子と呼ばれていました。この絵
巻は、日本画家や郷土史家、書家が記した、王子
にまつわる風景や歌など
を細かに再現しています。

【希望小売価格】1,320円

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、根来の地（岩出市
民俗資料館内 根来塗工房）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

紀州御殿てまり
きしゅうごてんてまり

紀州御殿てまり 青木

紀州てまりは昔、城中で姫様の為に作られ始め
ました。このてまりは伝統を生かし今も連綿と作
られています。

【希望小売価格】
1,000円～20,000円（税別）

紀州へら竿 竹製ボールペン
きしゅうへらざお たけせいぼーるぺん

紀州へら竿 和人

伝統的工芸品「紀州へら竿」の技法を用いた竹製
ボールペンです。紀伊山地の竹と、絹糸、漆で仕上
げた手作りの逸品。名入れや贈答品にもどうぞ。

【希望小売価格】10,000円
【内容量】1本

紀州九度山真田紐
きしゅうくどやまさなだひも

九度山真田紐研究会

戦国武将真田幸村親子が、九度山に居していた
折、織られていた真田紐。綿糸の平らな幅の狭い
紐を手仕事にて織り上げてます。

【希望小売価格】500円～
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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 根来塗振興会

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】根来塗 カップ1個
【流通時期】通年

郷土玩具 宝馬
きょうどがんぐ たからうま

文左

紀州桧材を両面一刀彫で仕上げた郷土玩具。小
栗判官の愛馬が救われた開運、厄除の役ノ行者
によって開山された紀南地方最古の霊場「救馬
渓観音」（上富田町生馬）にちなんでおり、ひとつ
ひとつ手づくりで製作。

【希望小売価格】3,080円
【内容量】1ヶ入

消臭・調湿（不織布入り）
しょうしゅう・ちょうしつ（ふしょくふいり）

紀伊の森 ［圡屋惠司］ 
最高級の備長炭を、通気性の良い袋入りにしました。床下に
も・お部屋にも隠れたつよーい味方。調湿しながら消臭してく
れます。お部屋や物置き、床下にも…快適な空間をつくりましょ
う。お役立ちアルアルは｢冷蔵庫や冷凍庫｣。条件にも依ります
が置いて数日で、その違いが判
るかと思います。時々天日に干
すと消臭効果がある程度復活
します。どうぞお試し下さい。

【希望小売価格】400g入り990円、
1.8kg入り3,900円、3kg入り5,900円

【内容量】400g入り、1.8kg入り、3kg入り

紀州備長炭棒炭
きしゅうびんちょうたんぼうたん

有限会社 セレネ

長いものでは150cm以上にもなる紀州備長炭
棒炭は、熟練の製炭技術により、原木の姿そのま
ま紀州備長炭として焼き上げました。インテリア・
ディスプレイ等に利用でき、消臭・調湿などの効
果で癒しの空間を演出
します。

【希望小売価格】6,000円/kg～
【内容量】1本
【流通時期】通年

郷土玩具 鶏合せ
きょうどがんぐ とりあわせ

文左

紀州桧材を両面一刀彫で仕上げた郷土玩具。
指一本の動きで「平家物語」の紅白闘鶏の故事
が再現され、遠く壇ノ浦での熊野水軍の活躍を
髣髴とさせるユニークな発想でひとつひとつ手づ
くりで製作。

【希望小売価格】3,080円
【内容量】1ヶ入

工芸品・
産業製品

備長炭

消臭しましょう（消臭パック）
しょうしゅうしましょう（しょうしゅうぱっく）

紀伊の森 ［圡屋惠司］ 
最高に焼けた紀州備長炭ならではの、キラキラ
光る表面が美しい切り面が宝石のように輝いて
ます。紀州備長炭を見て楽しんで下さい。表面の
輝きが無くなってきたら新しい炭と交換して下さ
いね！！カゴ入り。

【希望小売価格】2,860円（1kg入り）、
5,500円（2kg入り）

KISHU BINCHOTAN NO BONSAI
きしゅうびんちょうたんのぼんさい

有限会社 セレネ

環境浄化力で注目される紀州備長炭の特性を
活かし浄水用として活用。硬質な紀州備長炭を
カット、研磨することで美しい光沢を放ちます。保
管、乾燥時はベースの上でお好みのオブジェとし
て楽しむ事ができます。

【希望小売価格】33,000円
【内容量】紀州備長炭：3枚、天然大
理石ベース：1枚

【流通時期】通年

導きの八咫烏
みちびきのやたがらす

文左

紀州桧材を両面一刀彫で仕上げた郷土玩具。日
本を統一した神武天皇を熊野から大和橿原まで
先導し、日本サッカー協会のシンボルマークにも
なっている伝説の「八咫烏」にちなみ、ひとつひと
つ手づくりで製作。

【希望小売価格】3,080円
【内容量】1ヶ入

べっぴん炭（風呂用）
べっぴんたん（ふろよう）

紀伊の森 ［圡屋惠司］ 
お風呂に入れて楽しめる、紀州備長炭のお風呂
グッズ。ご利用の目安は約2ヶ月。

【希望小売価格】2,860円
【内容量】1kg

いつものご飯が水がさらにおいしく
いつものごはんがみずがさらにおいしく

紀伊の森 ［圡屋惠司］ 
炊飯・浄水用に選び抜いた紀州備長炭。ご飯を
炊く時に入れるだけでご飯がおいしく、また、湯
沸かしポットや水差しにも、入れるだけで美味し
くなります。

【希望小売価格】（50g入り）360
円、（170g入り）880円、（600g入
り）2,200円、（1kg入り）3,300円
【内容量】50g入り、170g入り、
600g入り、1kg入り

【消費期限】お買い上げより約2年間

南紀一
なんきいち

株式会社 三前商店

紀州備長炭は、原木に樫（ウバメガシ等）を使い、
高温で蒸し焼きにし、窯の外で灰を掛けて消火
するため、きめが細かい白炭となります。火持ち
が良く、炎が上がらずまた煙が出ないため炭火
料理などで重宝されて
います。

【希望小売価格】18,000円
【内容量】15kg



99 100

天上
てんじょう

株式会社 三前商店

紀州備長炭は、原木に樫（ウバメガシ等）を使い、
高温で蒸し焼きにし、窯の外で灰を掛けて消火
するため、きめが細かい白炭となります。火持ち
が良く、炎が上がらずまた煙が出ないため炭火
料理などで重宝されて
います。

【希望小売価格】18,000円
【内容量】15kg

有功
ゆうこう

株式会社 三前商店

紀州備長炭は、原木に樫（ウバメガシ等）を使い、
高温で蒸し焼きにし、窯の外で灰を掛けて消火
するため、きめが細かい白炭となります。火持ち
が良く、炎が上がらずまた煙が出ないため炭火
料理などで重宝されて
います。

【希望小売価格】16,000円
【内容量】15kg

SHIMA
しま

KISHU+

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】Sサイズ 7,150円、
Mサイズ 8,250円、Lサイズ 9,900円

【内容量】Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ

KOMOREBI
こもれび

KISHU+

ガラスの内側に金色の塗りを施し、黒の塗りを施
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

かねいまる

株式会社 三前商店

紀州備長炭は、原木に樫（ウバメガシ等）を使い、
高温で蒸し焼きにし、窯の外で灰を掛けて消火
するため、きめが細かい白炭となります。火持ち
が良く、炎が上がらずまた煙が出ないため炭火
料理などで重宝されて
います。

【希望小売価格】18,000円
【内容量】15kg

〇

工芸品・
産業製品

漆器

KAKERA
かけら

KISHU+

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）

SHIZUKU
しずく

KISHU+

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

馬目中丸
うまめちゅうまる

株式会社 三前商店

紀州備長炭は、原木に樫（ウバメガシ等）を使い、
高温で蒸し焼きにし、窯の外で灰を掛けて消火
するため、きめが細かい白炭となります。火持ち
が良く、炎が上がらずまた煙が出ないため炭火
料理などで重宝されて
います。

【希望小売価格】17,000円
【内容量】15kg

NEW

漆器のループタイ 根来塗
しっきのるーぷたい ねごろぬり

河合漆器産業 株式会社

おしゃれアイテムのループタイを根来塗にしまし
た。根来塗は400年以上昔から紀州に伝わる伝
統工芸です。かすれ模様ですが古物感はなく、落
ち着いた朱色が晴れやかで存在感のあるデザイ
ンです。

【希望小売価格】5,500円

TOGI
とぎ

KISHU+

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）

MICHIKAKE
みちかけ

KISHU+

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された
漆芸壁掛け照明です。

【希望小売価格】198,000円
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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】1個8,800円

ミウラ折り般若心経
みうらおりはんにゃしんぎょう

有限会社 中山漆器

ミウラ折りそのものは特許で、表紙、裏表紙をうる
し塗で製品化した商品は全国で弊社の商品し
かありません。簡単に持ち歩きができ、収納も簡
単です。伝統工芸として最適な商品です。

【希望小売価格】1,200円（税別）

蒔絵USBフラッシュメモリー
まきえゆーえすびーふらっしゅめもりー

有限会社 橋本漆芸

漆器の伝統技法『蒔絵』は海外に類例のない日
本独自の漆芸技法とされ、古くより海外の美術収
集家からも高く評価されております。この技術を
全世界で利用可能なUSBフラッシュメモリーに
施しましたところ、海外
の方はもちろん、国内外
の幅広い年齢層の方々
より大変ご好評をいただ
いております。

【希望小売価格】5,000円（税別）

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】1個11,000円

漆ガラス食器（黒江JAPAN）
うるしがらすしょっき（くろえじゃぱん）

塗り工房 ふじい

ガラスの裏面から特殊漆を意匠付けし、特殊食
洗器対応コートで漆をカバー。使用不可能とされ
ていたカトラリーの使用が可能な斬新な漆器アイ
テムです。

【希望小売価格】
4,400円～16,500円

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）110×160×16㎜

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

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-4：9,900
円、タイプ2：10,450円、タイプVM：
13,750円

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

NEW

漆ガラス漆アクリル壁面パネル
うるしがらすうるしあくりるへきめんぱねる

塗り工房 ふじい

和歌山紀州塗りの技術を使い、アクリルやガラス
の裏面から塗りを加工します。そうする事で塗り
面に傷がつく事を防ぎ、素材の奥に塗りを見せ
る事ができます。塗りの表情も奥深く、今までにな
い塗りを表現できます。

【希望小売価格】165,000円～
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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

折敷
おしき

西嶋木工

紀州杉の赤味の部分を使用。征目の美しさを表
現し、「うづくり」技法で仕上げました。持ち手を
表面より90°変えたことで変化した折敷が出来
ました。

【希望小売価格】大2,750円、
中1,870円、小1,320円
【内容量】大 W450×D300×H32、
中 W350×D250×H32、
小 W300×D250×H32

【流通時期】通年

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、お箸も入っています。

【希望小売価格】WM-1：7,150円、
WL-1：7,700円 

【内容量】WM-1：W18×D13×H7
（㎝）、WL-1：W22×D13×H7（㎝）
【流通時期】通年

ロッキングチェア
ろっきんぐちぇあ

G.WORKS

すべてを委ねられるこの心地よさ。体のラインに
沿う柔らかな曲面。体が揺られていることの心地
良さを感じられるロッキングチェアです。紀州杉
をたっぷりと使用することで、分厚い杉の板から
体に沿う曲面を削り出し
ています。

【希望小売価格】198,000円
【内容量】1脚

酒樽風銚子（樽仕込）
さかだるふうちょうし（たるじこみ）

西嶋木工

杉の木の持つ色・香・味を紀州杉で杉の樽は香
りが良く、鏡開きする場に出会います。樽に入れ
た「お酒を楽しんでほしい」の思いで造りました。

【希望小売価格】3,520円
【内容量】1合入
【流通時期】通年

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

紀州檜を使用しました。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-1：7,150円、
WL-1：7,700円、パンダ：5,500円、
自動車：5,500円
【内容量】WM-1：W18×D13×H7（㎝）、
WL-1：W22×D13×H7（㎝）、
パンダ：W16.5×D15.5×H7（㎝）、
自動車：W18.5×D13.5×H7（㎝）
【流通時期】通年

NEW

紀州ヒノキの木馬
きしゅうひのきのもくば

G.WORKS

太めのフォルムが可愛らしい。紀州ヒノキのぬくもり
を存分に感じて。紀州ヒノキを贅沢に使用した木の
おもちゃ。お子さまや、お孫さまの1歳のプレゼント
に。手すりにつかまることが出来るようになる1歳半
ごろからお楽しみいただ
けます。慣れないうちは大
人の方がサポートしてあげ
てください（対象年齢：1歳
半～5歳くらいまで）。

【希望小売価格】38,500円
【内容量】1台

杉樽型ぐいのみ
すぎたるがたぐいのみ

西嶋木工

杉の木の赤身の木目の美しさ、色、香、味を紀州
杉で。樽組し竹輪を入れた少し大き目のぐいの
み、味と香りを味わってください。

【希望小売価格】1,760円
【流通時期】通年

つみきゅ
つみきゅ

株式会社 山長商店

『つみきゅ』は木の国紀州の山で育った無垢のス
ギの積み木です。従来の積み木の固いイメージ
を覆す軽くて柔らかな手触りです。本製品は無
塗装無着色の安心素材です。

【希望小売価格】4,950円
【内容量】24個／箱

工芸品・
産業製品

紀州材

森のねこトイレ
もりのねこといれ

川口建設 株式会社

紀州間伐材で作られた森のねこトイレは香料や
消臭剤を一切使用せず自然の力のみで猫の排
泄物の臭いを軽減します。長く続く檜の香りを感
じて下さい。

【希望小売価格】800円（税別）
【内容量】2.5L

森のねこトイレ くずれるタイプ
もりのねこといれ くずれるたいぷ

川口建設 株式会社

紀州間伐材で作られた森のねこトイレは香料や
消臭剤を一切使用せず自然の力のみで猫の排
泄物の臭いを軽減します。長く続く檜の香りを感
じて下さい。

【希望小売価格】880円（税別）
【内容量】5L
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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（黒・クリ
ア）1脚 41,800円、顔なしHigh（黒・
クリア）1脚 43,450円、顔ありLow
（黒・クリア）1脚 46,200円、顔あり
High（黒・クリア）1脚 47,850円

