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カタログ有効期間　2017年10月2日～
　　　　　　　　                 2018年3月31日 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

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。

※こちらも必ずご回答（ご選択）ください。

＜ご注意！＞

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を
利用しますか？

１　希望する使途（いずれか一つを選択してください。）

３　返礼品のご選択（返礼品については、田辺市のホームページまたは、ご案内パンフレットをご覧ください）

2　寄附金額

□　蟻の熊野詣  ～世界遺産（熊野古道）関連事業～

□　地球にやさしいふるさと  ～環境保全事業～

□　あがらのまち  ～ふるさとづくり事業～（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
□　元気かい！ ふるさとの父、母、友よ  ～安心して心豊かに暮らせるまちづくり事業～

□　田辺にゆかりのある世界的偉人  ～南方熊楠翁・植芝盛平翁顕彰事業～

　　　　　　　　　　　　□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。）
□　指定なし（上記事業のいずれかに活用させていただきます。）

４　寄附方法（いずれか一つを選択してください。）

5　田辺市への応援メッセージ（返礼品の送付先を別にする場合や、連絡事項等もこちらにお書きください）

【連絡先】田辺市役所　たなべ営業室　　〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地　　

　　      TEL：0739-33-7714　FAX：0739-22-5310　 Email：tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp

□　クレジット決済 ： 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。
□　納付書払（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］
□　口座振込 ： 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］
□　現金書留 ： 下記連絡先まで送付願います。
□　持　　参 ： 来庁場所及び日時の予定をお知らせください。

 　　　場所 ： □田辺市役所　□　　　　行政局　  日時 ： 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【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

円

□  特例を利用する

□  特例を利用しない

氏名／名称

フ リ ガ ナ　

住所／所在地　 〒

電話番号（携帯等）

「ワンストップ特例制度」を利用する際には、マイナンバーの

記入と証明書コピーの添付が必要です。ワンストップ特例の

申請用紙はあらためてこちらからお送りします。

平成　　年　　月　　日

ふるさと田辺応援寄附金申出書

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
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○返礼品は事業者から直接発送するため、送付先の住所、氏名、電話番号等を事業者へ提供することとなります。また、配達の確認等で事業者から直接連絡させ

ていただくことがあります。

○返礼品には当該事業者のチラシ等が同封されることがあります。

○発送時期が限定されている返礼品、受注生産となる返礼品を除き、市で入金の確定（ご寄附いただいた日から最長20日程度かかる場合があります）ができて

から10日程度以内に返礼品を発送させていただきます。

○季節限定商品等、発送時期が限定されている返礼品については、発送時期までに市で入金の確定ができない場合、他の返礼品への変更をお願いすることがあります。

○気象状況や不作等により、選択いただいた返礼品の発送ができない場合、発送が遅れることがあります。また、他の返礼品への変更をお願いすることがあります。

○詰め合わせ等の返礼品については、一部内容が変更となることがあります。

○原則、返礼品の到着日時の指定はできませんが、生もの等については、個別にご都合をお伺いさせていただくことがあります。

○長期ご不在等で返礼品をお受け取りできない場合、消費期限等の関係で、返礼品によってはお渡しができないことがあります。

○返礼品の写真と実際のものが多少異なる場合があります。

○万一、到着した返礼品に破損や汚損、選択いただいた返礼品との相違があった場合、到着後１週間以内にご連絡ください。

○予告なしに返礼品申込の受付を締め切らせていただくことがあります。

田辺市からの贈り物

●本プランには、２名様分の宿泊（１泊分）と夕食・朝食が含まれます。また、熊野古道ウォークはプラン２日目となります。２日目の昼食（お弁当）及び

語り部代金（ガイドと歩く熊野古道ウォーキングプラン①②）も含まれています。●本プランのご利用にあたって、市で入金確定後（ご寄附をされた日から最

長20日程度かかる場合がございます）に、ご案内資料をお送りいたします。ご案内資料がお客様のお手元に届いてから、具体的な旅行日程を決めていただきます。

●本プランの有効期限は１年となっておりますので、１年以内にご利用ください。※プラン利用にあたっては、設定除外日（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始）

があります。※プラン利用に伴う交通費等は、ご利用者様のご負担となります。※満室などによりご希望の内容でご利用できない場合がございます。●ガイドと

歩く熊野古道ウォーキングプラン①では最大22の宿泊施設から、ガイドと歩く熊野古道ウォーキングプラン②では最大35の宿泊施設の中からお選びいただけ

ます。●宿泊場所の詳細、その他の情報につきましては、田辺市のホームページでご確認いただくか、田辺市熊野ツーリズムビューローまでお問合せください。

紀伊民報は、田辺市で一番多くの人に読まれている新聞です（旧市内での市場占有率は

約6割＝ＡＢＣ調査）。1911（明治44）年の創刊から106年。地域の情報を読者に寄り添っ

て伝えてきた郷土紙であり、いまも豊富な記事や話題、写真を日々提供しています。

ふるさとの香りを伝えるこの新聞を連日、郵送でお手元までお届けします。

世界遺産の道
ガイドと歩く熊野古道ウォークの旅

紀伊民報購読 “ふるさと”の新聞を連日、郵送します。

ガイドと歩く熊野古道ウォーキングプラン①
[1組2名様]田辺市内での宿泊（１泊２食付き）＋
語り部と歩く熊野古道ウォーク（お弁当・お茶付き）

ガイドと歩く熊野古道ウォーキングプラン②
[1組2名様]田辺市内での宿泊（１泊２食付き）＋
語り部と歩く熊野古道ウォーク（お弁当・お茶付き）

基
本
共
通
情
報

【
基
本
共
通
情
報
】

●本プランや熊野古道、田辺市の観光情報などに関するお問合せ

〒646-0031 和歌山県田辺市湊1番20号  田辺市観光センター内 TEL. 0739-26-9025 FAX. 0739-26-5820 Email : info@tb-kumano.jp

