
カタログ有効期限　2018年10月2日～
　　　　　　　　2018年3月31日まで 田辺市　ふるさと納税

http://www.city.tanabe.lg.jp/

■ふるさと田辺応援寄附金に関するお問い合わせ

世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」 世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」

詳しくは田辺市ホームページをご覧下さい。

田辺市企画広報課たなべ営業室 ☎0739-33-7714

第２版第２版



様式第１号

田辺市長　あて

私は、田辺市を応援するため、下記のとおり寄附を申し出ます。

＜ご注意！＞

（下記のいずれかの地域を選択してください。）

　　　　　　　　　　□指定なし　□田辺地域　□龍神地域　□中辺路地域　□大塔地域　□本宮地域

□南方熊楠翁顕彰事業　□植芝盛平翁顕彰事業（いずれかの事業を選択してください。）
（上記事業のいずれかに活用させていただきます。）

田辺市専用の「寄附申出フォーム」サイトから手続きを行ってください。
（コンビニエンスストアでも納付できます）　後日、納付書を郵送します。［手数料は不要です］

後日、口座番号等を郵送にてお知らせします。［振込手数料が必要です］
下記連絡先まで送付願います。

□田辺市役所　□　　　　行政局 平成　　　年　　　月　　　日　　　　時頃

１万円以上寄附された方のうち希望する方には、返礼品をお送りします。希望しない場合は、アに○をしてください。
希望する場合はイに○を付け、品番、品名を記入してください。

ア　希望しない
イ　希望する　　品番【　　　　－　　　　】　品名【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

平成　　年　　月　　日











熊野吉道の飯

全閣の皆さまに まずは図辺市を知っていただきたいとの患いと 実標こ本市を紛れていただ

き健界遺産{熊野書道}に代表される本市咽量向、は絶編寅翠 L触れ心と身体を鐙しτいた

~付れほとの思いから本返札..をご局窓しました.

"に今回l三 世界遺産に登録されている餅野吉道の魅力をより感じていたZさげるよう 脈"を

知り尽〈した語り..とタ〈プランに 図辺市内でのペア宿泊(，泊2食)をゼッ卜したメニューと

しております.

奥像的は係行行程(日雀や宿泡唱所 ウ芳一ク置所"，につきまして俗 絶厳に銀ざした"・

"型旅行線jを行っている般社団湾人図辺市瞬野ツーリズbピユーローを"ロとして寄拘

暫の方と椙肢の土決定していただきまT.
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ふるさとの新聞

匝周圃巨E回
2A-03 Ii!伊昆錨車窓11>(1ヵ月

分]

8，000円

".担l紀伊毘報

紀伊民樹耳鳴田辺市で一番多〈の人

に震まれている斬聞です(旧市内で

の市唱占有事Im6i1-A8c調

宣l.

1911 (明治4<>'年の創刊か告1師

牢.地増刷冒稽を座番に寄り思って

伝えてきた揖土抵であり、いま琶量

冨信記'や話題‘写真を日々提併し

ています.

みるさとの香りを伝える己の斬閣を

遠目、，涯でお手元までl:).~1しま

す.

I肉容1紀伊良櫨1.月分

【串山 平尾29牢度【平尾Z冒年同月

2日目平民3.牢3月31日)

【混怠】

ご事情が完了した目的翌月初期守分

より送付を関越します.

唖周囲巨ヨ困
2A.04 Ii!伊昆緩郵襲③(4b月

分}

30，000円

問問紀伊毘縄

肥伊毘蝿，:.田辺市で Z'"くの人

に震まれている斬閣です{旧市内で

の布署占有志陪鈎6割-A8C国

置l.

1911 (閉治4<>'年の創刊からUl.

年.喝婦の情喧を軍軍に寄り思って

伝えてきた郵土抵であり、いま5置

冨怠記事相話題、写真を自宅提慢し

ています.

ふるさとの香りを伝える;:0:漸簡を

連日、書道で若手元まで"""しま

す.

I内容1紀伊昆幅4ヵ月分

I申 山 平尾四年度(平尾29年10月

28-平属30牢3月31日}

【昆送】

もニ金司"寛了した自の翌月初完行卦

より送付を限措します.

直面白巨百四
2A.05 Ii!伊昆絹..護②(7ヵ月

分】

50，000円

[慢棋]紀伊毘雌

坦伊毘報，:.田辺市で一番多くの人

に震まれている斬簡です【1日市内で

の市場占膏軍拡鈎6劃-A8C贋

竃】.

1911 (町出4<>'牢の創刊からl06

年.噛輔捌軍艦を震曹"害り量って

伝えてきた掴土鼠であり‘いまち量

冒怠記事や話題、写頁を固有揖棋レ

ています.

ふるさとの醤りを伝える;:0;順聞を

連目、郵送で若手元まで誼置付しま

す.