【流通時期】受注生産

工芸品・
産業製品

日用雑貨

柿渋
かきしぶ

浮き草屋

橋本市内で摘果され処分される柿を使用し、匂
いの少ない柿渋です。

【希望小売価格】1,320円
【内容量】300ml

一貫張
いっかんばり

浮き草屋

カゴに和紙を重ね張りをし、最後にポイントで江
戸時代古紙を使用。仕上げに柿渋を重ね塗りし
ています。

【希望小売価格】13,200円
【内容量】800g

髙田耕造商店 紀州棕櫚のからだ用たわし 焼檜柄
たかだこうぞうしょうてん きしゅうしゅろのからだようたわし やきひのきえ

株式会社 コーゾー

農薬等を一切使用せず、和歌山の自然の中で
育った棕櫚。バスタイムにご使用いただければ、
その繊細な棕櫚の肌あたり、やさしさに驚かれるで
しょう。柄の部分ももちろん職人が一本一本手で削
り、さらに焼加工を施して
いますので、カビや腐りの
心配はいりません。

【希望小売価格】
長 7,700円、短 7,480円

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

髙田耕造商店 紀州産 金のたわし
たかだこうぞうしょうてん きしゅうさん きんのたわし

株式会社 コーゾー

繊維が繊細な紀州産の棕櫚。なかでも、ワンラン
ク上の柔らかさ、肌触りのたわしです。棕櫚の成
長に伴う樹皮ではなく、採取が困難かつ稀少な
先端部分の最も繊細な繊維を使用して製造する
ため、年間生産数はごく
僅か。まさに究極の逸品
です。

【希望小売価格】33,000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 2,200円

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。待ち
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】4,400円

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

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。

【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】4,950円

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】1,980円
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NEW

復刻紀州の棕櫚たわし 健康たわしペット用
　　　 ふっこくきしゅうのしゅろたわし けんこうたわしぺっとよう

中西富一工房

日本初の希少価値の高い純国産の棕櫚を使用し
たペット用たわしです。天然素材でペットのブラッ
シングに最適です。ペットの健康と笑顔の為に、手
間暇かけて心を込めて職人が作りました。人の身
体も洗えるたわしなの
で、動物も安心です。

【希望小売価格】3,498円

NEW

COZY UP！ バスマット
こじーあっぷ ばすまっと

有限会社 橋爪商店

接触温冷感試験において湿潤時のヒンヤリ感が
綿の約1/7の高機能な糸を使用しております。さ
らに、30mmの長い毛足がお風呂上がりの足裏
を優しく包み込みます。

【希望小売価格】3,300円

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】ANO-101A, 
ANO-101K, ANO-101G, ANO-102N, 
ANO-102R/1本5,000円、ANO-meoto1, 
ANO-meoto2/2本10,000円

【内容量】ANO-101A, ANO-101K, 
ANO-101G, ANO-102N,ANO-102R/1本入、
ANO-meoto1, ANO-meoto2/2本入

【流通時期】通年

NEW

エンジェルステップ バスマット
えんじぇるすてっぷ ばすまっと

有限会社 橋爪商店

とにかくフワフワで「思わず頬ずりしたくなるバス
マット」がお風呂あがりのひと時を贅沢な時間へ
と変えます。吸水・速乾に優れたパイルを使い、
贅沢にも30ミリのロングパイルに仕上げました。
足裏についた水分をす
ばやく吸水します。

【希望小売価格】3,300円

じゃばら入浴蕩
じゃばらにゅうよくとう

特定非営利活動法人 花咲か

不思議な果実じゃばらの自然的で魅力ある香り
を家庭入浴用として開発しました。お子様からご
年配までお風呂のリラクゼーションをお楽しみく
ださい。

【希望小売価格】2,750円
【内容量】5包入り
【流通時期】通年

エッグタイルバスマットUFUFU
えっぐたいるばすまっとうふうふ

株式会社 山長商店

無垢の紀州材とマヨネーズ工場で発生する卵の
殻を用いた美濃焼のエッグタイルで出来たカラ
フルなバスマットです。

【希望小売価格】12,100円
【内容量】1枚／箱

NEW

思わず頬ずりしたくなるバスマット プレミアム
　　 おもわずほほずりしたくなるばすまっと ぷれみあむ

有限会社 橋爪商店

アタラシイものや体験の応援購入サービス
「Makuake」にてスイートルーム及び露天風呂付
き客室専用に開発した業務用バスマット。“とに
かくふわふわ思わず頬ずりしたくなるバスマット
プレミアム”です。

【希望小売価格】4,950円

NEW

国産棕櫚手箒
こくさんしゅろてぼうき

深海産業 有限会社

パン屑、お子様が勉強後の消しゴムのゴミ、掃除
機で掃除が出来ないサッシや階段のコーナーで
のチリやホコリも手軽にお掃除出来ます。

【希望小売価格】2,750円

NEW

熊野古道のかほり 「杉」 
くまのこどうのかほり 「すぎ」 

和歌山香醸

熊野古道の風情を感じられるお香。杉の木々の
たたずまいを、さわやかな香りで表現しました。
お線香としてもお使いいただけます。

【希望小売価格】500円
【内容量】40g

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

NEW

復刻紀州の棕櫚ボディたわし 健康大ナチュラル
　　　  ふっこくきしゅうのしゅろぼでぃたわし けんこうだいなちゅらる

中西富一工房

今では貴重となった紀州産の棕櫚。その棕櫚を
用いて昔ながらの健康たわしの形で復活させま
した。体を洗うものだからこそ、素材の選別や手
間暇をかけて、手作りで作っています。木製の
キャップを職人さんに作っ
て頂き使用しており、様々
な方 の々協力もあって出
来た一品です。

【希望小売価格】4,950円

NEW

復刻紀州の棕櫚たわし プチ
ふっこくきしゅうのしゅろたわし ぷち

中西富一工房

手のひらサイズの小さなたわし。小さく細かいの
で技術が必要であり、飾りはもちろん実用として
も使えます。棕櫚の花言葉は「勝利、不変の友
情」で神社などに縁起ものとして置いて頂いたり
もしています。

【希望小売価格】550円
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NEW

熊野古道のかほり 「木漏日」 
くまのこどうのかほり 「こもれび」 

和歌山香醸

熊野古道の風情を感じられるお香。ふりそそぐ陽
の光を穏やかな花の香りで表現しました。お線
香としてもお使いいただけます。

【希望小売価格】500円
【内容量】35g

NEW

熊野古道のかほり 「そよ風」 
くまのこどうのかほり 「そよかぜ」 

和歌山香醸

熊野古道の風情を感じられるお香。杉木立に吹
く心地よい風を柑橘の香りで表現しました。お線
香としてもお使いいただけます。

【希望小売価格】500円
【内容量】35g

NEW

熊野古道のかほり 「三種セット」 
くまのこどうのかほり 「さんしゅせっと」 

和歌山香醸

熊野古道の風情を感じられるお香。『杉』『木漏
日』『そよ風』 3種の香りをセットにしました。気分
に合わせて、香りを使い分けてみてください。お
線香としてもお使いいただけます。

【希望小売価格】1,320円

工芸品・
産業製品

バッグ・小物

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

 「Taenaka No Nuno」 
「たえなかのぬの」

妙中パイル織物 株式会社

豪華で洗練された色柄のジャガードベルベットで
作りました。A4サイズの書類が入るのでビジネス
バッグにも最適。スナップの留め方で型を変えら
れる便利なポーチはクラッチバックとしても素敵
です。2020年東京イン
ターナショナルギフトショー
のベスト匠の技賞を受賞
致しました。

【希望小売価格】
スクエアバックM 9,800円（税別）、
ポーチM 8,000円（税別）

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

NEW

エコファーバイカラーバッグ
えこふぁーばいからーばっぐ

株式会社 岡田織物

前後で色が異なるバイカラーデザイン。手触り抜
群の高野口産地のエコファーは、非常に軽量か
つ膨らみのあることが特徴です。年齢問わず使え
るファーバッグは、ご自身用としてもギフト用として
もおすすめです。

【希望小売価格】13,200円

立木染アクセサリー（ボールペン）
たちきぞめあくせさりー（ぼーるぺん）

立木染®

自然の生きている木に染料を注ぎできた作品で
す。手づくりで同じ作品は、生まれません。

レザートートバッグ（M）（L）
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

榊 ブレスレット
さかき ぶれすれっと

大成花樹

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」が囲む龍
神村の神の木「榊」で奉製した玉です。手に馴染
み、年輪も美しい神聖なブレスレットです。

【希望小売価格】5,000円

立木染アクセサリー（ペンダント）
たちきぞめあくせさりー（ぺんだんと）

立木染®

自然の生きている木に染料を注ぎできた作品で
す。手づくりで軽さが特徴、同じ作品は、生まれま
せん。
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NEW

立木染アクセサリー（ピアス）
たちきぞめあくせさりー（ぴあす）

立木染®

自然の生きている木に染料を注ぎできた作品で
す。手づくりで軽さが特徴、同じ作品は、生まれま
せん。

和歌山ニホンジカカードケース
わかやまにほんじかかーどけーす

LettMelodia

歴史革、日本鹿革。和歌山は始の地であり、熊野
古道、八咫烏。それをシンボルとし伝統と文化・
武将も愛した鹿革を使い、高級革製品へ。特別
生産商品。

【希望小売価格】46,200円

工芸品・
産業製品

アロマ・その他

NEW

毬玉
まりだま

毬玉

紀州手毬を作る技術を生かし、サイズを小さく、
ツヤツヤな新形状に仕上げました。「紀州梅」、
「紀州橙」、「紀州海」、「紀州紫」の4色展開です。
耳元でゆらゆら揺れるデザインです。

【希望小売価格】9,000円
【内容量】2つ1組

和歌山イノシシウォレット
わかやまいのししうぉれっと

LettMelodia

歴史革、日本猪革。和歌山は始の地であり、熊野
古道、八咫烏。それをシンボルとし伝統と文化・
武将も愛した猪革を使い、高級革製品へ。特別
生産商品。

【希望小売価格】132,000円

NEW

エムネジ
えむねじ

浅川組運輸 株式会社

エムネジはダンボールをネジでとめる樹脂製の
結合具になります。ラインナップとしてバイオマス
素材に紀州間伐材を25％配合したエムネジは、
環境に配慮しCO2の削減に貢献できます。

【希望小売価格】30円/個

和歌山ニホンジカウォレット
わかやまにほんじかうぉれっと

LettMelodia

歴史革、日本鹿革。和歌山は始の地であり、熊野
古道、八咫烏。それをシンボルとし伝統と文化・
武将も愛した鹿革を使い、高級革製品へ。特別
生産商品。

【希望小売価格】現在93,500円
【内容量】100×200×22、カード収
納8ポケット

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）巾200cm×
丈240cm 15,000円/窓

立木染アクセサリー（ブローチ）
たちきぞめあくせさりー（ぶろーち）

立木染®

自然の生きている木に染料を注ぎできた作品で
す。手づくりで軽さが特徴、同じ作品は、生まれま
せん。

立木染アクセサリー（バレッタ）
たちきぞめあくせさりー（ばれった）

立木染®

自然の生きている木に染料を注ぎできた作品で
す。手づくりで軽さが特徴、同じ作品は、生まれま
せん。

立木染アクセサリー（ループタイ）
たちきぞめあくせさりー（るーぷたい）

立木染®

自然の生きている木に染料を注ぎできた作品で
す。手づくりで軽さが特徴、同じ作品は、生まれま
せん。
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高野紙、薄板ランタンキャンドル
こうやかみ、うすいたらんたんきゃんどる

浮き草屋

高野町特産の高野紙、薄板を使ったランタンキャ
ンドルです。中心は、ソイワックスを使用し香りは、
高野槙。ソイワックスは、すすが出にくく燃焼時間
が長いのが特徴です。

【希望小売価格】各3,500円（税別）
【内容量】190g

紫牡丹
むらさきぼたん

浮き草屋

牡丹の花は、弘法大師空海が中国より持ち帰り
日本に広まったと言われています。高野山の蜂の
巣から作った蜜蠟を一部使用。

【希望小売価格】5,500円
【内容量】110g前後

聖なる苔
せいなるこけ

浮き草屋

高野山へ向かう黒河道近くの苔を使用し、器は
北窯にてオリジナルを使用。陶器に詰め込んで
苔の世界を表現。

【希望小売価格】2,750円
【内容量】300g

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

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

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

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】3,080円
【内容量】サイズ 
W70×D870×H100（mm）

【流通時期】通年

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

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

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

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

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
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MACH2XS
まっは つーえっくすえす

株式会社 島精機製作所

ニットは通常、個 に々編んだパーツ（前身・後身・袖
等）を縫製して完成させます。島精機が世界で初め
て開発した『ホールガーメント』では、編み機で製品
を一着丸ごと編み上げます。それを可能にするの
が最新のホールガーメン
ト横編機『MACH2XS』
です。

FRAGRANT KISHU－WAKA 檸檬
ふれぐらんと きしゅうわか れもん

中野BC 株式会社

和歌山県産の檸檬を原料として、水蒸気蒸留法
で採油。シャープな清 し々さにほどよい刺激。気
分がリフレッシュする香りが特徴です。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】5ml

FRAGRANT KISHU－WAKA 甘夏
ふれぐらんと きしゅうわか あまなつ

中野BC 株式会社

和歌山県産の甘夏を原料として、水蒸気蒸留法
で採油。洗練された甘さとスッとぬける爽快感が
バランス良い透明感あふれる香りが特徴です。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】5ml