一般社団法人　田辺市熊野ツーリズムビューロー http://www.tb-kumano.jp/

【提供】田辺市熊野ツーリズムビューロー

【提供】紀伊民報

紀伊民報購読①
紀伊民報１ヵ月分

返礼品

番　号

寄附

金額2A-03 8,000円以上
紀伊民報購読②
紀伊民報４ヵ月分

返礼品

番　号

寄附

金額2A-04 30,000円以上
紀伊民報購読③
紀伊民報７ヵ月分

※送付先はご寄附された個人または団体様のご住所への郵送に限ります。

返礼品

番　号

寄附

金額2A-05 50,000円以上

返礼品

番　号

寄附

金額2A-01 100,000円以上

返礼品

番　号

寄附

金額2A-02 200,000円以上



１万円以上の寄附に対する返礼品

紀州南高梅
「梅の里から」

返礼品

番　号

寄附

金額2B-01 10,000円以上
「梅の里から」(塩分約9％) 1kg 化粧箱入

甘味と酸味を絶妙なバラン

スに漬け上げた弊社を代表

するブランド品です。

発送時期

通年

紀州南高梅　
　はちみつ梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-08 10,000円以上
紀州南高はちみつ梅（塩分8％）180ｇ×4

紀州南高梅に、はちみつと

りんご酢を加え、さわやか

な味に仕上げました。食べ

やすく、デザートやお茶う

けにも最適です。

発送時期

通年

梅グラッセ、

梅シロップ詰め合せ

返礼品

番　号

寄附

金額2B-11 10,000円以上
梅グラッセ8粒・完熟梅シロップ350ml

南高梅を塩漬けせず、お砂

糖とりんご酢のみで仕上げ

た梅グラッセと梅シロップ

のセットです。

発送時期

通年

紀州梅酒　
720ml×4本入

返礼品

番　号

寄附

金額2B-13 10,000円以上
紀州梅酒　720ml　4本入

紀州産南高梅使用の「本格

梅酒」フルーティな甘さが

人気。アルコール度数は

13％。1本ずつの化粧箱入り。

自宅用又はおすそわけに最

適。

発送時期

通年

紀州産南高梅
       しらら

返礼品

番　号

寄附

金額2B-03 10,000円以上
紀州産南高梅しらら(塩分5％)700ｇ

紀州産南高梅を塩味控えめ

でさっぱりとしたやさしい

甘味に仕上げました。梅干

し本来の美味しさはそのま

ま に、旨 味、甘 味、酸 味、

塩味が絶妙なバランスで合

わさったまろやかな味わい

の梅干です。

発送時期

通年

石神邑　
邑じまんセットⅠ

返礼品

番　号

寄附

金額2B-04 10,000円以上
うす塩味梅干し(塩分約8％)160ｇ・皆平白梅(塩分約20％)160g・しそ漬梅(塩分約

13％)160ｇ・蜜っこ(塩分約5％)160ｇ・みかん梅(塩分約5％)160ｇ

昔ながらの素朴な美味しさ

から、甘味を愉しむオリジ

ナル商品まで、石神邑の梅

干の魅力を詰め込んだセッ

トです。

発送時期

通年

紀州の梅干
「はちみつ辨慶」

返礼品

番　号

寄附

金額2B-07 10,000円以上
紀州の梅干「はちみつ辨慶」(塩分約8％)800ｇ

紀州産南高梅を国産のはちみつ

で漬け込んで仕上げました。ま

ろやかで口あたりの良さは、お

子様からご年配の方まで喜ばれ

ている人気商品です。紀州梅の

会推薦特選梅干です。

発送時期

通年

不動農園の紀州
南高梅セット①

返礼品

番　号

寄附

金額2B-10 10,000円以上
うす塩味梅（塩分10％）350ｇ・はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×2

まろやかな味わいの「うす

塩味梅」と、国産ハチミツ

を使用し、ほんのり甘口に

仕上げた「はちみつ梅」の

セットです。保存やおすそ

分 け に も 便 利 な350ｇ×3

パックです。

発送時期

通年

幸いろいろ
　　３点セット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-05 10,000円以上
幸梅漬(塩分約10％)230ｇ・しそかつお梅(塩分約12％)230ｇ・

白干梅(塩分約20％)230ｇ

幸梅漬･･･梅のおいしさ際立つ

はちみつ入りのうす塩仕上げ。

しそかつお梅･･･上質のしそに

紀州のかつお節で味付けしま

した。

白干梅･･･天然塩でじっくり仕

込んだ梅本来の味わい。

発送時期

通年

紀州南高梅干し　
　　　　村っ子梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-06 10,000円以上
紀州南高梅干し　村っ子梅（塩分約8％）１kg