I肉容】 紀伊毘輯7ヵ月分

I申山 平尾29年度【平成29年10月

2日~手属3.年3):131日}

【毘滋】

也ニ畠怖が完了した白司壇月初賛行卦

より監何を関婚します，



10，000円以よ由喜附でちらえる

下置の中から1つお選びください.
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直閉圃巨ヨ回
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う"に5・"です 【虚jt8%.180

，，，・3
【限措""州灘高惨ちみつ情幅分

8輪】 180g><4

【'込1平:S9隼If，平周辺9隼"月
z日付司FJt30年3月318)

唖図画巨ヨ困
28-U 瞬クラ.セ.梅ヨシD.
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{盛岡"町犯州う@まさ
紀鰍室蘭Z梅をズリタすJμ"'"ま
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[~l (，曾〉たがみ
平成n年度より恩属工温""躍なE

を受げている....，辰野進ブ匂 ;':x

タトIによりa隼しまし足.也... 

置を有する黛""'"で盲まれた省議
です..，句κ1=，3OOO><zal 
【胸囲 区野来"，.，袋、"匂4

2 
聞込】 司，-"，年lOJol2日m平成"

年3Jo131B



直周囲1"""1困
28-19 e州とろあじ10牧包.

ト

10，000阿

世間丸轟傘"""，酎
絶倒和宮山て坊に緬げされた良厚で

届d同ョた見易じ'<T骨を丁寧こ取
り、うす泊障問住.U1;:した.ー包

穫でお:811い震とします.
【肉容】 紀州とろあじa。敏セクト
【期込】 平河捻9辱10~2日N平河也。

年3};131日

匝周囲巨呂田
28-22 回想3子"..入り芝浦

セヅト

10，000何

{~l 乞忍"
己記.0"0;泡阜バターをたっぷり

，"，た生宅配得包のクリ-1与をそオン

ドしたあ葉子です.

曲曾】 霞，，，子1'"入目箱"ッ
卜

{岡'姐d平属包"手10，.EI2日時平，.，.
年3月"冒

園

唖周囲巨ヨ困
28-20厳野のめはり著し篇め

台管""入【おかf1'8鋼、しそ

昆布8・}

10，00。同

【盛岡震野句盤

帽航時間訟で臨め箆で朱

"を忽ん.1tE-1同樹ヲ叫ト畠
f冒を貝隠る糧大きい， røを現~

る""削しいjというのが's務句自

乗に怠，!とといのれています.(1;.'.・aしそ皇制a開演E
盗j)

【情書'"偲り.c昆0&tz(16・
λ】おか加aし，:布B銅

【'込3平成"年"月28-平:Jt3o
写3月"自

年3月".

直図面I"， .~I困
28-23 r.tiのデラヲクスケー

キ 15個入。

10，00。円

間供1(:時候度

量みの怠る栂探鉱1Jステラに、e
L川"1.ん霊源笠原"のさ;.'f'1>.をそタ〉

ドして.金徳密閉イトチョコレー

トでコーテインクしたお般予です.

{内奮?デラックスターキ"・入
'<T込】 平:A29年玉。月2日間平周旬。

年3月"8

四四回四
2.・21飯野牛肉刀レ旨口

辛口."回肝喧

10，000円

【虚聞'''>''函盆盆
紀州お盟副陶磁.. ~で賓てられ

た蔵野午を笛衷 ζ.. "フ''"ーツと野
"をε、んだMこ'"えてじ 3くり貧込

みました.アv<りに刀.卜された.，

野""1;;:やわらか〈量"'~鎌"いで
T.首ロと辛口をセットこままし=し

た

【肉奮1鰐ま持肉カレち口辛口

;'2'曲 ，.埠

【申込j 平~.Bt29年"月2日内"'，.，.
辱3，Et31日

瞳困圃巨ヨ回
28-24 元祖 a・S盆か

10，000内

{縄問三@同昭子留

<::0;凋釦珍繍'刷ζ工夫を己5した
f元祖偏るぶ""です.包帯d涛まと

"りがよ品怠酋除を筋ぎ臨します.
""年収よ鰻〈言語池¢浴室を活棄し
み下さい 併話容量".. 入り同

稽3
胸囲 元笥織""か"・入りX

3鳴
抑制 事即時"月2日向ぶ同国

写3，E1318



匝回開巨ヨ回
28-25・E州・...鎗孤 r爾a
アロマ刷."中腸き6009(缶

入り}

10，0曲伺

【重侠l(lO>司Eリ刀ワ

3・概渇街・塁【フラヲiJ¥.. コロシ

ピアインド~ヨン'7'1 ~ r紀州・.
J!，で.11レ鎗後の信，，=ろや'11'
""いしさを・X沼に割.畠しても、

ます.!6α'"密入}
【肉書】 陽花アロ司綱椅岨e惜
λJ 
【明治l.民"鋼'10周2日-平尾'"

寧3月J1目

四回目I~' J-fl l回
28-28~だるまさん{大}

10，000伺

【，.侠)(宥》忍野也S
.... ヨシシ2拘101四島を昆友吉宗の

1!~3!O:糟に燭川た胡嘘句樽仏醤

舎を修司砲しτいます...・a修手作
りしたち制調期本窟穴出端をい

た".ました.風途混玉大詮や，智
天主主で司5印をいた"げます.