SDS－ONE APEX4
えすでぃーえす わん えいぺっくすふぉー

株式会社 島精機製作所

ニットをはじめ、織物・パイル・プリントなど様 な々
デザイン分野でモノづくりを支援する3Dデザイ
ンシステム。リアルな高精細シミュレーションで、
実物がなくてもデザインの検討やプレゼンテー
ションが容易におこなえ
ます。

FRAGRANT KISHU－WAKA 柚子
ふれぐらんと きしゅうわか ゆず

中野BC 株式会社

和歌山県産の柚子を原料として、水蒸気蒸留法
で採油。しぼりたての新鮮さと、心をつつみこむ
ような安らぎを与えるどこか懐かしい香りが特徴
です。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】5ml

FRAGRANT KISHU－WAKA 三宝柑
ふれぐらんと きしゅうわか さんぽうかん

中野BC 株式会社

和歌山県産の三宝柑を原料として、水蒸気蒸留
法で採油。ゆるやかに感じられる芳醇な甘味と
上品な酸味のバランスがとれた落ち着きある香
りが特徴です。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】5ml

FRAGRANT KISHU－WAKA 温州みかん
ふれぐらんと きしゅうわか うんしゅうみかん

中野BC 株式会社

和歌山県産の温州みかんを原料に、水蒸気蒸留
法で採油。果実の皮をむいた時のようなみずみ
ずしさが感じられるビタースウィートな香りが特徴
です。

【希望小売価格】2,200円
【内容量】5ml

FRAGRANT KISHU－WAKA 仏手柑
ふれぐらんと きしゅうわか ぶっしゅかん

中野BC 株式会社

和歌山県産の仏手柑を原料として、水蒸気蒸留
法で採油。柑橘らしい爽やかさがありながらも苦
味を残した独特な香りが特徴です。

【希望小売価格】3,850円
【内容量】5ml

NEW

オリジナルコートまな板
おりじなるこーとまないた

塗り工房 ふじい

無垢材にオリジナルの特殊浸透性コーティング
を木の中に浸透させています。特殊な浸透性
コーティングにより、匂い・汚れうつりを軽減しま
した。汚れもさっと水で洗い流すだけできれいに
落とすことが出来ます。

【希望小売価格】14,630円～
19,800円

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

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銅お
ろし金です。手打ちより力がいらず、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

高野細川紙金封
こうやほそかわがみきんぷう

高野山別格本山西室院 koubou2466

希少な高野細川紙と色彩豊かな水引が貴方の
気持ちを包みます。

【希望小売価格】4,400円（金封）、
3,300円（ポチ袋セット）、5,500円

（不祝儀袋セット）
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NEW

花山温泉 薬師の湯 炭酸源泉
　 はなやまおんせん やくしのゆ たんさんげんせん

花山開発 株式会社

花山温泉 薬師の湯の源泉です。濃厚な源泉を
少しずつおうちのお風呂に混ぜて、お家温泉で
極上のバスタイムを味わってみてください。湧き
出る源泉は透明ですが、空気に触れるとだんだん
茶色に色が酸化していき
ます。濃厚な成分はそこ
に沈むこともあります。

【希望小売価格】3,500円
【内容量】20L

HYS Thinning（スキバサミ）
はいす せにんぐ（すきばさみ）

有限会社 ハヤシ・シザース

超微粒子粉末鋼HYS（ハイス）は、従来のコバル
トや純コバルトを超えるHRC64という高硬度素
材です。HYSの長所を活かして今まで以上に抜
ける刃先デザインを採用したセニングシザーを
造りました。

【希望小売価格】126,500円
【内容量】1本

天然木アロマウォーター香森（杉・檜）
てんねんぼくあろまうぉーたーかしん（すぎ・ひのき）

協同組合 ラテスト

「熊野古道」近辺の樹木から特殊製法で抽出し
て製品化したアロマウォーターです。自然が持つ
“ほのかな香り”を楽しんで頂けます。

【希望小売価格】1本 950円
【内容量】50ml

HYS MAX 67－DLC
はいす まっくす 67でぃーえるしー

有限会社 ハヤシ・シザース

「この硬度では加工出来ない」と言われた業界初
のHRC67という高硬度に焼き入れをした超微粒
子粉末鋼材HYSを使用して造られたハサミ。最
硬の素材を加工できる最高の技術を持つシザー
メーカーであるという自
信と自負を形にしたもの
です。

【希望小売価格】220,000円
【内容量】1本

耐熱手袋 ATSUBOUGU
たいねつてぶくろ あつぼうぐ

林撚糸 株式会社

溶接現場より、アーク溶接のスパッタが入らな
い、尚且つ通気性の良い手袋が出来ないかと依
頼があり、撚糸技術を使用しニット編みで通気性
の良いスパッタの入りにくい手袋を開発しまし
た。国内、米国、中国特
許取得済み。国際特許
出願中。

【希望小売価格】5,300円（税別）
【内容量】1双

Lady’s HYS（女性用モデル）
れでぃーす はいす（じょせいようもでる）

有限会社 ハヤシ・シザース

女性美容師の方のために、軽くて、使いやすく、
手にフィットする細身で軽くてもしっかりとパワー
がある刃を採用し、細い指、小さな手にフィットす
るハンドルを新設計し、女性専用のシザーを創り
ました。刃材はもちろん
超微粒子粉末鋼HYS。

【希望小売価格】104,500円
【内容量】1本

NEW

国産棕櫚箒 7玉
こくさんしゅろほうき ななたま

深海産業 有限会社

お手入れ次第で末永くご愛用いただける逸品。
国産棕櫚箒は、職人が一本・一本丁寧に生産し
ており、ご購入していただいた方がご満足して頂
けるように計算されて製造しています。

【希望小売価格】25,300円
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観光資産

丹生都比売神社 花盛祭
にうつひめじんじゃ はなもりさい

かつらぎ町観光協会

神様に花を供え春の訪れを祝う祭。子ども達の
神楽舞奉納などが行われる。午後の渡御の儀は
和歌浦まで船渡御した神事に起源をもち、今も
遥拝式がある。

【場所】和歌山県伊都郡かつらぎ町
【期間】毎年4月第2日曜日

椎出鬼の舞
しいでおにのまい

九度山町観光協会

天災地変や災いを追い払い、豊作や村人の安全を
祈って、言い伝えでは670年（文献上では350年）
も前から続いている祭り。若衆組の最年長である十
人衆が、鬼一人、太鼓一人、笛二人、地謡七人、ほか
に太鼓持ち一人の役持ち
でつとめる。鬼の棒に触
れると子どもが元気に育
つという言い伝えがある。

【場所】和歌山県九度山町 椎出厳
島神社

【期間】毎年8月16日 17：00～

御燈祭り
おとうまつり

新宮市観光協会

神倉神社は熊野三山の神 が々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
日本最古の火祭りとして有
名で、国重要無形民俗文
化財に指定されている。

【場所】和歌山県新宮市
【期間】毎年2月6日

糸我得生寺の来迎会式
いとがとくしょうじのらいごうえしき

有田市観光協会

毎年5月14日に得生寺で行われる伝統行事。中
将姫が極楽浄土に大往生を遂げた様相に由来
する25菩薩の練り供養。

【場所】和歌山県有田市
【期間】毎年5月14日

観光筏下り
かんこういかだくだり

北山村観光協会

木材運搬の筏流しを復活させた全国唯一の筏
下り。急流のスリルと奥瀞峡の大自然を満喫して
下さい。

【場所】和歌山県北山村
【料金】大人6,600円 、子供3,300円

熊野本宮大社 例大祭
くまのほんぐうたいしゃ れいたいさい

熊野本宮観光協会

熊野本宮大社の最も大きなお祭りです。4月15日
の渡御祭では、神輿を中心とした行列が旧社地
大斎原へと御旅所を巡ります。

【場所】和歌山県田辺市
【期間】毎年4月15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15日・16日

齋刺祭
よみさしまつり

岩出市観光協会

深夜12時、御神体となる榊の木を担いだ者等
が、東西御旅所に向かい祭りをする。参列者は榊
をいただき、東は上半身、西は下半身の病が治る
とされる。

【場所】和歌山県岩出市
【期間】10月の第1土曜日

粉河祭
こかわまつり

紀の川市観光協会

紀州三大祭のひとつである「粉河祭」は、粉河産
土神社の祭礼で、宵祭には、粉河駅から粉河寺
大門橋までの粉河とんまか通りにおいて、提燈を
灯しただんじりが勇壮に運行され、本祭には渡
御式（偶数年に実施）や
だんじりの運行と飾り付
け、各種イベントが行わ
れます。

【場所】和歌山県紀の川市
【期間】毎年7月最終土・日曜日

熊野本宮大社 湯登神事
くまのほんぐうたいしゃ ゆのぼりしんじ

熊野本宮観光協会

毎年4月13日に行われる神事です。神の依代で
ある稚児を肩に担ぎ大日越を歩きます。県の無
形文化財に指定されています。

【場所】和歌山県田辺市
【期間】毎年4月13日

めはりずし
めはりずし

新宮市観光協会

熊野地方では冬から春先に高菜の漬け込みが各家
庭の行事となっており、この高菜の漬物でおにぎりを
包み込む「めはりずし」は、山仕事や畑仕事の弁当とし
て作られた熊野の郷土食である。大変大きく握られた
ため食べる時に大きく目も
口も開けることから、あるい
は目を見張るほど美味しい
ということから、「めはり」と
名付けられた。

【場所】和歌山県新宮市・那智勝浦
町・北山村・田辺市
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鯨料理
くじらりょうり

太地町観光協会

刺身や竜田揚げ、ハリハリ鍋など多様な料理があ
ります。

【場所】和歌山県太地町

隅田八幡神社の秋祭
すだはちまんじんじゃのあきまつり

橋本市観光協会

毎年10月の第一土曜日に、宵宮、日曜日に本宮
が行われ、本宮には氏下にある大人約100人で
担ぐ13基のだんじりのうち当番の4基が参加す
る。御旅所までの厳粛な行列と勇壮なだんじりに
よる渡御は見物する人々
で賑わう。県の無形文化
財に指定されている。

【場所】和歌山県橋本市
【期間】毎年10月第1土・日曜日

黒潮市場・マグロ解体ショー
くろしおいちば・まぐろかいたいしょー

和歌山市観光協会

マグロ解体ショー実施回数2万件以上（この道
17年）の黒潮市場の解体ショーは特有の口上、
包丁さばきで全国の百貨店、量販店、各種イベン
ト等に出張しています。

【場所】和歌山県和歌山市毛見
黒潮市場ほか

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）

（一社）那智勝浦観光機構

熊野那智大社の例大祭で、午前中にユネスコの
無形文化遺産登録の「那智の田楽」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
火祭り」とも呼ばれてい
ます。

【場所】和歌山県那智勝浦町那智山
【期間】毎年7月14日

日高町 天然クエ料理
ひだかちょう てんねんくえりょうり

日高町

脂の乗った白身は上質な甘みを醸し、身と皮の
間はコラーゲンたっぷり。全国鍋グランプリで日
本一に輝いた、本場の絶品料理の数 を々ご堪能
ください。

【場所】和歌山県日高郡日高町
【期間】10月～3月

紀州熊野のさんま寿司
きしゅうくまののさんまずし

（一社）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
味しさと懐かしい味の当地方の郷土料理です。

【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

和歌祭
わかまつり

和歌山市

創始、元和8年（1966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】和歌山市和歌浦
【期間】5月中旬に開催
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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-maine.co.jp
https://www.a-marine.co.jp/
https://a-marine-shop.com/

• 近大キャビア（p.42）

あーるわい

株式会社 RY

〒649-6248 岩出市中黒287-1
TEL：0736-61-1875　FAX：0736-67-7171
E-mail：okamoto@e-rappa.com
http://e-rappa.com

• 黒あわび茸 しぐれ煮（p.95）
• 黒あわび茸 水煮（p.95）
• 黒あわび茸 昆布佃煮（p.95）

• 黒あわび茸 酢漬け（p.95）
• 黒あわび茸 しょうが佃煮（p.95）
• 黒あわび茸 山椒味（p.96）

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.26） • ドライいちじく（p.80）

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/

• ブルーウッドブリュワリー 有田山椒エール（p.57） •　ブルーウッドブリュワリー 備長炭スタウト（p.58）
• ブルーウッドブリュワリー ペールエール（p.58） •　ブルーウッドブリュワリー 有田みかんエール（p.58）
• ブルーウッドブリュワリー セッションIPA（p.58）

あかだま

赤玉
〒643-0521 有田郡有田川町清水337-1
TEL：0737-25-0371　FAX：0737-25-0371
E-mail：akadamashop@yahoo.co.jp

• わさび寿司（p.91）

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.87） • DewRose PETAL（p.27）

■ 認定事業者一覧（索引）

あ
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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.46）

あさかわぐみうんゆ

浅川組運輸 株式会社

〒640-8287 和歌山市築港5-4
TEL：073-422-7118　FAX：073-428-1700
E-mail：y-minami@asa-unyu.com
http://www.asakawa-unyu.co.jp

• エムネジ（p.105）

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.26）

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.62）
• こだわりのうめジャム（p.85）

• きんかんドリンク（p.62）
• こだわりのみかんジャム（p.85）

あづまのうえん（ごだいあん）

株式会社 東農園（五代庵）

〒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.8）
• 原酒梅酒（p.52）

• 紀州五代の夢想（p.8）
• 薔薇梅酒（p.53）

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

• 和歌山県産鹿革クラッチバッグ（p.104）
• レザーショルダーバッグ（p.104）

• レザートートバッグ（M）（L）（p.104）

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.27）

あ
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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
https://www.hc-amity.com/
http://amity-wakayama.com

• はっさくプーロ（p.69）

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376
TEL：0736-66-1259　FAX：0736-66-1259
http://aramomo.server-shared.com/