･数週間かけて秘伝の調味液

に漬け込みまろやかな味に

仕上げています。

発送時期

通年

紀州産南高梅干し　

        まろの梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-02 10,000円以上
紀州産南高梅干し まろの梅甘口梅干し(塩分7％) 900ｇ

紀州産南高梅干しを塩分7％

のうす塩味で甘酸っぱく仕

上げた、食べやすい梅干し。

ご飯、お茶請けにもぴった

り。

発送時期

通年

一梅千日　
　うす塩味梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-09 10,000円以上
一梅千日　うす塩味梅(塩分6％)１kg

紀州産南高梅をオリジナル

の製法で味付けし、大人か

ら子どもまで食べやすい商

品となっております。

発送時期

通年

紀州田辺こだわり

  梅スイーツセット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-12 10,000円以上
プラムL720ml・種なし梅60g・デザート梅の夢150g・うめクッキー80g・

うめぼしグミ40g

おやつにぴったりの梅のお

菓子・ジュースを揃えまし

た。なつかしい味から新し

い味まで、ヘルシーなおや

つタイムをお楽しみくださ

い。

発送時期

通年

季節毎の柑橘ジュースと
南高梅のジュースセット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-15 10,000円以上
季節毎の柑橘（温州ミカン・不知火＜デコポン＞・バレンシア）ジュースと

梅ジュース500ｍｌ詰合せセット　6本入    (※ 柑橘は作柄により異なります）

季節毎の秋津野で収穫され製

造 さ れ た 柑 橘100％ の 生

ジュースお楽しみください。

梅ジュースは秋津野の紀州南

高梅を昔ながらの氷砂糖でシ

ロップを抽出し秋津野の天然

水と合わせた、ほんのりとし

た梅の香りが特徴です。

発送時期

通年

地
域
の
名
産
品
を

　
　

お
届
け
し
ま
す
。

１万円以上の寄附に対する返礼品



１万円以上の寄附に対する返礼品

紀州南高梅
「梅の里から」

返礼品

番　号

寄附

金額2B-01 10,000円以上
「梅の里から」(塩分約9％) 1kg 化粧箱入

甘味と酸味を絶妙なバラン

スに漬け上げた弊社を代表

するブランド品です。

発送時期

通年

紀州南高梅　
　はちみつ梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-08 10,000円以上
紀州南高はちみつ梅（塩分8％）180ｇ×4

紀州南高梅に、はちみつと

りんご酢を加え、さわやか

な味に仕上げました。食べ

やすく、デザートやお茶う

けにも最適です。

発送時期

通年

梅グラッセ、

梅シロップ詰め合せ

返礼品

番　号

寄附

金額2B-11 10,000円以上
梅グラッセ8粒・完熟梅シロップ350ml

南高梅を塩漬けせず、お砂

糖とりんご酢のみで仕上げ

た梅グラッセと梅シロップ

のセットです。

発送時期

通年

紀州梅酒　
720ml×4本入

返礼品

番　号

寄附

金額2B-13 10,000円以上
紀州梅酒　720ml　4本入

紀州産南高梅使用の「本格

梅酒」フルーティな甘さが

人気。アルコール度数は

13％。1本ずつの化粧箱入り。

自宅用又はおすそわけに最

適。

発送時期

通年

紀州産南高梅
       しらら

返礼品

番　号

寄附

金額2B-03 10,000円以上
紀州産南高梅しらら(塩分5％)700ｇ

紀州産南高梅を塩味控えめ

でさっぱりとしたやさしい

甘味に仕上げました。梅干

し本来の美味しさはそのま

ま に、旨 味、甘 味、酸 味、

塩味が絶妙なバランスで合

わさったまろやかな味わい

の梅干です。

発送時期

通年

石神邑　
邑じまんセットⅠ

返礼品

番　号

寄附

金額2B-04 10,000円以上
うす塩味梅干し(塩分約8％)160ｇ・皆平白梅(塩分約20％)160g・しそ漬梅(塩分約

13％)160ｇ・蜜っこ(塩分約5％)160ｇ・みかん梅(塩分約5％)160ｇ

昔ながらの素朴な美味しさ

から、甘味を愉しむオリジ

ナル商品まで、石神邑の梅

干の魅力を詰め込んだセッ

トです。

発送時期

通年

紀州の梅干
「はちみつ辨慶」

返礼品

番　号

寄附

金額2B-07 10,000円以上
紀州の梅干「はちみつ辨慶」(塩分約8％)800ｇ

紀州産南高梅を国産のはちみつ

で漬け込んで仕上げました。ま

ろやかで口あたりの良さは、お

子様からご年配の方まで喜ばれ

ている人気商品です。紀州梅の

会推薦特選梅干です。

発送時期

通年

不動農園の紀州
南高梅セット①

返礼品

番　号

寄附

金額2B-10 10,000円以上
うす塩味梅（塩分10％）350ｇ・はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×2