【肉罰 ハR・I!lI~医院J.i!1 
..5<a、・さ.. ・志咽聞社盛臼

押込1零扇出410'U8-'i唱JO
隼3鳥羽目

白血回応司困
28-26 ・野の・みセット@

凶，冊。同

盟間取包施町商工会
霊・2・らと11'''鳳廊匂鴻で生産さ

れた_0.俣野の穴亀ぬ患みの"ッ
トです.肉s・a副唱倉山美穂

..誕'"像火みそ....信条国
9 ・1J'l!1I2~孟干ししいた旬何淘

マドレー~池-..・入3
【肉奮?・U'l沼山実礁m・'50

q 銀火みそ彦慌淘・寮"切かき

餅，a干ししいたW・O・ マド
レー~噂揖卵(6・M
【'込】 司F鰭>29隼10'駐日ω平尾30

等J，ElJla

直周囲1""J-fll回
28-29鍵健筆星包州星{小ヲ

イX)lTSU5g 

10.依刻。門

【.... 】ε州低調E
紀州1ζ芭"より酎河・子突きま

で畑を舗...司~Mloo.制堅った，"，
...~す.自Xで・-.爆作りから
.".で・観適していま亨.
【肉憲】 鍵処狸.. 陪洲蝿{小ザイ

ズ)lTII215g 
【・込】 司同，，，年10月'B-平:.IC3O
4'周J1B

聞|四II~回
28-27 大喝のふるさと怠っか

し色ψ卜@

10，()同門

【HlスS将鴎エ金

ft11'敏夫怠11"5山で媛れと天気

胸.と山盆で作"""醤策惨ずの

o;，窃溜z・...・m・-を思μ畠す
よう総省省官です.(ス鍾阪測以Dぽち
みつZ抽昧来語叩必且醤寮200・E将a賓ヨ喧号....，ζ，..，
同町 穴居申勾捌芯ちみつ2抽 T・

"区大活曲U凪・a民2民淘，a西

将廟限三JIICゆずヨ己，"
(.，.， 平尾"隼10月Z白内平月四

年3周"B



20，000円以上の寄付で古呂える

四回閉1:t'7t-l自回
2C-Oll&tfl商白梅『摘の翠か

6J rまろやかJ1，.ト

20，00。同

【a侠1(-.漏垣扇.
舞祉を代表するフランド'"椅の

""'6' とさおわ~'"鍋奪とやさし
い包ロ Z住主，1:た『まろや'"，との

包ツトで<. 【f悔の恩泊、ら"."

害初鵠 E匂 『まろやかJ温分"
.. ゐ 1切}

同窓1r綱相Z回らJ泡，"'.偽
l匂"医緩λ 『まろや.'"，湿分旬

併 U 旬 4臨調λ
【申込d平'.ct29ff-l0.Ef2目~平成3D

写3月"巴

困田園I~'I-fll困
2C-04 Ji!州の縄干『はちみつ

..eJ 

20，OOOR 

国間 t耐震須高血
信州車房審鳴を但"捌2ちみつで境

町立山で仕"'げました.まろやかで
ロあたりの良さ弘お子繍!I1Sご写
""':晃彦で-れているλ気~.で
す犯鮒衡の舎短長格遷縄，.です.

岡容量i800gx2・0
楠田 忠鮒岬肝".ちみつ傭
E 駅周司個入。

{鋼必J平明."年同月，.-平既JO

草月"日

陸回目巨百四
2C-02 Ji!州南自縛3f1l1iり

20，00。向

【錘侠}【徐J紅梅酒

-臨界栓目慢防凋寓梅をセット

にしました. 震に3τM努まが遣し
めるセットです. ω三鮒手作り相酷1
分銅....庇鮒'"つ~鳴意先匂2
....泥鮒爾寓栴『査定U温"鈎"‘

各"句》
酬額 絶州手途り綱取忽分n岬初旬

S20g' ti!#舗Vつ~相K坦吻銅山町5
2句犯鮒荷車梅嘩玄J(盗分銅

5鴇，)S2C淘

【四R込3平尾"写10}il2日M 平'$30
年3}i1318

唖回目巨百四
2C-oS Ji!州爾禽絢 3鍾頬
包拶ト

20，000R 

担問情瓜毘掬
~州贋竃悔の糧分盤~健州拘置綜が
らの梅幸しを誠監環包'.l'No:しまし

た. 'IeJ村岡高暢三思Eの縄組:Dt

α弘犯訓町商嘗倒打率ちみつ栴担分

.. ム紀州商高精凶曲"崎各5∞

.1 
【肉奮?程州爾葛縄三恒星の微温"