• あら川の桃（p.25）

ありだかんこうぶっさんせんたー

有田観光物産センター 株式会社

〒643-0023 有田郡有田川町熊井674-3
TEL：0737-53-2408　FAX：0737-53-2418
E-mail：kisyuji-arida@theia.ocn.ne.jp
http://kisyuji-arida.sakura.ne.jp

• 稲むら最中（p.64）

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番地
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.109）

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/

• 紀の国仕立てカレー ポーク（p.94）
• 紀の国仕立てハヤシ（p.96）

• 紀の国仕立てカレー ビーフ（p.95）
• 紀の国仕立て金山寺味噌カレー（p.95）

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/
https://mikan-onlineshop.ja-arida.or.jp/

• 有田のぶどう山椒（p.29）

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.82）

あ
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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
https://hamano-utase.com/kumiai

• 紀州紀ノ太刀（p.31） • 辰ヶ鱧（p.31）

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/
https://oteramaeanchin.com/

• あんちんの梅つりがね饅頭（p.64）

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

• ガトー プルプラ（p.70）

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.8） • 和の守梅はちみつ（p.8）

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2490
TEL：0739-22-3925　FAX：0739-24-5899
E-mail：info@koubaiduke.com
https://www.koubaiduke.com/

• 幸梅漬（p.8）
• ぽってり梅 はちみつ梅（p.9）
• ぽってり梅 あっさり梅（p.9）

• しそ梅（p.9）
• ぽってり梅 しそ梅（p.9）

いちのはしてんぷう

一の橋天風

〒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.70）

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：0736-66-0122　FAX：0736-66-0122

• あら川の桃ジャム（p.86）

あ

い
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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.50）
• 100%ピュアジュース きよみしぼり（p.50）
• 100%ピュア果汁 すだち（p.87）
• 100%ピュア果汁 だいだい（p.87）

• 100%ピュアジュース はっさくしぼり（p.50）
• ピュアフルーツ寒天ジュレ みかん（p.78）
• 100%ピュア果汁 ゆず（p.87）

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
https://inaminosatobaien-shop.com/

• はちみつ入り味梅（p.9） •　しそ風味（p.20） •　こんぶ風味（p.9） •　優梅（p.16）

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.9） •　紀州うす塩味小梅（p.9） •　紀州うす塩味梅（p.9）
• 熊平のんめ（p.9） •　リンゴ酢の梅（p.10）

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.47） • いの屋の鹿肉（p.47）

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.42） •　 【美彩山海】 山海うめ（p.42） •　【紀州山海】 山海うめ（p.42）
• 【縁起山海】 山海うめ（p.42） •　紀州 梅まぐろ梅（p.43） •　梅さけ（p.43）

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.31） • 紀州梅くえ（p.31）

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/
https://poke-m.com/producers/129249

• 一心農園の富有柿 特選大玉果（p.26） •　一心農園オリジナル プレミアム柿アイス（p.74）
• 一心農園オリジナル 一の心柿アイス（p.74）

い
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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：0736-62-7111　FAX：0736-62-7121

• 齋刺祭（p.109）

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/

• 白干梅（p.6） •　お塩バリバリくん 白干ほし梅（p.6）
• こんぶ梅（p.10） •　はちみつ梅（p.10）  •　三日月梅（p.21）

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.105）

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.33） • ちりめん（p.33）

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　FAX：0737-63--3274
E-mail：uoyoshi@ebony.plala.or.jp
http://uoyoshisan.com

• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 真アジの開き（p.34）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 イサギの開き（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 アイ（アイゴ・バレコ）の開き（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 太刀魚の開き（p.35）
• 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.35）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 カマスの開き（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のサンマの味醂干し（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 青（丸）アジの開き（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 真サバの開き（p.35）
• 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.35）
• 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の味醂干し サバ味醂干し（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 マナカツオの開き（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のアジの味醂干し（p.35）
• 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の丸ハゲ味醂干し（p.36）
• 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の長ハゲ味醂干し（p.36）
• 紀州ゆあさ魚義 梅塩のヒメチ丸干し（p.36）
• 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のタイ味醂干し（p.36）

い

う
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うきくさや

浮き草屋

〒648-0041 橋本市清水328-3
TEL：08014560979　
E-mail：ukikusaya16@gmail.com
https://www.instagram.com/p/CXx4l96P78q/

• 柿渋（p.102）
• 高野紙、薄板ランタンキャンドル（p.106
• 聖なる苔（p.106）

• 一貫張（p.102）
• 紫牡丹（p.106）

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.65） • 大納言（p.65）

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.106）

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
E-mail：tomoko@umeya.co.jp
https://www.umeya.co.jp
https://www.umeya.shop/

• 紀州干し梅（p.10）
• 紀州南高梅アソートセレクション（p.10）

• 和み梅（p.10）

うめよししょくひん

梅吉食品 株式会社

〒645-0012 日高郡みなべ町山内1222
TEL：0739-72-2459　FAX：0739-72-5357
E-mail：umeyoshi@umeboshi.com
http://www.umeboshi.com/

• 元祖こんぶ梅（p.10）
• 梅の精（p.21）

• ハネムーン（p.10）
• 梅エキス（p.21）

うんすい

有限会社 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.65）

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　FAX：0734923212
E-mail：uoyosuisan@iris.ocn.ne.jp

• 釜揚げしらす（p.33） • ちりめんしらす（p.33）

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.106）

えむあふぁぶりー

株式会社 エムアファブリー

〒647-0053 新宮市五新1番21号
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.76） •　熊野の香り 熊野クロモジ アロマオイル（p.106）
• 熊野の香り 熊野ヒノキ（材） アロマオイル（p.106） •　熊野の香り 熊野ヒノキ（枝葉） アロマオイル（p.106）
• 熊野の香り 熊野杉芝原 アロマオイル（p.106） •　熊野の香り 熊野クロモジ アロマウォーター（p.106）
• 熊野の香り 熊野ヒノキ（材） アロマウォーター（p.106）
• 熊野の香り 熊野ヒノキ（枝葉） アロマウォーター（p.106）
• 熊野の香り 熊野杉芝原 アロマウォーター（p.107）

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）
TEL：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.26） •　松きゅうり（p.27） •　松とまと（p.27）

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.47）

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.31） • 大瀬戸の本九絵（p.32）

おおたきゅうすけぎんせい

太田久助吟製

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅15
TEL：0737-62-2623　FAX：0737-62-4811
E-mail：otakyuusukeginnsei@outlook.com
https://ota-kyusuke.jp
https://ota-kyusuke.stores.jp/

• 金山寺味噌（p.82）

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
https://www.o-ochan.com/

• 紀州南高梅ひつまぶし（p.43）

え

お
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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.10）
• しそ漬小梅干（p.10）
• 幻の梅（p.11）
• 紀州梅の酢（p.21）
• かみはやさんの梅酒（白）（p.53）

• 恋梅（p.10）
• かつお風味味小町（p.10）
• うまい梅（p.11）
• かみはやさんの梅酒（紅）（p.53）
• 梅菓匠（p.65）

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（うす塩味）（p.11） • 夏見さんちの完熟梅（しそ漬）（p.11）

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.65）

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/

• 梅酒 備長炭のしらべ（p.53）
• 特別純米酒 太平洋（p.55）

• 吟醸酒 熊野三山（p.55）
• 純米酒 那智の滝（p.55）

おかだおりもの

株式会社 岡田織物

〒649-7207 橋本市高野口大野757
TEL：0736-42-2864　FAX：0736-42-2313
E-mail：okadatx@eagle.ocn.ne.jp
http://okadatx.shop-pro.jp/

• エコファーバイカラーバッグ（p.104）

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.49）

お
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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（目刺し）（p.36） •　あじツヅリ（p.36） •　あじ丸干し（p.36）
• きびなご丸干し（p.36） •　片口いわし丸干し（p.36） •　平子いわし丸干し（p.36）
• うるめ丸干し（p.36） •　たちうおみりん（p.36） •　かます開干し（p.37）
• さんま開き（p.37） •　あじ開き（p.37） •　スルメ干し（p.37）
• あじみりん干し（p.37） •　金目鯛開き（p.37） •　さんまみりん干し（p.37）
• さば開き（p.37） •　よろり（クロシビカマス）開き（p.37） •　黒むつ開き（p.38）

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.50）
• 清見手まり（p.79）

• 蜜柑手まり（p.78）
• 八朔手まり（p.79）

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.29）

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/

• 金山寺みそ（p.82）

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

• 青とうがらしみそ（p.87）
• 柿の葉寿司 みょうが（p.89）

• 柿の葉寿司 菊（p.89）

かきのはすし くわらく

柿の葉すし 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.89）
• 九和楽の柿の葉すし：しいたけ（p.89）

• 九和楽の柿の葉すし：鮭（p.89）
• 九和楽の柿の葉すし：鯛（p.89）

お

か
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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.50）

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/

• 和歌山アロチ本家 丸高中華そば（p.93）

かずみのうえん

数見農園

〒649-1133 日高郡由良町三尾川
TEL：0738-20-1546　FAX：0738-66-0199
E-mail：k.ryuichiro.farm@iris.eonet.ne.jp
http://yuran.shop

• YURA’ｎ ゆらみかん（p.50）
• YURA’ｎ 清見（p.50）
• YURA’ｎ セミノール（p.51）

• YURA’ｎ さつき八朔（p.50）
• YURA’ｎ 甘夏（p.51）

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.32） • 加太の真蛸（p.32）

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/

• コクマロプリン（p.70）
• 有田ミカンマドレーヌ（p.70）

• レモンカード（p.70）
• 温州みかんシフォンケーキ（p.70）

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.96）

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.65）

か
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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

• あんぽ柿（p.73）

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.109）

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

• 手づくり醤油 湯浅たまり（p.81）
• 諸味ペースト 醤（p.81）

• 濁り醤（p.81）
• 三年熟成 濁り醤 匠（p.81）

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.29） •　長穂（p.29） •　黒穂（p.29）

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：kane7shouten@gmail.com
https://kane7.stores.jp

• 真あじ開き（p.37） •　丸あじ開き（p.37） •　太刀魚開き（p.38） •　あいご開き（p.38）
• いさき開き（p.38） •　かます開き（p.38） •　鯛開き（連子・真鯛・チダイ）（p.38）

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.33） •　しらす佃煮（p.33） •　上干ちりめん（p.33）

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
E-mail：kaneyosi@aqua.plala.or.jp

• 極早生みかん（温州みかん由良早生）（p.23） •　早生みかん（温州みかん宮川早生）（p.23）
• 中生みかん（温州みかん向山）（p.23） •　晩生みかん（温州みかん林）（p.23）
• 極晩生みかん（温州みかん今村九号）（p.23） •　青バレンシアオレンジ（p.25）
• 田村みかんジュース（p.51）

か
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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.27）

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.74）
• 一六一八 実 干し柿（p.74）
• 一六一八 実 ブルーベリー（p.74）

• 一六一八 実 あらかわの桃（p.74）
• 一六一八 実 南高梅（p.74）
• 一六一八 実 三宝柑（p.74）

かわいしっきさんぎょう

河合漆器産業 株式会社

〒642-0012 海南市岡田321
TEL：073-482-1327　FAX：073-483-4679
E-mail：info@kawai-shikki.com
http://kawai-shikki.com

• 漆器のループタイ 根来塗（p.99）

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
https://www.youtube.com/watch?v=UHPosLiYcyM

• 森のねこトイレ（p.101） • 森のねこトイレ くずれるタイプ（p.101）

かわぐちすいさん

川口水産 株式会社

〒649-0435 有田市宮原町滝川原212
TEL：0737-88-5118　FAX：0737-88-5233
E-mail：kawasui@unagiya.com
https://www.unagiya.com
https://www.kawasui.co.jp/

• 国産特大うなぎの3種セット（p.43）

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.43）

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

• しょうがちっぷす（p.80）

か
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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.93）

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.59） • 紀州金山寺味噌 瓊醤（p.82）

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://gerafamily.com
https://gerafamily.stores.jp

• ネギのタバスコ ネギスコヴィル（p.87）

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

• 焼き梅（p.11）
• 天授の梅 しそ漬（p.11）

• 南宝梅（p.11）

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.23）

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.32）

きいのもり ［つちやけいじ］

紀伊の森 ［圡屋惠司］

〒646-0056 田辺市芳養町3698
TEL：090-3053-9318　
https://store.shopping.yahoo.co.jp/
kiinomori/b5aabda3c8.html

• べっぴん炭（風呂用）（p.98）
• 消臭しましょう（消臭パック）（p.98）

• 消臭・調湿（不織布入り）（p.98）
• いつものご飯が水がさらにおいしく（p.98）

か
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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

• 紀州うめぶた（p.46）

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.59）

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.97）

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.97） • 彩煙墨（p.97）

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.51）
• KS 紀州八朔柑缶詰 4号缶（p.80）
• KS 紀州のみかん缶詰 4号缶（p.80）

• KS 紀州あら川産の白桃ドリンク 970ml（p.51）
• KS 紀州びわ缶詰 4号缶（p.80）

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：arikama@naxnet.or.jp
http://arikama.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/arikama/

• 無添加ほねく（p.39） • 鱧つみれ（p.39）

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 
有限会社 nakatx（ナカタクス）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.47）

き
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きしゅうしんけ

紀州新家

〒648-0025 橋本市向副1039
TEL：09021952978　FAX：0736-33-2877
E-mail：bmw390304@yahoo.co.jp
https://www.kisyushinke.com　http://okotas.com

• 手打ちの銅おろし金（p.107）

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.96）

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：email@umekishu.com
https://umekishu.com/

• 紀州じまん（p.11）
• ささやかな気持ち 梅の想い（p.11）

• ささやかな気持ち 紀州じまん（p.11）
• 一粒の恵み（p.11）

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.38）
• 紀州備長炭干し、備長梅左衛門 するめいか（p.38）
• 紀州備長炭干し、備長梅左衛門 真あじ（p.38）
• 紀州備長炭干し、備長梅左衛門 さんま（p.38）