まろやかな味わいの「うす

塩味梅」と、国産ハチミツ

を使用し、ほんのり甘口に

仕上げた「はちみつ梅」の

セットです。保存やおすそ

分 け に も 便 利 な350ｇ×3

パックです。

発送時期

通年

幸いろいろ
　　３点セット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-05 10,000円以上
幸梅漬(塩分約10％)230ｇ・しそかつお梅(塩分約12％)230ｇ・

白干梅(塩分約20％)230ｇ

幸梅漬･･･梅のおいしさ際立つ

はちみつ入りのうす塩仕上げ。

しそかつお梅･･･上質のしそに

紀州のかつお節で味付けしま

した。

白干梅･･･天然塩でじっくり仕

込んだ梅本来の味わい。

発送時期

通年

紀州南高梅干し　
　　　　村っ子梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-06 10,000円以上
紀州南高梅干し　村っ子梅（塩分約8％）１kg

･数週間かけて秘伝の調味液

に漬け込みまろやかな味に

仕上げています。

発送時期

通年

紀州産南高梅干し　

        まろの梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-02 10,000円以上
紀州産南高梅干し まろの梅甘口梅干し(塩分7％) 900ｇ

紀州産南高梅干しを塩分7％

のうす塩味で甘酸っぱく仕

上げた、食べやすい梅干し。

ご飯、お茶請けにもぴった

り。

発送時期

通年

一梅千日　
　うす塩味梅

返礼品

番　号

寄附

金額2B-09 10,000円以上
一梅千日　うす塩味梅(塩分6％)１kg

紀州産南高梅をオリジナル

の製法で味付けし、大人か

ら子どもまで食べやすい商

品となっております。

発送時期

通年

紀州田辺こだわり

  梅スイーツセット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-12 10,000円以上
プラムL720ml・種なし梅60g・デザート梅の夢150g・うめクッキー80g・

うめぼしグミ40g

おやつにぴったりの梅のお

菓子・ジュースを揃えまし

た。なつかしい味から新し

い味まで、ヘルシーなおや

つタイムをお楽しみくださ

い。

発送時期

通年

季節毎の柑橘ジュースと
南高梅のジュースセット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-15 10,000円以上
季節毎の柑橘（温州ミカン・不知火＜デコポン＞・バレンシア）ジュースと

梅ジュース500ml詰合せセット　6本入   (※柑橘は時期により種類が異なります）

季節毎の秋津野で収穫され製

造 さ れ た 柑 橘100％ の 生

ジュースお楽しみください。

梅ジュースは秋津野の紀州南

高梅を昔ながらの氷砂糖でシ

ロップを抽出し秋津野の天然

水と合わせた、ほんのりとし

た梅の香りが特徴です。

発送時期

通年

地
域
の
名
産
品
を

　
　

お
届
け
し
ま
す
。

１万円以上の寄附に対する返礼品



１万円以上の寄附に対する返礼品

うめ・きんかん
ドリンクセット
（まるごと果実入り）

返礼品

番　号

寄附

金額2B-17 10,000円以上
プレミア和歌山認定の生しいたけ　サイズ2L以上化粧箱入り500ｇ

「龍神マッシュ　生しいたけ化粧箱入り」

ドリンクの中に「うめ」と「き

んかん」の果実をそのまま１個

入れました。紀州特産の肉厚な

梅と紀州名産の丸きんかんの

ジュースのセットです。プレミ

ア和歌山認定推奨品。

発送時期

通年

紀州とろあじ
　　10枚セット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-19 10,000円以上
紀州とろあじ10枚セット

紀州和歌山で水揚げされた

肉厚で脂ののった丸あじ！ 

中骨を丁寧に取り、うす塩

味で仕上げました。 

個包装でお届けいたします。

発送時期

通年

龍神マッシュ　
　生しいたけ
　　　化粧箱入り

返礼品

番　号

寄附

金額2B-16 10,000円以上
うめドリンク8本・きんかんドリンク７本

傘が大きく、肉厚のよりすぐり

の生しいたけです。歯ごたえ、

香りが抜群です。天ぷら、焼き

等お好みでお楽しみいただけま

す。商品は通年ですが、選りす

ぐりの等級の生しいたけのため

数量に限りがございます。

発送時期

通年

熊野米セット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-18 10,000円以上
熊野米　5kg×1袋・300g×2袋　

平成22年度より農商工

連携の認定を受けている

取組「熊野米プロジェク

ト」により誕生しました。

世界遺産を有する熊野の

地で育まれたお米です。

発送時期

通年

八咫烏
だるまさん(大)

返礼品

番　号

寄附

金額2B-28 10,000円以上
八咫烏だるま（大）高さ11.5cm重さ90g・本宮大社受印

熊野シンボル八咫烏を日本
古来のだるまの形に描いた
縁起物。熊野の精神性であ
る神仏習合を体現していま
す。１体１体手作りしたも
のに特別本宮大社の印をい
ただきました。
別途速玉大社や那智大社で
も印をいただけます。