..弛"依淘息持欄海梅毒ちみつ縄

{温分修泊}釦匂犯洲町"楕土用干

梅C温""輪.，，'"調
，.必d 零威~9写10Jij28~午局担"

年3月"日

唖周閉巨ヨ回
2C-03 将つ予繍{複分伺.，‘}

繊フレ拶シ~(僅分約S偽}を，.
ト

20，000肉

【担侠}フ'"柑【橡》

~るや沼、厄織 と仕上げた将つ子伺

と、梅ヨ晴晴腕章を者，~し獄11'3'6
温泌を翠じたaoの縄フレツシ2の

t?:'.Y卜です.，内容量..均】

同副 将9子柵E旬叫信網事フ

レッシユ...叫偏

【申込J平'.It29ff-l0.月2自~平総初

年ミ3月"目

I!J!閉園巨百四
2C-06 不鈴鹿圃の紀州南高崎

セヲト②

20，000同

【"'"仰局本抱鹿2・
.ろやか弘樹%吻『うす遺書案膚』

と、 LKJ¥チミツを使用u.r:M)  

りヨロに位土げた『はちみつ栂Jの

tr.トです.保書ゆ正;すそ""と巴
帥 3剛山市. 円す

.. 、防ちみつ6350切認"

抽 囲 うす温昧個...".陣'1'初
旬同信ちみつ'"'担分7鳴"到。.， 
【明込J平感ヨヲ年同月，.均年局担。

年3月".



2C-<l7 石得邑邑じまん包が

トu

20，00。阿

国剖岬滞樽. 
. 思......陶高得を原利 ζした梅干

を"じ信弘梅順工昼がセットに"ョ

たバラエティ量""'事め舎官です.
円す湿，，~干し、蛋っと名"""、

うのドレッシンク""... うめ冨や
きた汎2"，.うのスプe包入3
f内容】 うす糧援調停泊幽閉偽5∞，. .ョζ(Ia;.，みつ何)狙~m勧

告ぽ. うめドレッシンク2ゆ伽吋

うの旨やきたれ""う~スプe
包入
剛 抑制即日時四

年3局".

同IE嗣圃lo'~1回
2C・.0 記州桶掴[古自)セ.卜

720mlK6車入

20，000円

{担保]【概}梅垣

'"喧喧話告で陪置頑固艶覇軍略を

たョぷり使って艶揖吉宮1::.r紀州槽
酒』と『しそ情酒』晴蹄合わ巴

フルーテイ話冒言句「紀掛梅酒』と

すョ曹りE""'".r.;.rしそ碕置1モ
れぞ'....... 厩を話量しみくだ吉"

I内容}紀州揖彊 "曲柑d本

しそ揖置"On叫d本

【申込1平揖2骨年"月2自由平感"

年3月"日

匝周囲巨ヨ回
2C吋o."州商高完怠栂沼健

"伝セョvト

"曲。月

四剖キ咽食敏樹
フ'vーティー怠..ゅの禿換期魔術
酒を3キーク帽で換辰吉包ました.~
魯衡の芳慢"醤り ζ月一ク悔の費ョ.

6ガ切削"後..り.く副理訟."で

す 【"肋刊誌Z本3
【肉容】松州商寓"県梅酒得 z

窓セット

【間際込】 平由時"月掴4由。

年3月"臼

図画副手泊四
2C・H 撃面電の柑櫨ヲユース

と開高梅のヲユース''"ト計1

"民
20，曲。円

".摂j(樟}曹て弓

司..・4埠哩野で眠聾された個噛
1出円相D笠宮PユースS捜し蒔くださ
"構ヲユース臨蚊遣野句紀州買高

構を雷怠115の"砂置でシロップを
掴出し、耽浬置の英昂"と倉n官ま
した. 【担割弘帽各日如何百Mι志

加国

t向容】 畢.. ーの柑歯'"州ミ刀〉・
本質1民〈デコポン>. J~レ〉手，7)

主主zースと構予ユース割抽叫居合管

..ト日本入

f申込】 平尾"年"月z日~平尾3且
年3F.131日

• 

直回目巨ヨ回
2C-<l9 2伊乃匿包.ト

20，000岡

田同情四本... 
膚鴛噌現..~岨重米使用

n励"'2剖 $樹園像力品、
しさが翠立つ隠ちみつλりのうす

橿仕上げ. (鍾分旬10'lb.4α淘】

【肉鶴 岡湾権現〈包志"η伽哨翠

2'"梅渇，，".
【・込】平易"，年"月2日間平身辺。

隼3F.131日

E 

直函圃巨ヨ回
2C・" うめ ーきんがんドリ〉

ク~.ト【まるごと量寅入り}

20，0曲円

{蝿棋]【暢】アセロラフーズ

ドリ〉ク吃障に紀州椅産の肉車駐

『う~J と坦川名置の『丸曹んが

ん』の蝿真をそのまま1圃λ".
ジユースのせ.卜です.プレミア和

""認定撞昆畠. (うめドリ〉ク"