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

• とんと農園の不知火（p.25）

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：soumubu@kisyu.jawink.ne.jp
http://ja-kisyuu.or.jp/

• スターチス（p.29）

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.40）
• 紀州あかもく（p.40）

• ハリワカメ（p.40）

き
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きしゅうぷらす

KISHU+

〒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.99） •　KAKERA（p.99） •　TOGI（p.99）
• KOMOREBI（p.99） •　SHIZUKU（p.99） •　MICHIKAKE（p.99）

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　FAX：0739-74-2172
E-mail：umeyoshi@arion.ocn.ne.jp
http://umeyoshi.com/　http://umeyoshi.shop-pro.jp/

• 白干梅（p.6） •　ふくじゅ梅（p.11） •　永遠（p.12）
• しそ漬梅干（p.12） •　味よし（かつお梅）（p.12） •　ハチミツ（p.12）
• なごみの夢梅（p.12） •　紀州カリカリ梅（p.21） •　紀州南高梅カリカリ甘梅（p.22）
• 壱 -ICHI-（p.53） •　縁 -ENISHI-（p.53） •　善 -ZEN-（p.53）
• 操 -MISAO-（p.53） •　啓-HIRAKU-（p.53） •　梅黒酢（p.85）

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.97）

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
https://shop.yakushiume.com/

• 賀茂乃御福（p.12）

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 近大マダイの鯛めしの素（p.43）
• 塩熟 真鯛（p.43）

• 紀州漁彩 じゃこめしの素（p.43）

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.87）

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：090-2014-1130（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.97） • 竹製バスロッド（p.97）

き
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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.46）

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　FAX：073-436-1673
E-mail：kitakawa@issunboushi.co.jp
http://kitakawashoten.jp/
https://issunboushi.buyshop.jp/

• 和歌山ロール（p.70）

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 極早生上野（p.23）
• 有田みかん 晩生林（p.23）
• 美味しい 天然布海苔（p.40）
• 美味しい 天然天草（p.40）

• 有田みかん 宮川早生（p.23）
• 美味しい 天然ひじき（p.40）
• 美味しい 天然わかめ（p.40）

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.40）
• 北畑 味付海苔 Pシリーズ（p.40）

• 北畑 味付海苔 Pシリーズ（p.40）

きたやまむらかんこうきょうかい

北山村観光協会
〒647-1604 東牟婁郡北山村下尾井335番地
TEL：0735-49-2324　FAX：0735-49-2588
E-mail：ikada@kitayamamura.net

• 観光筏下り（p.109）

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.30）

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

• まぐろ山椒とろ炊き（p.41） • 炙りくじら（p.43）

き
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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.109）

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.59）

きのこうぼう かし

木の工房 樫
〒646-0005 田辺市秋津町1595-81
TEL：0739-26-7586（080-1450-4940）　FAX：0739-26-7586
E-mail：h-kashimoto@kyf.biglobe.ne.jp

• KOGUCHIスツール（p.101）

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 紀の川市上野12番地5
TEL：0736-77-5666　FAX：0736-77-3843
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.27） •　鞆渕がんこ農家の○友（まるとも）黒大豆（p.28）
• ふわとろ長なす（p.28）

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.41）
• もちもち鮪 醤油漬け（p.41）

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.26） •　スカッと柿酢 レモン風味（p.59）
• まるごと柿酢（p.84）

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
https://www.ja-kinan.or.jp/
https://www.ja-kinan.com/

• 南高梅（p.5） •　古城梅（p.5） •　白干し梅（p.6）
• 白干し小梅（p.6） •　しそ漬小梅（p.12） •　こりゃ梅え（p.12）
• 百花一粒 まろの梅（p.12） •　塩分8%しそ漬（p.12） •　あまみのこつぶ（p.12）
• 塩分4%はちみつ梅（p.12） •　木熟みかん 天（p.23） •　天（p.23）
• デコポン（p.25）

き
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きみのふるーつ

きみのフルーツ

〒640-1131 海草郡紀美野町動木317－1
TEL：073-499-7880　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.51）

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.79）

ぎょうざのおおにし

餃子の大西

〒646-0063 田辺市芳養松原1丁目14-8
TEL：0739-20-1713　FAX：0739-22-1415
E-mail：gyoza_oonishi@icloud.com
https://gyozaoonishi.official.ec/

• 紀州梅餃子（p.49）

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　
E-mail：info@wagashi-fukuda.com
http://wagashi-fukuda.com/

• 紀州まりひめミルクぷりん（p.70） • 松風Ruby（p.79）

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.74）

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 はちみつ梅干 紀和の梅（p.13） •　紀州 しそ漬け梅干 紀和の梅（p.13）
• 紀州 うす塩味梅 紀和の梅（p.13） •　紀州 昆布梅 紀和の梅（p.13）
• 紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀和の梅（p.13） •　紀州 はちみつ梅干 紀州夢葵（p.13）
• 紀州 しそ漬け梅干 紀州夢葵（p.13） •　紀州 うす塩味梅 紀州夢葵（p.13）
• 紀州 昆布梅 紀州夢葵（p.13） •　紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀州夢葵（p.13）
• 紀州梅 夢葵 青紫蘇包み梅（p.13） •　紀州南高梅 夢葵 彩の舞25粒（p.13）
• 紀州南高梅 夢葵 彩の舞16粒（p.14） •　紀州南高梅 紀和の梅「昔風味」（p.14）
• 紀州南高梅 「梅炊き込みごはんの素」（p.22）

き
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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.65） •　芦雪最中（p.65） •　浜そだち（p.65） •　芋いも（p.65）

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.97）

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/

• 本まぐろ中落ち（p.41）
• 本まぐろ寿司キット（p.41）
• 一本釣り藁焼き戻り鰹たたき（p.43）
• 冷凍養殖本鮪（p.44）

• 本まぐろ希少部位3点セット（p.41）
• 一本釣り炭焼き鰹たたき（p.43）
• 一本釣り鰹刺身（p.43）
• 鰹のひつまぶしセット（p.44）

くどやまちょうかんこうきょうかい

九度山町観光協会

〒648-0101 伊都郡九度山町九度山1190
TEL：0736-54-2019　FAX：0736-54-2022
E-mail：sanshin@town.kudoyama.lg.jp
https://www.kudoyama-kanko.jp/

• 椎出鬼の舞（p.109）

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.28）

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：kubomiso@icloud.com
http://www.miso-koji.com/

• 紀州金山寺みそ（p.82）

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.kinkadou@gmail.com
https://yura-kinkado.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurakinkado/

• 天狗力餅（p.65）

き

く
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くまのきのこらぼ

くまのきのこラボ

〒649-5171 東牟婁郡太地町太地871
TEL：0735-29-7349　FAX：0735-29-7649
E-mail：dig4949@gmail.com
http://kumanokinokolabo.com

• 熊野七宝きくらげ（p.29）

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.kumanokurosio.com/
https://www.kumano-kurosio.com/

• 梅塩（p.83） •　黒塩（p.83） •　ゆず塩（p.83） •　炭塩（p.83）

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.65）
• 熊野本宮・釜餅（古代米）（p.66）
• 柑橘系うま辛調味料 じゃばすこ（p.87）

• 熊野本宮・釜餅（くるみ）（p.66）
• 熊野伝承・釜小餅（よもぎ）（p.66）
• じゃき払い（紀州産じゃばら）果汁（p.87）

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/

• 熊野のめはり高菜（p.93）
• 絶品高菜キムチ（p.94）
• 熊野の高菜刻みゆず山椒（p.94）

• 梅ミラクルシロップ漬け（p.93）
• 熊野の高菜刻みしょうゆ味（p.94）

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：zennousui1203@kumano-farm.com
http://www.kumano-farm.com/

• 南高梅（れんげ蜂蜜入）しそ（p.14）

くまのべりー

Kumano Berry

〒649-2105 西牟婁郡上富田町朝来1361-2
朝来駅内
TEL：080-9167-7163（0739-33-9610）
FAX：0739-33-9611
E-mail：yamamomokai@gmail.com
https://www.yamamomo.jp
https://shopping.geocities.jp/kumanoberry/

• 熊野やまももしろっぷ（p.59）

く
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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
https://kumanomidori.or.jp　https://naginoha.thebase.in

• THIS IS WAKAYAMASABLE.（p.70）

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.52）
• 黒沢牧場 じゃばらアイスクリーム（p.74）
• 黒沢牧場 ミルクアイスクリーム（p.75）

• 黒沢牧場アイスクリーム ミルク（p.74）
• 黒沢牧場 三宝柑アイスクリーム（p.75）
• 黒沢牧場 和歌山3姉妹アイスクリームギフト（p.75）

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.96） • 皮箒（p.96）

けーあんどけーしとらすふぁーむ

K&KCitrusFarm

〒649-0303 有田市新堂724
TEL：090-9994-4480　FAX：0737-82-5678
E-mail：kandkcitrusfarm@gmail.com
https://kkcitrusfarm.raku-uru.jp

• プレミアムストレートみかんジュース（石地みかん）（p.51）
• プレミアムストレートみかんジュース（ゆら早生）（p.51）

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.70）

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.109） • 熊野本宮大社 湯登神事（p.109）

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
https://www.kome83.com/
https://tagami-rice.stores.jp/

• 熊野米（p.28）

く
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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.80） • 富有柿のドライフルーツ（p.80）

けいしーあーる

株式会社 KCR

〒649-2211 西牟婁郡白浜町2927-1704 1階 紬カフェ
TEL：0739-33-7683（事務所/店舗）
FAX：0739-33-7501
E-mail：info@kcrjp.com
http://kcrjp.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kcr/

• 紀の国みかんどりケバブ オーロラ味（p.46） •　紀の国みかんどりケバブ 照り焼きマヨネーズ味（p.46）
• 紀の国みかんどりケバブ 旨塩味（p.46）

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
https://takada1948.shop-pro.jp/

• 髙田耕造商店 紀州産 金のたわし（p.102）
• 髙田耕造商店 紀州棕櫚のたわし（p.102）
• 髙田耕造商店 紀州棕櫚のからだ用たわし 焼檜柄（p.102）
• 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.102）
• 髙田耕造商店 しゅろのやさしいほうき はたき 焼檜柄（p.102）
• 髙田耕造商店 しゅろのやさしいたわし むすび（p.102）
• 髙田耕造商店 紀州棕櫚のたわし 孫の手 ブナ柄（p.102）
• 髙田耕造商店 しゅろのごしごしたわし 土鍋用 ブナ柄（p.102）

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.29）

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.21）

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.107）

け

こ
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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://kokonoesaika.myshopify.com/

• 雑賀 吟醸赤酢（p.84） • 雑賀 万能調味酢（だし酢） お手間とらせ酢（p.84）

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.47）

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.30）

こだまけいていしょうかい

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.103）

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：ogo.shinnosuke@tanabe-chuoseika.co.jp
http://www.tanabe-chuoseika.co.jp

• おひさまとまと（p.28） 
チェリーゴールド（p.28）

• フットボールとまと（p.28）

• 胡瓜（p.28）
• 房付きミニトマト（p.28）
• ミニトマト（p.28）

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.79） • 蜜柑きんとん（p.79）

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.59）
• 柚子シャーベット（p.76）
• 柚子たれ（p.88）

• はちみつ柚香ちゃん（p.60）
• ゆずの里のぽん酢（p.84）

こ
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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
E-mail：kasecchi0728@yahoo.co.jp

• ネーブルマーマレード（p.86） • 桃ジャム（p.86）

さいじしょうてん

株式会社 雑治商店

〒649-0304 和歌山県有田市箕島15
TEL：0737-83-5921　FAX：0737-83-5921
E-mail：saiji@naxnet.or.jp
http://www.naxnet.or.jp/~saiji/kinokunimikandori1.html

• 紀の国みかんどり（p.46）

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.7）
• こだわり熟うま南高梅（はちみつ梅）（p.14）

• こだわり熟うま南高梅（うす塩味）（p.14）

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
http://www.sasaichi.net/
https://sasaichi.shop-pro.jp/

• 棒寿司（小鯛）（p.89） •　棒寿司（さんま）（p.89）
• 鯖棒寿司（p.90） •　めはり寿司 （わさび）（p.91）
• めはり寿司 （ちりめんじゃこ）（p.91） •　めはり寿司 （高菜）（p.認1183）
• めはり寿司 （梅）（p.91） •　紀州あせ葉寿司（鯖）（p.91）
• 紀州あせ葉寿司（さんま）（p.91） •　紀州あせ葉寿司（鯛）（p.91）
• 紀州あせ葉寿司（さわら）（p.91） •　紀州あせ葉寿司（かます）（p.92）
• 紀州あせ葉寿司（鮭）（p.92） •　紀州あせ葉寿司（海老）（p.92）
• 紀州あせ葉寿司（あじ）（p.92） •　姫ふくさ（p.92）
• 蒸し鮨（ぬくずし）（p.92） •　和歌山冷麺 ゆず風味（p.93）

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.22１）

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.47）

こ
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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/
https://shiawasekobo.base.shop/

• イブ美豚 あらびきウインナー（p.47）
• イブ美豚 ロースハム（p.48）
• イブ美豚 ビアシンケン（p.48）
• イブ美豚 モモハム（p.48）
• イブ美豚 ケーゼ（p.48）

• イブ美豚 ホワイトウインナー（p.48）
• B1 イノブタ 三種のサラミ（p.48）
• イブ美豚 チョリソーウィンナー（p.48）
• イブ美豚 ベーコン（p.48）
• B1イノブタ イブ美豚（p.49）

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.14） • 猿梅まろやか（p.14）

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：g-works@mb.aikis.or.jp
https://www.gworks-web.com/

• ロッキングチェア（p.101） • 紀州ヒノキの木馬（p.101）

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：073-488-5581　
http://www.ja-arida.or.jp/
http://mikan-onlineshop.ja-arida.or.jp/