発送時期

通年

純松煙墨紀州墨
(小サイズ)1丁型約15ｇ

返礼品

番　号

寄附

金額2B-29 10,000円以上
純松煙墨紀州墨（小サイズ）1丁型約15ｇ

州に古来より伝わる障子焚

き法で煤を集め、それを

100％使った松煙墨です。日

本で唯一、煤作りから墨ま

で一貫製造しています。

発送時期

通年

熊野のめはり寿し

　詰め合せ16個入

返礼品

番　号

寄附

金額2B-20 10,000円以上
めはり寿し詰め合せ（16個入）おかか8個、しそ昆布8個【冷凍でお届けします】

熊野地方の伝統食で高菜の

葉で米飯を包んだ素朴な味

わいの一品。「目を見はる程

大きい」「目を見はる程おい

しい」というのが名前の由

来になったといわれていま

す。

発送時期

通年

熊野牛肉カレー
　　甘口・辛口
　　各200g×2食

返礼品

番　号

寄附

金額2B-21 10,000円以上
熊野牛肉カレー甘口・辛口　各200ｇ×2食

紀州和歌山の熊野地方で育

てられた熊野牛を贅沢に使

いフルーツと野菜をふんだ

んに加えてじっくり煮込み

ました。大ぶりにカットさ

れた熊野牛はやわらかく豊

かな味わいです。甘口と辛

口をセットに致しました。

発送時期

通年

元祖　柚もなか

返礼品

番　号

寄附

金額2B-24 10,000円以上
元祖　柚もなか15個入り×3箱

この地の柚実に工夫をこら

した「元祖柚もなか」です。

独特の味と香りが上品な甘

味を紡ぎ出します。100年以

上続く当地の名産をお楽し

み下さい。

発送時期

通年

田辺っ子
12個入り2箱セット

鈴屋の
デラックスケーキ
　　　　　15個入

返礼品

番　号

寄附

金額2B-22 10,000円以上
田辺っ子12個入り2箱セット

こだわりの国産バターを

たっぷり使った生地に特製

のクリームをサンドしたお

菓子です。

発送時期

通年

返礼品

番　号

寄附

金額2B-23 10,000円以上
デラックスケーキ　15個入

重みのある特殊なカステラ

に、白いんげん豆が主原料

の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お菓子

です。

発送時期

通年

熊野の
　恵みセット①

返礼品

番　号

寄附

金額2B-26 10,000円以上
備長炭小袋・山菜味噌150ｇ・鉄火みそ200ｇ・番茶80ｇ・かき餅2袋・

干ししいたけ40ｇ・マドレーヌ・地鶏卵(6個入)

霊験あらたかな熊野の地で

生産された特産品熊野の大

地の恵みのセットです。

発送時期

通年

大塔のふるさと
なつかしセット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-27 10,000円以上
大塔の山のはちみつ250ｍｌ・大塔の山里番茶200ｇ・

西村農園三川産ゆずっこ　1袋

山深く、緑豊かな大塔から

山で採れた天然和蜜と山里

で作られた番茶、ゆずの皮

の加工品。故郷のなつかし

い風景を思い出させるよう

な詰合せにしました。

発送時期

通年

紀州備長炭焙煎
「南紀アロマ珈琲」
中挽き600ｇ(缶入り)

返礼品

番　号

寄附

金額2B-25 10,000円以上
南紀アロマ珈琲600ｇ（缶入り）

3種の厳選豆（ブラジル・コ

ロンビア・インドネシア）

を「紀州備長炭」で焙煎し、

雑味のないまろやかなおい

しさを最大限に引き出して

います。

発送時期

通年

１万円以上の寄附に対する返礼品

紀州のふるさとをご堪能ください。



１万円以上の寄附に対する返礼品

うめ・きんかん
ドリンクセット
（まるごと果実入り）

返礼品

番　号

寄附

金額2B-17 10,000円以上
プレミア和歌山認定の生しいたけ　サイズ2L以上化粧箱入り500ｇ

「龍神マッシュ　生しいたけ化粧箱入り」

日ドリンクの中に「うめ」と「き

んかん」の果実をそのまま１個

入れました。紀州特産の肉厚な

梅と紀州名産の丸きんかんの

ジュースのセットです。プレミ

ア和歌山認定推奨品。

発送時期

通年

紀州とろあじ
　　10枚セット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-19 10,000円以上
紀州とろあじ10枚セット

紀州和歌山で水揚げされた

肉厚で脂ののった丸あじ！ 

中骨を丁寧に取り、うす塩

味で仕上げました。 

個包装でお届けいたします。

発送時期

通年

龍神マッシュ　
　生しいたけ
　　　化粧箱入り

返礼品

番　号

寄附

金額2B-16 10,000円以上
うめドリンク8本・きんかんドリンク７本

傘が大きく、肉厚のよりすぐり

の生しいたけです。歯ごたえ、

香りが抜群です。天ぷら、焼き

等お好みでお楽しみいただけま

す。商品は通年ですが、選りす

ぐりの等級の生しいたけのため

数量に限りがございます。

発送時期

通年

熊野米セット

返礼品

番　号

寄附

金額2B-18 10,000円以上
熊野米　5kg×1袋・300g×1袋　

平成22年度より農商工

連携の認定を受けている

取組「熊野米プロジェク

ト」により誕生しました。

世界遺産を有する熊野の

地で育まれたお米です。

発送時期

通年

八咫烏
だるまさん(大)

返礼品

番　号

寄附

金額2B-28 10,000円以上
八咫烏だるま（大）高さ11.5cm重さ90g・本宮大社受印

熊野シンボル八咫烏を日本
古来のだるまの形に描いた
縁起物。熊野の精神性であ
る神仏習合を体現していま
す。１体１体手作りしたも
のに特別本宮大社の印をい
ただきました。
別途速玉大社や那智大社で
も印をいただけます。