意、曹ん"んドリンク，.酎

I内容1うめドリ〉ク1主意・きん"

んドリ〉ヲ"本

l申込1平尾"年同月2日~平高却

牢3月"日



匝~圃巨週四
2C-13 厩JIJI<と原野，*街バ〉

セヲト

20，OOO~ 

【酔 J間たがみ

思厨工透携の認定を受けている取
組閣担制ヴロヲエクトjにより.. 

笠しまし佐世界遺産を調Fする銀理e
e噛で盲まれ危省高長と話密朱Z刈.. 

を便局した気パンのセットです.

(Skg. 2埼旋各"号、長パシ><4l!i)

【肉容1昆野米政gxla.2kg><1 

袋、肩担制aミパ'"缶
【矧込】 晴 四 年.. 即日~平尾30

年3月"8

回至周囲巨ヨ回
2C・，.鈴置のデラックスヶ

*-lSIl入 2タ月遠縁頒布

20，000向

田尚南》鈴鹿

重みの彪る得啄ゐ、カステラに、自

~'M1ん豆が宝庫斜のヲャムをそオシ
ドして.全修老"ミヨイトチョコレー

トでコーテイングした".. 予です.

Qか男通島て配送します】

【肉密】 デラックスケーキ "・入

2ヶ月分

【@込J平!.OU9年.. 月'8-司"'30
年3F.13t日

唖閉園巨ヨ困
2C-14 鎌野牛肩ロースす倉鴛

き 400g

20，000内

{提供}【:tl)ス函食品

紀州和"'"県の賃1)'''@然の司"で
寄っ危震野~. ..ら1J\絵肉質と霊IJ>

芯思疎がロのゆに広がり、緑"も混

い車摩，.旨電車m度"'"ます.その"
野午の蘭ロース角をすき焼き凋10ス
ライス忍しました.

由."繁野"贋ロース時鍵き

""淘，~込】 平感，.年... 月2日向平周辺。

年3月"目

唖閉胃巨百四
2<・H 元...・S健か

20，0凹問

".侠】三'"'小百葉子舗

との砲の植実"工夫を己らした

f元祖植§以IJ>Jです.径得¢揖と
香り11.主昆怨包帯を筋ぎ鎚します.

1関年以上続〈喜治ι渇庫をお棄し

a押さ也、. Ustil入り.，穂".月
連続で配送します】 }

.句容】 元富楢Et~J)'1 S個入りX

31・(27月連甥盟将司
押込】 平易i四年10月四角不明度30

年3J:l31臼

唖国固巨ヨ回
2C-15 図辺ヲ子"Ii入り 4 

涌セョν卜

20，000門

Ul~】 七議雀
こだのりd蝿鹿バタ をたっぷり

使3た笠治こ糟髭のクリ bをそタン

ドした"葉子です.

【肉容】 a"ヨ子""入り4緬包ツ
ト

，~込】 手段，.年.. 月'8-平感30

年3月"日

唖回目巨ヨ回
2C-18 記州信震度指繭円壇"

アロマ泊JJJドリップバ汐クss
P 

20，0凹同

【盛岡 {橡〉モリヵつ

3昼￠糧撞塁《ブラ~J(，コロシ
ビアイントネシア勺を『紀州僑昼

夜Jで鰭厳し、 ;1=礁の敏いまろや'IJ>

なおいしさを・"躍に引き出してい

ます.気短に志締コヒーをJiCの
るドリップパヅグタイプです.(SSP 

缶入り}

【肉奮】 商泥アロマ羽根55p(缶入》
【命過J平周，，.年.. 月2日向-'1'.局辺。

年OJJ司"8



唖困困巨亙困
2C-19 飯野の重みセザト⑨

20，000同

".侠J'"辺渇績工会
霊照濁らた""よ濁穆衣""，でを昼さ

れた稽霊a昆野め，，..睡回想ゅのセッ

トです.院琵;...11:ちみつ唱匂.. .  