• 有田みかん（味一ゆら）（p.24） • 有田みかん（味一）（p.24）

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/

• 赤粉山椒（p.85）
• 赤実山椒（p.85）
• まりひめコンフィチュール（p.86）

• 神三味（p.85）
• 塩実山椒（p.85）
• トマトピューレ（p.87）

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.25） • ポンカン姫（p.25）

さんとぴあ

株式会社 サントピア

〒640-8235 和歌山市東長町10－13
TEL：073-426-2080　FAX：073-424-2004
E-mail：suntopia1980@yahoo.co.jp
http://suntopia1980.com/

• 紀州ジビエと金山寺味噌のブルスケッタ（p.49）

さ

し
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しげおか

株式会社 重岡

〒648-0086 橋本市神野 8々98
TEL：0736-32-2929　FAX：0736-34-2326
E-mail：info@spa-yunosato.jp
http://www.spa-yunosato.com/　http://www.spa-yunosato.jp/

• 月のしずく（p.60） • 月のしずくでつくった ごまどうふ（p.94）

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.47） • しらまもみじ（鹿）（p.47）

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/

• 熊野牛ハヤシソース（p.95）
• ＳＤＳ－ＯＮＥ ＡＰＥＸ4（p.107）

• ＭＡＣＨ2ＸＳ（p.107）

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.100） • Te Pot Premium（p.100）

じゃばらいずきたやま

株式会社 じゃばらいず北山

〒647-1604 東牟婁郡北山村下尾井335
TEL：0735-49-2380　FAX：0735-49-2317
https://jabarise.co.jp/
https://kitayama-jabara.jp/

• じゃばら10%ドリンク（p.60） • 北山村 じゃばら果汁（p.87）

じょい・こむ

特定非営利活動法人 ジョイ・コム

〒641-0006 和歌山市中島528番地
TEL：073-446-2311　FAX：073-446-2312
E-mail：m.hiraoka@joycom.or.jp
https://joycom.or.jp/
https://www.tocotowa.com/c/bonbon-chocolat

• ボンボンショコラ：シトラス（p.76） •　ボンボンショコラ：苺ミルク（p.77）
• ボンボンショコラ：梅焼酎（p.77） •　ボンボンショコラ：葡萄山椒（p.77）
• ボンボンショコラ：生姜（p.77） •　ボンボンショコラ：温州蜜柑（p.77）
• ボンボンショコラ：湯浅の醤油（p.77） •　ボンボンショコラ：梅酒梅の実（p.77）
• オランジェ：でこぽん（p.77） •　オランジェ：ネーブルオレンジ（p.77）
• マンディアン：ビター（p.77） •　マンディアン：ミルク（p.77）
• マンディアン：ホワイト（p.77） •　オランジェ：サンタマリア（p.78）
• ギモーヴ「まりひめ」（スイート）（p.78） •　ギモーヴ「まりひめ」（ホワイト）（p.78）
• ギモーヴ「でこぽん」（スイート）（p.78） •　琥珀・オ・ショコラ「でこぽん」（p.78）
• 琥珀・オ・ショコラ「まりひめ」（p.78） •　ボンボンショコラ「じゃばら」（p.78）
• ボンボンショコラ 真妻わさび（p.78） •　｢近大柑橘｣toco*towa chocolat collection（p.78）

し
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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
http://shou-ice.shop-pro.jp/

• 和歌山のゆず（p.75） •　和歌山ジェラート（苺）（p.75）
• 和歌山の南高梅（p.75） •　和歌山のみかん（p.75）
• 和歌山の山椒（p.75）

じょうえもん

丈右衛門
〒649-0311 有田市辻堂418
TEL：0737-83-1325　

• 丈右衛門の鮎（p.32） • 鮎のあめだき（p.44）

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.14） • 勝喜梅 はちみつ仕立て（p.14）

しょうこうばい

株式会社 松晃梅

〒646-0215 田辺市中三栖1429-1
TEL：0739-34-0689　
E-mail：info@umeboshi.ne.jp
https://www.umeboshi.ne.jp/

• 紀州土用干小梅（p.7） •　紀州土用干梅（p.7）
• 真の極（p.7） •　はちみつ梅（p.14）
• かつお梅（p.14） •　結華（p.14）
• しそ梅（p.15） •　しそ小梅（p.15）
• 三栖里の梅（p.18）

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.90）

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.80） • 紀州かつらぎ山のジャバラ果汁（p.88）

し
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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
https://shingu-port-foods.stores.jp/

• 熊野なまず （スキンレスフィレ）（p.44）
• 熊野なまず （蒲焼き）（p.44）

• 熊野なまず （皮付きフィレ）（p.44）

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
TEL：0735-22-2840　FAX：0735-22-2842
E-mail：info@shinguu.jp
http://www.shinguu.jp/　https://twilight-hill-5571.stores.jp/

• 御燈祭り（p.109） •　熊野速玉大祭（御船祭）（p.109） •　めはりずし（p.109）

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.30）

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.49）

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/

• デラックスケーキ 3入（p.70）

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/

• 和歌のめぐみ 南部の梅酒（p.53）
• 和歌のめぐみ 桃山の桃酒（p.61）
• 和歌のめぐみ 有田の甘夏酒（p.62）
• 和歌のめぐみ 有田のみかん酒（p.62）
• 和歌のめぐみ プレミアム 柚子酒（p.62）

• 和歌のめぐみ 南紀の完熟にごり梅酒（p.53）
• 和歌のめぐみ 龍神の柚子酒（p.61）
• 和歌のめぐみ 有田の八朔酒（p.62）
• 和歌のめぐみ プレミアム 桃酒（p.62）
• 和歌のめぐみ プレミアム 蜜柑酒（p.62）

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.98） • KISHU BINCHOTAN NO BONSAI（p.98）

し

す

せ
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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：sales@sowakajuen.com
http://sowakajuen.com/

• 味こいしぼり（p.66）
• みかんチョコバー（p.75）
• てまりみかん（p.80）

• みかんアイスバー（p.75）
• 果樹園の濃厚みかんジュレ（p.79）
• 果樹園のなめらかみかんジャム（p.86）

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　FAX：0736-22-2713
E-mail：daikaku@ec3.technowave.ne.jp
https://www.daikaku-sohonpo.net/
https://www.daikaku-sohonpo.net/%e5%95%86%e5%93%81%e
4%b8%80%e8%a6%a7/

• 高野山特産 黒丸ごま豆腐（p.94） •　高野山特産 白丸ごま豆腐（p.94）
• 和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 白胡麻（p.94）
• 和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 黒胡麻（p.94）

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　FAX：0735-59-2570
E-mail：flower-business.007@ezweb.ne.jp
http://www.town.taiji.wakayama.jp/
https://taiji-kanko.jp/

• 鯨料理（p.110）

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.30） • 榊 ブレスレット（p.104）

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.30）

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.66）
• 極上本煉羊羹（p.66）
• 極上本煉羊羹 栗（p.66）

• 金の本ノ字饅頭（p.66）
• 極上本煉羊羹 大納言（p.66）
• 超極本煉羊羹 鶴壽（p.66）

た

そ
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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://taenakanonuno.com/

• 「Taenaka No Nuno」（p.104）

たいようふくしかいわーくすてーしょんひだか

社会福祉法人 太陽福祉会
ワークステーションひだか

〒649-1211 日高郡日高町荊木310
TEL：0738-20-5179　FAX：0738-20-5280
E-mail：w-hidaka-kanrisya@taiyo.or.jp

• 原こん（p.96）

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.66） •　和歌浦せんべい（p.66） •　きいちゃんせんべい（p.66）

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.44）

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.55） •　吟醸「紀ノ酒」（p.55） •　純米吟醸生酒「紀ノ酒」（p.55）

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.24） • 樹上熟成ネーブル（p.25）

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.7）
• 有機白梅酢（p.22）

• 有機赤梅酢（p.22）
• 有機練り梅（p.22）

た
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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.39） • ごぼう巻（p.39）

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
https://www.tanikuni-sirasu.com

• 地曳網漁 釜揚げしらす（p.33） • 漬 生しらす（p.33）

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.55） •　羅生門 鳳寿 大吟醸（p.56） •　羅生門 鳳凰 吟醸（p.56）
• つれもていこら（p.56） •　さとこのお酒 純米吟醸（p.56） •　羅生門 純米吟醸（p.56）

ちからずし

力寿し
〒649-6531 紀の川市粉河10-6
TEL：0736-73-6670　
E-mail：akiochikatani6670@yahoo.co.jp

• 鮎寿し（p.90）

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.88）

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.104）
• 立木染アクセサリー（ブローチ）（p.105）
• 立木染アクセサリー（ループタイ）（p.105）

• 立木染アクセサリー（ペンダント）（p.104）
• 立木染アクセサリー（バレッタ）（p.105）
• 立木染アクセサリー（ピアス）（p.105）

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.90）
• おっぱ寿司（鮎甘露寿司）（p.90）

• おっぱ寿司（太刀魚かぶら寿司）（p.90）

た

ち
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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.farmers@gmail.com
https://www.choishi.com/

• ピーチ八朔ジュース（黄桃）（p.51）

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：0736-22-3943
https://www.tsuno.co.jp/
https://www.tsunorice.com/

• 山椒香味油（p.88）

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
https://www.seibee.co.jp/　https://seibee.shop/

• 紀州桧弁当箱 ナノコート（p.100）

てぃおーえー ゆあさわいなりー

株式会社TOA 湯浅ワイナリー

〒643-0005 有田郡湯浅町栖原332
TEL：0737-63-0061　FAX：0737-63-0062
E-mail：yuasa-w@toa-d.co.jp
https://yuasa-winery.jp/
https://yuasawinery.thebase.in/

• 勹果 有田みかん（p.62） •　勹果 和歌山もも（p.62）
• 勹果 紀州南高梅白（p.62） •　勹果 紀州南高梅赤（p.62）
• 勹果 和歌山ゆず（p.62） •　勹果 和歌山じゃばら（p.62）
• 勹果 紀州南高梅白スパークリング（p.63） •　勹果 紀州南高梅赤スパークリング（p.63）

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.52）
• 寺尾牧場 まぜまぜアイス ミルク（p.75）

• 寺尾牧場コーヒー（p.53）
• 寺尾牧場 酒粕アイス（p.75）

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.5）
• 農薬を使用していない南高梅（昔梅）（p.7）

• 農薬を使用していない南高梅（冷凍）（p.5）

ち

つ

て
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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
https://www.toutouan.biz/
https://www.toutouan.jp/

• 桃みるく（p.76） • あらかわの桃ジャム（p.86）

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.86）

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：josuiplus@gmail.com

• 和夏山美人（p.25） • 和夏山の桃（p.26）

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.67）

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.67）

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/

• 紀州のゆずと椎茸の佃煮（p.96） • 紀州のゆずと椎茸の佃煮（角長プレミアム）（p.96）

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：0737-23-7193
E-mail：info@mahalobaum.jp
https://tk-planning.com/　http://www.mahalobaum.jp

• 湯浅醤油ばぅむ（p.70）
• 串本なんたんジオバウム（p.71）

• 有田みかんばぅむ（p.71）

て

と
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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.22）

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.15）
• 紀州産南高梅 長生き梅 はちみつ入りしそ漬け 2点（p.15）
• やわらか干し梅 種抜き（p.15）

なかたくす

有限会社 nakatx

〒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
https://chicken-nakata.jp/

• 紀州うめたまご専用のたまごがけごはん醤油（p.81）

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　FAX：0739-23-0950
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.15） • 紀州南高完熟梅酒 樽（p.53）

なかにしとみかずこうぼう

中西富一工房

〒640-0452 海南市孟子307
TEL：073-486-0860　FAX：073-486-0860
E-mail：info@shuro-tawashi.jp
http://shuro-tawashi.jp

• 復刻紀州の棕櫚ボディたわし 健康大ナチュラル（p.103）
• 復刻紀州の棕櫚たわし プチ（p.103） •　復刻紀州の棕櫚たわし 健康たわしペット用（p.103）

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.30）

と

な
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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73番地
TEL：0736-73-2621　FAX：0736-73-6115
E-mail：nacamera1128@gmail.com
https://www.facebook.com/nakamuranokaki/

• 柿の葉すし：鯖（p.89） •　柿の葉すし：じゃこずし（p.89） •　鮎ずし（p.90）

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.100）

なかやま（べっちんさん）

株式会社 ナカヤマ（べっちんさん）

〒642-0011 海南市黒江659
TEL：073-488-3369　FAX：06-6531-1556
E-mail：info@nakayama-sc.co.jp
https://www.bettinsan.jp

• 早なれ寿司（p.92）

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.24）
• ひかえおろう（p.24）

• 雛みかん（p.24）
• 蔵出ししもつみかん（p.24）

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
https://shop.nakano-group.co.jp/

• 梅シロップ 梅の初恋（p.21） •　大吟醸 紀伊国屋文左衛門《黒》（p.55）
• 純米酒 紀伊国屋文左衛門（p.55） •　中野梅酒（p.58）
• 純米吟醸 紀伊国屋文左衛門 KJG-13（p.55） •　貴梅酎 25度（p.61）
• 槙 -KOZUE-（p.61） •　香立 -KODACHI-（p.61）
• 紀州梅酒 紅南高（p.58） •　香雪 -KAYUKI-（p.61）
• FRAGRANT KISHU-WAKA 温州みかん（p.107） •　FRAGRANT KISHU-WAKA 檸檬（p.107）
• FRAGRANT KISHU-WAKA 柚子（p.107） •　FRAGRANT KISHU-WAKA 仏手柑（p.107）
• FRAGRANT KISHU-WAKA 甘夏（p.107） •　FRAGRANT KISHU-WAKA 三宝柑（p.107）

なかみねのうえん

株式会社 中峰農園

〒646-0001 田辺市上秋津2419
TEL：0739-35-0092　FAX：0739-35-0082
E-mail：fuki-masato@noukanoume.com
http://www.noukanoume.com