発送時期

通年

純松煙墨紀州墨
(小サイズ)1丁型約15ｇ

返礼品

番　号

寄附

金額2B-29 10,000円以上
純松煙墨紀州墨（小サイズ）1丁型約15ｇ

紀州に古来より伝わる障子

焚き法で煤を集め、それを

100％使った松煙墨です。日

本で唯一、煤作りから墨ま

で一貫製造しています。

発送時期

通年

熊野のめはり寿し

　詰め合せ16個入

返礼品

番　号

寄附

金額2B-20 10,000円以上
めはり寿し詰め合せ（16個入）おかか8個、しそ昆布8個【冷凍でお届けします】

熊野地方の伝統食で高菜の葉で

米飯を包んだ素朴な味わいの一

品。「目を見はる程大きい」「目

を見はる程おいしい」というの

が名前の由来になったといわれ

ています。

発送時期

通年

熊野牛肉カレー
　　甘口・辛口
　　各200g×2食

返礼品

番　号

寄附

金額2B-21 10,000円以上
熊野牛肉カレー甘口・辛口　各200ｇ×2食

紀州和歌山の熊野地方で育

てられた熊野牛を贅沢に使

いフルーツと野菜をふんだ

んに加えてじっくり煮込み

ました。大ぶりにカットさ

れた熊野牛はやわらかく豊

かな味わいです。甘口と辛

口をセットに致しました。

発送時期

通年

元祖　柚もなか

返礼品

番　号

寄附

金額2B-24 10,000円以上
元祖　柚もなか15個入り×3箱

この地の柚実に工夫をこら

した「元祖柚もなか」です。

独特の味と香りが上品な甘

味を紡ぎ出します。100年以

上続く当地の名産をお楽し

み下さい。

発送時期

通年

田辺っ子
12個入り2箱セット

鈴屋の
デラックスケーキ
　　　　　15個入

返礼品

番　号

寄附

金額2B-22 10,000円以上
田辺っ子12個入り2箱セット

こだわりの国産バターを

たっぷり使った生地に特性

のクリームをサンドしたお

菓子です。

発送時期

通年

返礼品

番　号

寄附

金額2B-23 10,000円以上
デラックスケーキ　15個入

重みのある特殊なカステラ

に、白いんげん豆が主原料

の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お菓子

です。

発送時期

通年

熊野の
　恵みセット①

返礼品

番　号

寄附

金額2B-26 10,000円以上
備長炭小袋・山菜味噌150ｇ・鉄火みそ200ｇ・番茶80ｇ・かき餅2袋・

干ししいたけ40ｇ・マドレーヌ・地鶏卵(6個入)

霊験あらたかな熊野の地で

生産された特産品熊野の大

地の恵みのセットです。

発送時期

通年

大塔のふるさと
なつかしセット①

返礼品

番　号

寄附

金額2B-27 10,000円以上
大塔の山のはちみつ250ml・大塔の山里番茶200ｇ・

西村農園三川産ゆずっこ　1袋

山深く、緑豊かな大塔から

山で採れた天然和蜜と山里

で作られた番茶、ゆずの皮

の加工品。故郷のなつかし

い風景を思い出させるよう

な詰合せにしました。

発送時期

通年

紀州備長炭焙煎
「南紀アロマ珈琲」
中挽き600ｇ(缶入り)

返礼品

番　号

寄附

金額2B-25 10,000円以上
南紀アロマ珈琲600ｇ（缶入り）

3種の厳選豆（ブラジル・コ

ロンビア・インドネシア）

を「紀州備長炭」で焙煎し、

雑味のないまろやかなおい

しさを最大限に引き出して

います。

発送時期

通年

１万円以上の寄附に対する返礼品

紀州のふるさとをご堪能ください。



ふ
る
さ
と
の
味

紀
州
梅
干
。

２万円以上の寄附に対する返礼品

・返礼品は各価格帯（1万円以上の寄附に対する返礼品、
3万円以上の寄附に対する返礼品、5万円の寄附に対する返礼品）が
わかるように掲載してください。
・返礼品番号順に掲載してください。
・各返礼品の枠の中には、「返礼品番号」、「提供事業者」、
「返礼品タイトル」、「発送時期」、「商品内容」、「商品説明」及び
商品画像を入れてください。

【提供】和×夢 nagomu farm

村っ子梅
　梅フレッシュ
　　　　セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-03 20,000円以上
村っ子梅(塩分約8％)1kg×1個・梅フレッシュ(塩分約5％)1kg×1個

まろやかな味に仕上げた

村っ子梅と、梅本来の風味

を活かしながらも塩分を落

した甘口の梅フレッシュの

セットです。

発送時期

通年

紀州の梅干
「はちみつ辨慶」

返礼品

番　号

寄附

金額2C-04 20,000円以上
紀州の梅干「はちみつ辨慶」(塩分約8％)800ｇ×2個入り

紀州産南高梅を国産のはち

みつで漬け込んで仕上げま

した。まろやかで口あたり

の良さは、お子様からご年

配の方まで喜ばれている人

気商品です。紀州梅の会推

薦特選梅干です。

発送時期

通年

紀州南高梅　
３種類セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-05 20,000円以上
紀州南高梅三栖里の梅（塩分10％）500ｇ・紀州南高梅はちみつ梅（塩分8％）500ｇ・