民'J崎山家周時四淘香寮ω，

干ししいた11<<淘・拾得卵'"‘ a臨ん
ちゃA岬4梅"'"
同聞 はちみτ~，句側提"小

袋仏虞暗唱"'"醤条""干し

じも\~lt40明地渇嗣6・入}あ
んち。M>J嶋ロ句

r*必】 平尾2均等凶局2日N 平成'"

勾沼周"8

陸回目巨E困
2C-22 /¥J@Aだるまさん{縄

大}

20，000阿

世間南】鷲野怠鏑

賀野シシ刑し八足局を日薄志宮家のだ

るまの胞に鋼置いた縁起格回得仏置舎

を体現しています. ，体1修手作り

した5のに縄開牌2実社9メ却をいた

だきまし~.別途遠玉京社や毎省大

往てち印をいただ川ます.

t内容】 八尽・1主るま{符ス}麗a"
~. .さ'"吻本.. 大詮委伽
r*込】平嶋.2~10.月28-平成30

等辺月"日

回咽固巨ヨ困
2C-20 大径の.，，，さと盆つまF
しセ.卜②

20，000円

{提供}ス慮"商工会
緑隼かFょた定から山で誕F止>C~

""'と山且で作られた醤策定志ど、~
m切駆患を思い出さゼるよう芯お含

ゼです.(穴浴制岬"ちみつ4抽m
k穴港の山E醤書長田旬、語交の笹

山智みそ"'"函符膿ヨヨILCゆ
ずつ己，g)
【前槽3大庭忽礼""'"ち必亡""m
s 夫洛匂山鹿喬議200g1霊安・緩ヌの

笹山曹{君んさんじ}みそ2s<初酉

将農民ヨ""ゆずっと'"

r"込】 烹屍"年"周2周知平尾'"

年3月"目

E 
一• 

四回鵬
2C-23 縄依匁."，州畢("ザ

イズ)1T型鈎159と務署員の畠

20，000何

回悼J紀州盆痩

記猟墨と濃く磁絡みも彪のきわやか

忽患の~る f色Z沼~. m~哩仲錨
舎と"舎することにより多"肱色を
作れます.(鈍法定呈泥州軍 事膏.

s色の盤セット3
同奮】 終電漉量犯州墨付ゆイ

ズ】 lT Ul句界膏賢司同霊

【申副 平"'，.，年"舟28-平尾30
年ミ3月"8

唖周囲巨呂田
2C-21 e州国辺お米とごはん

のおとちセ.卜

20，000円

1 1!fi~】荷駕みら~\(a)
蔵野の長犠しい怠米とごfi!w?

たり6滑;';:.i，を... 。倉'"きました.

身体が喜ぶ.T~1C湾剥Z旬日禽ノミて5
飽き忽，-しさです. (111闇星人

紅いs12尉叫醐易担崎、曾の〈

に倉山奇みそ"匂1罰唱す9点。
【肉8)梅酒邑AIIいs12伽同ほ

苦みつ縄25句属ま'*'同志議珊

身し占うゆみ抽叫智の〈に書出曹

みそ初旬侮あぷ68C均ごまむか

つおの'"ぃ"'''''勾2似"うつぼ小
明石室30明
【申込】 平，，.，鮮民0月2目ω平民30

年3同羽田



50，000円以上申書附でD;;える

下院の中からtつお選びください.

巨圃圃1<>""1回
2()-01 r縄の量出剖日まろや

かJ，しそIUtJ rすもヤ"とJ

e・
50，0田阿

".，時1('・・M融E寄'
¥Il1td;l75:;.. f rlt:1.>/I1J'SJ 

<，きわやか.. 陣とやさ'"、筒口

の，.. 令ゆJ，g厳9ぱ〈位必ず

た『しそ'"けJ 省ロでお子".事
即日間『れいと川

置セットです， "・笹各，."
【肉3)r倒防車ヨJ''SJ!ti}鈴領制

匂 fまろや~J 温防隼掲偽1旬
『しそ着付』竃鎗鈎M‘llcg.rすい

せ 』塩 分間同すべて叩

λ 
【司R込3司P-~10男，g-司帽'"

申舟"g

瞳周囲巨ヨ回
20..(12 紀州爾蕗縄4・盛り

'".冊。阿
【健闘".，.陽司

一ーをセッ
トにしました -0にaτ間滞が透

明町卜 です{酬摘。

掬L箆蝋'"τ地市低誕測しそ温風

見~なちa円満'"ち"切}
胸部 紀州司f.illJ・K虚分銅山陶

1.11<; 偲釧~.ラ谷欄K惚分割，.拍j
1.11cg紀州しを渥濁K泡幼潤'"崎}

U 切包訓出5ゐつ繍''"''柑明

U 切

仰込i平血悼10l'l2臼m平尾却

年3月"包

司.