• 農家の梅 はちみつ漬 塩分8%（p.15）

な
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なかよしふくしかい なかよしさぎょうしょ みんなのしょくひんひだまり

社会福祉法人 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.60）

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.58）
• ナギサビール ゴールデンエール（p.58）
• ナギサビール みかんエール（p.58）

• ナギサビール ペールエール（p.58）
• ナギサビール アイパッチスタウト（p.58）
• ナギサビール インディアペールエール（p.58）

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　
E-mail：nagomufarm@gmail.com
https://www.nagomu-farm.jp/
https://nagomufarm.stores.jp

• 紫宝梅™『ミスなでしこ®』（p.5）

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（事務所）
TEL：0735-52-5311（案内所）
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.110） • 紀州熊野のさんま寿司（p.110）

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
https://naturalgarden-wakayama.jp/

• 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.71）

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.81） • 那智黒セロニュウム（p.81）

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
https://kuroushi.co.jp/

• 純米酒 黒牛（p.56）

な
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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.76） • 完熟南高梅（p.76）

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.60）

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.101）
• 杉樽型ぐいのみ（p.101）
• 紀州わっぱ御膳 桧（p.101）

• 酒樽風銚子（樽仕込）（p.101）
• 紀州わっぱ御膳 杉（p.101）

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.38）

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/
https://shop.fumiko.co.jp/

• 生 梅うどん（p.93）

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
https://www.nankiumeboshi.co.jp/
https://shop.nankiumeboshi.co.jp/

• 紀州「南高梅」味ぴったり®（p.15）
• 紀州「南高梅」香実®（p.15）

• 紀州「南高梅」蜜宝梅®（p.15）

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.71）

な

に
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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.39） • 紀州名産 ごぼう巻（p.39）

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.67） • 南方熊楠っまんじゅう（p.67）

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.15）

ぬしいのうえん

主井農園

〒643-0005 有田郡湯浅町栖原995-2
TEL：0737-20-5155　FAX：0737-20-5155
E-mail：nushiifarm.2017@outlook.jp
https://nushiifarm.com

• 松兵衛みかん（田口早生）（p.24） • 松兵衛みかん（ゆら早生）（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.100）
• オリジナルコートまな板（p.107）

• 漆ガラス漆アクリル壁面パネル（p.100）

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.96）
• 根来寺根来塗豆子カップ（p.97）

• 角切三ツ椀折敷（p.97）
• 椿椀（p.97）

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.98）

に

ぬ

ね
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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.33）
• しらす干（p.34）

• 上干ちりめん（p.33）
• 瞬間凍結生しらす（p.34）

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
https://persimmon2.webnode.jp/
https://persimmon2.webnode.jp/オンラインショップ/

• 長寿柿（p.73） •蔕なしあんぽ（p.73） •柿チップ（p.81）

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.84）

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.38）
• うるめ一夜干（p.39）

• 太刀魚干物（p.38）
• とこぶし煮付（p.44）

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.16） •　紀州四季の梅 はちみつ風味（p.16）
• 紀州南高梅 梅満開（p.16）

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（店舗直通）
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.71）

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
https://www.norioka.com

• 橙ぽん酢（p.84）

の

は
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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
https://hashimoto-tourism.com/

• 隅田八幡神社の秋祭（p.110）

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
https://makie.co.jp/　https://makimonogatari.jp/

• 漆器調USBフラッシュメモリー（p.100） • 蒔絵ご朱印帳（p.100）

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://hakkifarmstore.com

• 桃とろり（p.51）

はしづめしょうてん

有限会社 橋爪商店

〒640-1171 海南市野上中427
TEL：073-487-1297　FAX：073-487-4900
E-mail：info@docodemomat.com
https://www.docodemomat.com/
https://shop.docodemomat.com/

• エンジェルステップ バスマット（p.103） •　思わず頬ずりしたくなるバスマット プレミアム（p.103）
• COZY UP! バスマット（p.103）

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：shopmaster@hatsusakura.co.jp
https://hatsusakurashuzo.com/
https://www.hatsusakura.co.jp/

• 高野山麓 紀州の梅酒（p.54） •　紀州 うめ酒 300ml（p.54）
• 純米吟醸酒 高野山般若湯 聖（p.56） •　高野山般若湯 徳利（p.56）
• 純米酒 高野山般若湯（p.56） •　こだわりの純米酒 高野山般若湯（p.57）
• 酔人日（p.57） •　紀州 みかん酒 300ml（p.61）
• 紀州 もも酒 300ml（p.61）

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.71）

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.27）

は
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はなやまかいはつ

花山開発 株式会社

〒640-8303 和歌山市鳴神574
TEL：073-471-3277　FAX：073-471-6467
E-mail：hanayamaonsen.yakushi@gmail.com
http://www.hanayamaonsen.com/

• 花山温泉 薬師の湯 炭酸源泉（p.108）

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/
http://ishigamimura.co.jp/

• 七福梅 紀州漆器入（p.16）
• 梅酒 ＨＡＭＡＤＡ（p.54）

• 梅搾り（p.21）

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.認273）

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.108）
• HYS Thinning（スキバサミ）（p.108）

• Lady’ｓ HYS（女性用モデル）（p.108）

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/

• 蜜柑王国 みかんの酒（p.63）
• 有田みかんのアイスなワイン（p.63）
• 紀州みかん酢（p.84）

• みかんシュワッ酒（スパークリングワイン）（p.63）
• 感嘆酒檸檬（p.63）

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番地
TEL：073-433-8739　FAX：073-481-4054
E-mail：8739@f.zaq.jp
http://npo-hanasaka.jimdo.com/　http://npo8739.com/

• ガトー・オ・ジャバラ（p.71）
• シトラス じゃばら果汁（p.88）

• じゃばらあめ（p.81）
• じゃばら入浴蕩（p.103）

はなしょくにんいけだ

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.28）

は
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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.108）

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.28）

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：0735-54-0308　FAX：0735-52-7877
E-mail：info@hikario.or.jp
http://maguro.hikario.or.jp/

• 勝浦のまぐろ 赤山椒トマト仕立て（p.41）
• 勝浦のまぐろ きのこの醤油マリネ（p.42）

• 勝浦のまぐろ 梅入り柚子マリネ（p.42）

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：hikifurusato@yahoo.co.jp
http://www.hikigawa-miraikan.com/shokudo/

• イタドリ茶（p.30） •　イタドリ茶withレモングラス（p.31）
• 日置川の天然鮎で作ったあゆチョビ（p.44） •　紀州の鮎で作ったあゆチョビ（p.44）
• あゆっこ（p.44）
• 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.71）
• 和歌山ひきがわ 梅ケーキ（p.71） •　イタドリ＆かつお梅（p.94）

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.39） • あまご一夜干（p.39）

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　FAX：0738-22-1762

• ほろほろ鳥肉（p.49）

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

• 木のくにの恵み なた豆茶（p.31）

は

ひ
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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.88）

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/

• 白干梅（p.7） •　しそ漬梅（p.16） •　村っ子梅（p.16）
• 梅フレッシュ（p.16） •　かつお梅（p.16）

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（p51）
• じゃばら生活 柑橘じゃばらぽん酢200ml（p.84）
• じゃばら生活 青搾りじゃばらストレート果汁360ml（p.88）

ふぃーるど

株式会社 フィールド
〒643-0001 有田郡湯浅町山田1638-1
TEL：0737-65-1078　FAX：0737-65-1079

• 清流椎茸（p.30）

ふかみさんぎょう

深海産業 有限会社

〒642-0024 海南市阪井1391－4
TEL：073-494-3946　FAX：073-487-0366
E-mail：fukami-h@image.ocn.ne.jp
https://fukami1178.jp/　https://syurosidahouki1178.jp

• 国産棕櫚手箒（p.103） • 国産棕櫚箒 7玉（p.108）

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.110）

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.16）
• しそ漬梅（p.16）

• かつお梅（p.16）

ひ

ふ
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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.16） •　まろやか梅（p.17） •　梅の鏡（p.17）
• 華結（p.17） •　樹王（p.17） •　しそ漬け梅（p.17）

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
https://www.kisyu.com/　https://shop.kisyu.com/

• 自然干（p.7） •　フレッシュ梅（p.17） •　優蜂蜜梅（p.17）
• 優南高梅（p.17） •　南高梅（p.17） •　スイーツハニー梅（p.17）
• 岩磯のり（p.40） •　あべこべだんご（p.67） •　柚子饅頭（p.67）
• 紀州・柚最中（p.67）

ふくだや

福田屋

〒647-0019 新宮市新町2-2-11
TEL：0735-22-9801　FAX：0735-29-7200
E-mail：info@s-fukudaya.jp
http://www.s-fukudaya.jp/

• 熊野天台烏薬茶（p.60） • 天台烏薬湯（p.67）

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.92）

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/

• 柚もなか（p.67）
• かげろう・柚もなか背中合せ（p.71）
• アイスかげろう（p.76）

• かげろう（p.71）
• 川添茶ロール（p.71）

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.52）

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/

• 紀州南高梅 梅みつ（p.22） •　紀州南高梅 梅グラッセ（p.22）
• フルーツ甘酒 プレーン（p.60） •　わかやまスムージー いちご＆トマト（p.60）
• わかやまスムージー キウイフルーツ＆ほうれん草（p.60）
• わかやまスムージー はっさく＆かぼちゃ（p.60） •　わかやまスムージー 白桃＆白いんげん豆（p.60）
• わかやまスムージー いちじく＆とうもろこし（p.60） •　わかやまスムージー みかん＆キャロット（p.61）
• コンポート 丸ごと温州みかん（p.72） •　コンポート 房ごとはっさく（p.72）
• わかやまポンチ（p.72） •　コンポート 丸ごとあら川の若桃（p.72）
• フルーツジュレ 温州みかん（p.79） •　フルーツジュレ 柚子（p.79）
• フルーツジュレ じゃばら（p.79） •　フルーツジュレ 白桃（p.79）
• フルーツジュレ 南高梅（p.79） •　香織醤油 梅（p.82）
• うめの塩（p.83） •　フルーツドレッシング しょうゆ＆梅みつ（p.88）

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/

• 神島の鶴（p.67） •　紀州田辺与力（p.67） •　白炭クッキー（p.72）

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.18）

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.5） •　紀州健康梅 南高青梅（p.5）
• 紀州健康梅 紅南高梅（p.5） •　紀州健康梅 冷凍完熟南高梅（p.6）
• 紀州健康梅 たる梅（p.7） •　紀州健康梅 自然干（p.7）
• 紀州健康梅 乾燥梅 自然そのまま（p.8） •　紀州健康梅 干し梅 すっぱ味（p.8）
• 紀州健康梅 味わい梅（p.17） •　紀州健康梅 かつお梅（p.17）
• 紀州健康梅 しそ味（p.18） •　紀州健康梅 乾燥梅 まろやか味（p.18）
• 紀州健康梅 干し梅 まろやか味（p.18） •　紀州健康梅 大粒梅干（p.18）

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　FAX：0739-34-8585
E-mail：zephyranthes@ar.wakwak.com

• 紀州みなべ南高梅 雪どけ（p.18） • 紀州南高梅 塩分0%やさしい梅（p.22）

ふ
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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/

• 梅酒 熊野伝説（p.54）
• ジャパニーズクラフトジン熊野（p.64）

• 熊野かすみ（p.54）

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（p.27）
• まりひめジャム（p.86）
• よつぼしジャム（p.86）

• まりひめパウダー（p.31）
• 紀の香ジャム（p.86）

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.26） • 小玉スイカ（ひとりじめ7）（p.27）

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.81）
• GRILLED NUTS MAPLE SYRUP ＆ HASSAKU ORANGE（p.81）

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.67）
• 古城梅（p.68）
• 古典郷土菓子 牟婁郡（p.68）
• 郷土玩具 鶏合せ（p.98）
• 郷土玩具 宝馬（p.98）

• むろの柚（p.68）
• 甘夏柑（p.68）
• パンダのどら焼（p.68）
• 導きの八咫烏（p.98）

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：nishioka@heiwashuzou.co.jp
http://www.heiwashuzou.co.jp

• 紀土-KID-大吟醸（p.57）
• 鶴梅 柚子（p.64）

• 紀土-KID-純米酒（p.57）

ふ

へ
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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.54）

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.57）

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.6）

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　

• ひとはめ寿司（p.92）

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
E-mail：maam@avalorm.com
http://www.avalorm.com/
https://www.avalorm.com/maam/index.html

• 紀州鞆渕 黒豆ロールケーキ（p.72）
• 紀州鞆渕 黒豆パウンドケーキ（p.72）

• とろけるなめらかプリン（p.72）
• 紀州茶粥シャーベット（p.76）

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
TEL：073-478-1360　
E-mail：kuutyist@gmail.com
http://kuutyist.jimdo.com

• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 くろえ。（p.72）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 じゃばラウニー。（p.72）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 さぶれ。（p.72）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 こうめ。（p.72）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 みかろん。（p.73）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 いろちゃぼうろ。（p.73）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 かすけっと。（p.73）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 はっざくっ。（p.73）
• 紀州わかやま 和-nagomi-菓子 しょうがれっと。（p.73）

ほ
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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.90） • 生鮪押し寿司（p.90）

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（p.34）

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
https://takasagoarare.com/item-catalog.htm

• あられ逢わせ（p.68） • 湯浅しょうゆあられ（p.68）

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
http://www.ma2o.co.jp

• きわみ100%ストレートみかんジュース（p.52） • あら川の桃60%果汁入りドリンク（p.52）

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.6）
• てっちゃんの梅（冷凍南高梅）（p.6）
• 金柑ジャム（p.86）

• てっちゃんの梅（梅酒・梅ジュース用）（p.6）
• 光梅（p.8）

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（080-1425-9549）
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.26）

まりだま

毬玉

〒640-8424 和歌山市松江西1丁目1－27
TEL：090-4308-7403　
E-mail：3yuino.temari@gmail.com
https://www.creema.jp/c/maridama-3yui