紀州南高梅土用干梅（塩分21％）500ｇ

紀州南高梅の塩分控えめや、

昔ながらの梅干しを3種類

セットにしました。

発送時期

通年

不動農園の

紀州南高梅セット②

返礼品

番　号

寄附

金額2C-06 20,000円以上
うす塩味梅（塩分10％）350g×3・はちみつ梅（塩分7％）350g×3

発送時期

通年

紀州南高梅
　　３種盛り

返礼品

番　号

寄附

金額2C-02 20,000円以上
紀州手造り梅（塩分約10％）520g・紀州かつお梅（塩分約10％）520g・

紀州南高梅「蜜恋」（塩分約5％）520g

３種類の弊社自慢の南高梅

をセットにしました。一度

に３つの味が楽しめるセッ

トです。

発送時期

通年

紀州南高梅
「梅の里から」

「まろやか」セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-01 20,000円以上
「梅の里から」(塩分約9％)1kg化粧箱入・「まろやか」(塩分約6％)1kg化粧箱入

弊社を代表するブランド品

「梅の里から」とさわやかな

酸味とやさしい甘口に仕上

げた「まろやか」とのセッ

トです。

発送時期

通年

紫宝梅『ミスなでしこ®』／
ビネガーシロップと『甘ちゃん。』

返礼品

番　号

寄附

金額B-001 10,000円以上
①【6月発送】紫宝梅『ミスなでしこ®』青果（4kg）　②【12月発送】『ミスなでしこ

®』ビネガーシロップ（500ml）、小玉温州みかん「甘ちゃん。」55～60個(約3.5kg）

※①もしくは②いずれかを送付します。（「青梅」もしくは「シロップとみかん」のいずれか

となります。）

『ミスなでしこR』は、田辺

市三栖地区中心に市内十数

戸でのみ栽培されている希

少な紫色の梅です。『甘ちゃ

ん。』は甘味が凝縮された小

玉の早生みかんです。

紀州海の幸
詰合せ「牟婁」

返礼品

番　号

寄附

金額C-024 10,000円以上
なんばん焼1枚、ごぼう巻1本、山芋とろろ蒲鉾1本、

紀州地魚ざこ天4枚、紀州田辺の平天3枚、うつぼ小明石煮2袋、うつぼぽりぽり揚2袋

紀州田辺伝統の蒲鉾や紀南

珍味うつぼ加工品等、紀州

の海の幸を存分にお楽しみ

いただけるセットです。

紀州梅を原料としたバラエ

ティ豊かな商品の詰め合わ

せです。

まろやかな味わいの「うす塩

味梅」と、国産ハチミツを使

用し、ほんのり甘口に仕上げ

た「はちみつ梅」のセットです。

保存やおすそ分けにも便利な

350ｇ×6パックです。



２万円以上の寄附に対する返礼品

紀州田辺お米と
ごはんのおともセット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-21 20,000円以上
梅酒邑人紅いも720ml・はちみつ梅250g・熊野米2kg・本格刺身しょうゆ360ml・

きのくに金山寺みそ280g・梅あぶら80g・ごまとかつおのおいしい梅肉100g・

うつぼ小明石煮30g

熊野の美味しいお米とご飯

にぴったりの特産品を詰め

合わせました。身体が喜ぶ

素朴な味は毎日食べても飽

きない美味しさです。

発送時期

通年

大塔のふるさと
なつかしセット②

返礼品

番　号

寄附

金額2C-20 20,000円以上

大塔の山のはちみつ450ml・大塔の山里番茶200g1袋・

稲文の径山寺（きんざんじ）みそ250g・西村農園三川産ゆずっこ1袋

山深く緑豊かな大塔から山

で採れた天然和蜜と山里で

作られた番茶など、故郷の

なつかしい風景を思い出さ

せるような詰合せです。

発送時期

通年

田辺っ子
 12個入り
  4箱セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-15 20,000円以上
田辺っ子12個入り4箱セット

こだわりの国産バターを

たっぷり使った生地に特性

のクリームをサンドしたお

菓子です。

発送時期

通年

うめ・きんかん
ドリンクセット
 (まるごと果実入り)