唖週固巨ヨ回
20-04 将9子縄縄フレヲ

シ~ 5111，?:"ト

50，0∞阿

胆署供】 フーズ鴻【橡}
まるや2時 制Z仕上げ剖h 子陽
と縄憶棄のa戚老若宮'J'vr~ら包

・'"司，.した省ロの侮フレッシコの
町ト甘刷。刊1均衡噛l

梅フレツシ，.旬><211)

l肉翻 ~O子鰍岨~句.. ‘"切実
"'. .フレッシ2【温分鈎割掩."匂

穏2・
，.込3 平扇i29Itl0~28_辛抱"

駒 田 市

直回目1<>HlI回
z。吋ose州@凋干し fは省み

つ~RJ

50，00。同

【侵侠I(&J震須... 
民紺屋商葛梅を値暑の信ちみつで

漬け過""で仕上げ.した.まるわ'"

でロあたりの民さ，-~子'"'"ご
竿‘初完まで置""ている人""&
です.尽"・咽岨温高橋濁衡平で
す 胴冨量市恥..，

【内書1e鮒の網干『区ち均つ傭

慶"“淘.，‘λり
【申品J 手'~10，Ei 2白..，..包o

a手3月"g

， 

図画面巨ヨ回
20..03 綱援し悶禽脅梶"'仕込

砂9'''，拶ト

50.000同

間際1.罰.....，
.ーかい'膨司¢誕鮒虚..  帽を筆犠
痩又~に潰益みました.繍阪温院患と
かつj揮のまろやηu活鎌"バラン
スよく酎凶肝です何時.， 
山富】 湖gし硲・埠提温位訟の《温

分u.陥.~.褐後 9・
l申込j 司，.辺駅寧10l'l 2日時~，."

年3周"日

唖周囲巨ヨ回
20-06 e州摘商縄三艦皇末

高鎗司直

5O，OOC周

{提供】倒雌胴

冊目E悔の@で5穂に昼遇され危'"
11<<5110で屍fOJi望書鉱大包の締切

実~11を.. いました.h1;，甘さまに座奪

…四ょう…
蟻n叫 2鰻v.うす噂唯よげ C梅

本3・... 切.，..諸."..， 細防

各，.制

間割 刷慣同情三甑恩師家.

〈這分，.椅，)1.1kヨ.，.起州腐耳縄

槌噂'"恒λ【."，.初旬

開込i 司FÆ2~ID局2圏内平身包。
担問団



直回目巨ヨ回
:W-07締箇句"事選梅干しセヲ

ト lkgx4纏頬

50，000門

【融!](tt)!'幅
:日本守唱。縄切血『毘洲』より湿

りすぐりの梅幸の鶴@舎のtt.o忽
11m三qo億税率をs棄しみいただ

，，~す. (惨ちみつ""1l'つ."除
しそ濁繊暢そのまま各1k 11) 

【肉3'"ちみつ梅《極分V湖、か
つ"侮〈竃分 ，.始，.しそ糧栂〈思~
""'構そのまま{湿~21'11o)各 1

" 【申込】 ~，."年間同 '8-平"'"
年3月"自

匝閉閉巨ヨ回
20-10 緩野牛肩口ースT!聖焼
~'00g 

50，000同

【I:tf<J(tt)次貰u
紀州細密山漢の盆E明言自然の@で

盲2た電場司，."弓か鉱肉質と量か

は鹿股がロの@旧田町ヲ犠品頃
い週""・犠がヨ慢し.. ~すその館
野午の:RO-;:V喝をすき焼き周にス
ライス5裂しまし".
t肉3'鏡野午贋ロスす麿甥き

吹X均

【僚崎1平尾"年"錆2自均等感"

年3月"8

• 
:. 

自‘

唖回目巨ヨ回
20-{lS E縛邑邑じまんセ0/

トE

50，000内

閣限J(酎否滑車
掴仙提重複;0術宅康調こした人

気淘バラエティ盤1l'忽蕗a畠め舎の

ぜです.(うす縫簿梅干し蜜9己、
みかん虜誕要.'匂うめドレッシン

ク20伽'"うの首やきた，，".. 
縄限り4喫加T叫、うめ泡2句】

f内容1ラ.埋犠梅干息分s8%lk

g 董っと【"ちみつ揖温分銅"均"

11 • ~砂1>A刈彫竃分""匂う@ド
レツシンク"""咽 う@旨やきたれ
=.梅般加抽~ラ..，.，句
【'辺d平路包9年"月2日~平周辺a

年3月"8

唖周囲巨百四
20日第屋のデラヲクスケ

キ目偏λ5ヶ月遅lH布

50，000同

【盛岡南国屋
一軍めのある祷隷，.カステラ" 白

いんげんmr主贋縄の三'"ムをそオン

ドして会俸をホワイトチョコレ
トでコディ;/.1(.，I::t)薫子です.

帥割 デラックスターキ"・入

Sタ月分

【噂込1平'.It29孝"月28-平:f.It3o
写3月".