• 毬玉（p.105）

ま
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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.34） • 釜あげしらす（p.34）

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
E-mail：monobe@marucho.co.jp
http://www.marucho.co.jp/suisan/

• しめさば（紀州梅酢仕込み）（p.44）

まるそう

株式会社 丸惣

〒646-0059 田辺市古尾14-8
TEL：0739-22-1155　FAX：0739-22-5018
E-mail：maruso@genki-maruso.jp
https://km-plumselect.com/

• 天日梅干（はちみつ入）（p.18）
• 梅の年輪（p.18）
• 天日梅干（メープルシロップ入）（p.18）
• はちみつ梅黒酢（p.61）
• クエン酸プラム（p.61）

• 女松梅干（p.18）
• 梅富久良（p.18）
• 梅瑞祥 10粒入り（p.18）
• メープルシロップ梅黒酢（p.61）

まるしんほんけ

丸新本家 株式会社
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅1466-1
TEL：0737-62-2267　FAX：0737-63-5789
https://www.marushinhonke.com/

• 湯浅なす金山寺味噌（p.82）
• 具だくさん金山寺味噌（p.82）

• 金山寺味噌（p.82）
• うす塩味金山寺味噌（p.83）

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
E-mail：support@marusho-vinegar.jp
https://www.marusho-vinegar.jp/
https://www.marusho-vinegar.jp/product/

• 古来上寿し酢（p.84）
• さんばい酢（p.84）

• 土佐酢（p.84）
• 手づくりつゆ（p.88）

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.90） • 煙樹ヶ浜巻き（p.92）

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.26）

ま
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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.34） •　天日干ししらす（p.34） •　釜揚げしらす（p.34）
• しらす佃煮（p.34） •　ちりめん山椒（p.34） •　いかなご釘煮（p.45）

まるののうえん

◯の農園

〒646-0001 田辺市上秋津3316－1
TEL：0739-35-0234　FAX：0739-35-0234
E-mail：nokubo_6213@yahoo.co.jp
http://www.maruno-nouen.com

• ブラッドオレンジジュース（p.52）

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.32）

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
https://www.mm-farm.com/

• 木成り完熟みかん（p.24） •　超熟しらぬい（p.25） •　完熟純しぼり（p.52）

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　TEL：03-3953-0040（営業本部）
FAX：0739-74-2177
E-mail：hi.maruyama@maruyama-foods.co.jp
https://maruyama-foods.com/

• 技（p.19）
• こんぶ梅（p.19）

• 匠（p.19）
• ぺたんこちょび梅（p.22）

まるゆーえん

マルユー園

〒643-0007 有田郡湯浅町吉川451
TEL：090-6973-3999　FAX：0737-63-0336
E-mail：maruyufarm＠gmail.com
https://maruyufarm.com/

• 箱入り娘 せとか（p.25）

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.48）
• 鹿肉のフランクフルトソーセージ（p.48）
• 熊野牛生ハンバーグ（p.49）
• 熊野牛MEGAバーグ（p.50）
• 熊野牛カレー（p.95）

• ジビエソーセージ 鹿（p.48）
• 熊野牛ローストビーフ（p.49）
• 極旨牛丼の具 熊野牛使用（p.50）
• 紀州和華牛生ハンバーグ（p.50）

ま

み
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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.68）

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.88）

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：sakuwa@3873.jp
http://www.3873.jp

• 紀州ぷりん（プレーン）（p.73）

みちうえのうえん

みちうえ農園

〒646-0101 田辺市上芳養330－1
TEL：080-3841-7634　FAX：0739-33-7019
E-mail：mitiuenouenn@outlook.jp
http://michiuenouen.com/

• 紀州南高梅（白干梅）（p.8）

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.103）

みつか なかむらようほうえん

蜜花 中村養蜂園

〒645-0022 日高郡みなべ町晩稲502-1
TEL：0739-33-2267　FAX：0739-33-2267
E-mail：mitsuka.5181@gmail.com
https://mitsuka.shop/

• みかん蜂蜜（p.49）

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.98） •　天上（p.99） •　井 ○（p.99）
• 馬目中丸（p.99） •　有功（p.99）

み

む
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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.93）

むらかみようほう

村上養蜂

〒649-6112 紀の川市桃山町調月586-1
TEL：0736-60-8701　FAX：0736-60-8701
E-mail：murakami-222@iris.eonet.ne.jp
http://www.honmamon83.jp/
http://honmamon83.shop-pro.jp/

• ほんまもん蜜柑蜂蜜（p.49）

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.68） • 青うめジュレ大福（p.68）

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
E-mail：info@momijiya-honpo.com
http://www.momijiya-honpo.com/
https://www.momijiya-honpo.com/SHOP/115066/list.html

• 本竹皮包み羊羹 本煉（p.68）
• 本竹皮包み羊羹 抹茶羊羹（p.69）
• 本竹皮包み羊羹 塩（p.69）

• 本竹皮包み羊羹 柚子羊羹（p.68）
• 本竹皮包み羊羹 桜羊羹（p.69）
• 本竹皮包み羊羹 白崎羊羹（p.69）

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.31）

もろもろ

moro molo

〒640-0115 和歌山市つつじが丘3丁目22-3
TEL：073-457-0457　FAX：073-457-0458
E-mail：moromolo@moromolo.com
https://moromolo.com

• 紀州小梅 kohaku 60g（p.8） •　紀州南高梅 sui 120g（p.19）
• 紀州南高梅 beni 120g（p.19） •　紀州南高梅 mitsu 120g（p.19）
• 紀州小梅 kosui 60g（p.19） •　紀州小梅 kobeni 60g（p.19）
• 紀州小梅 komitsu 60g（p.19） •　紀州南高梅 ハート干し梅「coco/5」（p.19）
• 紀州小梅 真珠セット（白干梅、紫蘇梅）（p.19）
• 紀州小梅 トリコセット（白干梅、紫蘇梅、蜂蜜梅）（p.19）
• 紀州小梅 トリコセット（白干梅、紫蘇梅、イタリアンハーブ梅）（p.20）

め

も
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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（0735-54-2001）
FAX：0735-52-3401
http://maguro-yamasa.com/
http://www.nanki-maguro.com/

• 海桜鮪（p.42） • 海の生ハム（p.45）

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

• 紀州南高梅プレミアム塩分約3%（p.20） •　紀州南高梅「花」塩分約6%（p.20）
• 紀州南高梅しそ塩分約15%（p.20） •　紀州南高梅しそプレミアム塩分約6%（p.20）
• 紀州南高梅はちみつ極塩分約6%（p.20） •　紀州金山寺味噌（p.83）
• 紀州金山寺漬贅沢三昧（p.83）

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.101）
• エッグタイルバスマットUFUFU（p.103）

• 八咫烏スツール（YATAGARASU STOOL）（p.102）

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.97）

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.24）

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
https://umeichi.jp/

• 梅ジャム（p.86）

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.90） • 早すし（p.90）

や
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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.45） • カリカリウツボ うめ味（p.45）

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/

• 生一本黒豆醤油（p.82） •　蔵匠 樽仕込み（p.82） •　ゆずぽん酢（p.85）
• カカオ醬/粒（p.88） •　カカオ醬/ペースト（p.88）

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：yamada@yuasa-kaisan.jp
http://www.rakuten.co.jp/kisyukiwami/

• 紀州アワビ 紀和味（p.32）
• 紀州アワビ切身 醤油山椒煮（p.45）
• 紀州アワビ切身 金山寺味噌煮（p.45）

• 紀州アワビ姿 醤油山椒煮（p.45）
• 紀州アワビ姿 金山寺味噌煮（p.45）
• 紀州アワビ 3種盛り（p.45）

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.20） •　紀州完熟南高梅 あっさり白龍（p.20）
• 紀州完熟南高梅 和み梅（p.20） •　紀州完熟南高梅 しその葉漬（p.20）
• 紀州完熟南高梅 福寿梅（p.20） •　紀州完熟南高梅 特別の日の梅干（p.20）
• 青梅シロップ サン紀っす（p.21） •　おひさま サン紀っす（p.21）
• 紀州産南高梅梅酒 原酒 あかつき（p.54） •　紀州産南高梅梅酒 Ryu（p.54）
• 日本酒仕込み 紀州南高梅梅酒 和 Zipang（p.54）

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
https://wbrewery.theshop.jp/

• AGARA CRAFT ペールエール（p.58）
• AGARA CRAFT ヴァイツェン（p.59）
• AGARA CRAFT 山椒エール（p.59）

• AGARA CRAFT IPA（p.58）
• AGARA CRAFT ピーチエール（p.59）

や

ゆ

よ
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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
TEL：073-465-3510　FAX：073-465-3511
E-mail：info@latest.or.jp
http://latest.or.jp
http://latest.shop-pro.jp/?pid=79119653

• 天然木アロマウォーター香森（杉・檜）（p.108）

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.29）

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.30）

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.76） •　まりひめ塩ヨーグルト（p.76）
• 完熟みかん スムージー（p.76）

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
https://nihonsyu-nihonjyou.co.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hideoshouten/

• 紀州完熟南高梅 うめしゅ（p.54）
• 生姜梅酒（p.55）
• 紀州完熟南高梅 黒糖梅酒（p.55）
• 日本城 根来 純米吟醸酒（p.57）
• 日本城 極上 純米大吟醸（p.57）
• 長期熟成本格焼酎 錐鑚（p.64）
• 北山村じゃばら（p.64）
• 幻のじゃばら酒・すっきりタイプ（p.64）

• 紀州完熟南高梅 ねりうめ酒（p.55）
• 紀州完熟南高梅 蜂蜜梅酒（p.55）
• 日本城 吟醸純米酒（p.57）
• 古道の雫・吟醸純米酒（p.57）
• 日本城 純米大吟醸 40%（箱入）（p.57）
• 本格米焼酎 黒潮波（p.64）
• リキュール・じゃばら酒（p.64）

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：rizupieris@yahoo.co.jp

• 熊野の匠アセビ（p.30）

よ
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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
https://www.friya.co.jp/
https://www.shop.friya.co.jp/

• 特選牛ハヤシビーフ（p.95）

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

• 和歌山ニホンジカウォレット（p.105）
• 和歌山イノシシウォレット（p.105）

• 和歌山ニホンジカカードケース（p.105）

ろはすのうえん

ロハス農園

〒649-6601 紀の川市名手上8番地
TEL：090-3975-3975　
E-mail：lohas8emi@gmail.com
https://lohasfarm.stores.jp

• いちじくプリンセス（p.27）

わかばふくしかい わかばえんさぎょうしょ

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

• ひじきごはんの素（p.41） • ひじきの佃煮（p.41）

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
https://kadamaru.com/

• 和歌山加太丸 一夜干しタイ（p.39）

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.32）

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
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 県庁農林水産部 果樹園芸課
TEL：073-441-2904　FAX：073-441-2909

• まりひめプレミアム 毬姫様（p.27）
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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：073-488-5583　FAX：073-426-5155
E-mail：s-ueno@wk-kennoh.or.jp
https://www.wk-kennoh.or.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/agri-wakayama/

• 熟選工房（p.52）

わかやまこうじょう

和歌山香醸

〒649-0301 有田市下中島35－1
TEL：0737-88-5775　FAX：0737-23-7951
E-mail：kohjyo@outlook.jp
http://kishuarida-cci.or.jp/mb/wakayama_kojo

• 熊野古道のかほり「杉」（p.103）
• 熊野古道のかほり「そよ風」（p.104）

• 熊野古道のかほり「木漏日」（p.104）
• 熊野古道のかほり「三種セット」（p.104）

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://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/index.html

• 和歌祭（p.110）

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.32） •　さくらびんちょう（p.32）
• 紀州勝浦まぐろCAN「まぐろ経済学シリーズ」まぐろ水煮（p.42）
• 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.42）
• くじらうま煮（p.45）

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　FAX：0736-22-6320

• 熊野牛（p.46）

わかやまけんせるぷせんたー

一般社団法人
和歌山県セルプセンター

〒640-8331 和歌山市美園町5丁目4-6
TEL：073-499-6142　FAX：073-498-6980
E-mail：selpselp2021@gmail.com
http://www.w-selp.onamae.jp

• ミニトマトジュース（p.61）
• こはくのおいも（p.69）
• てんて焼（ザラメ）（p.69）
• 米ぽんぽ（白米）（p.69）

• みなみのおいも（p.69）
• てんて焼（天日塩）（p.69）
• てんて焼（海苔）（p.69）
• 塩屋の天塩（p.83）

わ
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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.maguromeijin.com/
http://www.kuroshioichiba.co.jp/businessTrip.html

• 黒潮市場・マグロ解体ショー（p.110）

わかやましょうがほんぽ のんたろしょうてん

和歌山しょうが本舗 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.61） • ＳＵＰＥＲ ＧＩＮＧＥＲ（p.61）

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.92）

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
E-mail：nousan@wky.jawink.ne.jp
http://www.ja-wakayama.or.jp/
https://item.rakuten.co.jp/agri-wakayama/wakayama-
gingerale/

• 生姜佃煮（p.31）
• 梅ひと雫 Wakayama Ginger Ale（p.61）

• 生姜丸しぼり Wakayama Ginger Ale（p.61）

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：jf-k@io.ocn.ne.jp
http://www.jf-wakayamahigashi.jp/

• しょらさん鰹（p.32）

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
https://www.kuroshioichiba.co.jp

• 和歌山ポン酢セット（p.85）

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.32）
• 紀州ひろめ（養殖）（p.41）

• 紀州ひろめ（p.41）
• 紀州いさぎ茶漬け（p.45）

わ
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 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.29）

 わじまこうさん 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 

 〒649-6202 岩出市根来75-3 
 TEL：0736-79-3380 　 FAX：0736-79-3382     
 https://www.forte-wajima.com/     

•   黒あわび茸（p.30） •   黒あわび茸とゆずの佃煮（p.96）  

わ
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