..11 . . 

l翌週困巨B回
20-09 完要望術調 r.t発銀j'

a依

50，00。門

(ft俊】 (tt~"
現換の健鮒.... を使用した細田

です.和三盆Sで電車を置叉止まろや

1J't.i口当たりと売急.. "らで協の
芳憶ゐ湾指梨、Z向制官です. (72助対

..窓J
由 自 不賓ゆ婦道『上3著劃 120

附 .6
{ltj，hl平感:29写10.EiZ日向ヰ周旬。

年3月"自

咽買層巨ヨ回
20-U 元祖姐色広か 三'""

なか篇め会わ旬

50，0叩円

(ft同三割噌晴子舗

相実を領閣し "淘宅E品W!<伝
統Z贈の檎st..:Jl'と‘.童の"愉宮
小豆を使用し鹿糠と旨味がして3か
りとした三復~かの包ツトです.

{禍琶湖"''''・4億三e5忽""・(3ヶ月違反E送Jl
同田 植百よ1)'3咽 Ax2i1.三

..ち忽:1J'8tiIA{3ヵ.Eiil.横綱同
【申込】 司附包9年叩月28-司巨底'"
~3月"臼



唖因習巨司回
20.13 飯野本宮縛..，.色.ト

5'，開。阿

!tlf!ol本審町商工会
賀野*"間後便漕創医印をいただい

た属廊崎延彦l'に祉の rN宅居』
の扇子ブラシド~ r原理件俳_A
SランクJ 平安時代か奇易局主れ
ている『省室長J蓋締り一週旬長.

霊長を使~1::. rt:>と厳しカステラ1

同事】 閉輔棄を使った『開院

事実後め栂朱fj:JJ• IR得本竃穴住八

思a・f鳳子』 極上貨掴牛。∞.. 
Sランク)..相暗主的←.隔z∞
ω"と，.し刀ステラ，.
r.邑j亨，，.，.年"月Z冒M 平，，，:;。

隼3，Ei31日

20.16 八随畠だるまさん

【何々大}

50，000同

!~l 【有3飯野康劃
.野シシ柑ν、照島を目志古来の

出向ζ皿、国 間町

倉を徳現しています."・2体手作
りし1::'50)1<:帽綱本書ヌ設¢印を日

ただ笹ました鋼途速三次訟や，，..

"往て活印をいた~ります.
f肉容IN思島定るま《得々"，.

さ，.....さ'"句 怠2フミ益重抽
f申込1 'f'~9年，.，局'"-亨周~O

年3月"日

唖困閉巨ヨ回
20.14 飯野の・3砂包ヲト@

50，00。同
~l~辺島商工会
震Ma'3たか総量院野切砲で生a置さ
れFとft~~軍事罰η，"雄的事助の~ッ
トです.内容 4・... 之5切山実

匂理""淘笠権益シ-5入りおZ 
急爵縛....，自干し梅1匂醤祭8

0切!VJllt20.'!t
同田 内容・U2.S切山票

鵠噌締匂勿弘人'のそZ関"足直み

そ"""，~ずみそ"句 山側胞渉そ
lSOg. .条S匂 盆 来 訪0・省代

米w句 ~，剥四冨{忌4λ'''' 干

ししいたL1400. "'t!511予言んペ

いかき餅マドレー，..・地爵
虜泌4121(-;1ク俗た=-液70!1.. 
鉱がらの自亨U縄1切 a臨ん宅5令ん

砂嶋縄開ソース'''''隠ちみつ
練施。吻

【@込， ~.包9年'"司2日開与謝~O

前月""

四国

内
J

団

事

'
J
i

圃
20・H "州鍾量記州鍵(*

ザイズ)1 TQ:!拘'"と鉱色セ.
ト(8色}

50，000阿

【複線】紀州組理

一紀州量と決〈組組B色定却さのや

か与沼田.，否 reo>必IJ.思い置や

倦色と渇色する己とにより多Z紋舎

を作れます.
【肉密】 絶釧煙量絶鮒畳【小切イ

ズ)1 T!tI間'" 毒事調魁由工色位ット

【0込J写厚主"牢10.1'12日間平尾"
牢3，Ei318

唖回哩1=f:::71-1雪困
20.15 e州民辺乙1<わり何a
，，~拶 ト

同，000門

【建侠}荷吃hS~\(ft)
紀州図辺¢精霊晶を帽広〈鴎@舎

のロまし1::.3・ほ110>縄閣降、鹿

沼照帽~'t入りと愈ぺbミ司5
灘しい包ツトです. r明日11311，. 
E劫ι紀州の梅干しわらべ恩賜おう

~.ぎり"り・111副.'"点j
t肉富》紀州... 完怠惰竃『省』ア2
伽柑 盆虚~.開11720刑 梅干白

星廻附臼'"勘柑ブラb.t.72伽叫

属国陪坤伍咽 位鮒の縄平ねらぺa総5
000'.訴訟し構“地曾の〈に金山

守みそ''''切窓格~.しようゆ"。
川うて河""り.り姐げ3勾 み か
出叫

r.込2 平~lC294'10周2園内A事局'"
'f..3，Ei31B 