返礼品

番　号

寄附

金額2C-12 20,000円以上

うめドリンク15本・きんかんドリンク15本

ドリンクの中に「うめ」と「き

んかん」の果実をそのまま

１個入れました。紀州特産

の肉厚な梅と紀州名産の丸

きんかんのジュースのセッ

トです。プレミア和歌山認

定推奨品。

発送時期

通年

元祖　柚もなか
２ヵ月連続頒布

返礼品

番　号

寄附

金額2C-17 20,000円以上
元祖　柚もなか15個入り×3箱　2ヶ月分

この地の柚実に工夫をこら

した「元祖柚もなか」です。

独特の味と香りが上品な甘

味を紡ぎ出します。100年以

上続く当地の名産をお楽し

み下さい。

発送時期

通年

※2ヵ月連続送付

熊野の恵み
セット②

返礼品

番　号

寄附

金額2C-19 20,000円以上
はちみつ450g・備長炭小袋・山菜味噌150g・番茶80g・干ししいたけ40g・地鶏卵(６個入)
・あんちゃんの小梅170ｇ

霊験あらたかな熊野の地で

生産された特産品熊野の大

地の恵みのセットです。

発送時期

通年

紀州備長炭焙煎
「南紀アロマ珈琲」
ドリップバッグコーヒー55P

返礼品

番　号

寄附

金額2C-18 20,000円以上

南紀アロマ珈琲55P（缶入り）

3種の厳選豆（ブラジル・コロ
ンビア・インドネシア）を「紀
州備長炭」で焙煎し、雑味の
ないまろやかなおいしさを最
大限に引き出しています。気
軽に本格コーヒーを楽しめる
ドリップバッグタイプです。

発送時期

通年

※2ヵ月連続送付

鈴屋のデラックスケーキ　
15個入　２ヶ月連続頒布

返礼品

番　号

寄附

金額2C-16 20,000円以上

デラックスケーキ　15個入　2ヶ月分

重みのある特殊なカステラ

に、白いんげん豆が主原料の

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

ティングしたお菓子です。

発送時期

通年

紀州梅酒(赤白)セット
〈紀州梅酒720ml×3本
　･しそ梅酒720ml×3本〉

返礼品

番　号

寄附

金額2C-10 20,000円以上
紀州梅酒　720ml×3本・しそ梅酒720ml×3本

梅の産地ならではの完熟南
高梅をたっぷり使ってじっ
くり熟成させた「紀州梅酒」
と「しそ梅酒」の詰め合わせ。
フルーティな甘さの「紀州
梅酒」とすっきりさわやか
な「しそ梅酒」それぞれの
風味をお楽しみいただけま
す。

発送時期

通年

返礼品

番　号

寄附

金額2C-22 20,000円以上 発送時期

通年

季節毎の柑橘ジュースと
南高梅のジュースセット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-11 20,000円以上
鶯屋蜂蜜梅酒・鶯屋樽仕込梅酒・鶯屋黒牛仕立梅酒・鶯屋にごり梅酒・

鶯屋原酒・鶯屋桃梅酒

季節毎の秋津野で収穫され
製造された柑橘100％の生
ジュースお楽しみください。
梅ジュースは秋津野の紀州
南高梅を昔ながらの氷砂糖
でシロップを抽出し秋津野
の天然水と合わせた、ほん
のりとした梅の香りが特徴
です。

発送時期

通年

紀伊乃国セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-09 20,000円以上
闘鶏権現(日本酒720ml)×2・幸梅漬400g

闘鶏権現…純米酒

　　　　　（国産米使用）

幸梅漬…梅のおいしさが際

立つ、はちみつ入りのうす

塩仕上げ。

発送時期

通年

熊野米と
熊野米缶パンセット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-13 20,000円以上
熊野米５kg×1袋、２kg×1袋・熊野米缶パン４缶

平成22年度より農商工連携

の認定を受けている取組「熊

野米プロジェクト」により

誕生しました。世界遺産を

有する熊野の地で育まれた

お米と熊野米の米粉を使用

した缶パンのセットです。

発送時期

通年

熊野牛肩ロース
 すき焼き400ｇ

返礼品

番　号

寄附

金額2C-14 20,000円以上

熊野牛肩ロースすき焼き　400g 

紀州和歌山県の豊かな自然

の中で育った熊野牛。柔ら

かな肉質と豊かな風味が口

の中に広がり、味わい深い

濃厚な旨味が楽しめます。

その熊野牛の肩ロース肉を

すき焼き用にスライス致し

ました。

発送時期

通年

石神邑　
邑じまんセットⅡ

返礼品

番　号

寄附

金額2C-07 20,000円以上
うす塩味梅干(塩分約8％)500g・蜜っこ(塩分約5％)500g・

うめドレッシング200ml・うめ旨やきたれ228g・うめスープ8包入

和歌山県産南高梅を原料に

した梅干をはじめ、梅加工

品がセットになったバラエ

ティ豊かな詰め合せです。

発送時期

通年

紀州南高完熟梅酒　
「樽」２本セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-08 20,000円以上
紀州南高完熟梅酒　樽　２本セット

フルーティーな香りの完熟

南高梅酒をオーク樽で熟成

させました。完熟梅の芳醇

な香りにオーク樽の完熟香

が加わった香り高く醇醴な

原酒です。

発送時期

通年

紀州鶯屋　
梅酒詰め合わせセット
紀州鶯屋19アイテムの内、

売れ筋の6アイテムを厳選し

て詰め合わせました。他に

はないバリエーションの梅

酒の中でも特に人気のある

商品の詰め合わせです。ま

た、ラベルも非常に個性的

で見る楽しさも。

２万円以上の寄附に対する返礼品

季節毎の柑橘（温州ミカン・不知火〈デコポン〉･バレンシア）ジュース500mlと

梅ジュース500ml詰合せセット　12本入



２万円以上の寄附に対する返礼品

紀州田辺お米と
ごはんのおともセット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-21 20,000円以上
梅酒邑人紅いも720ml・はちみつ梅250g・熊野米2kg・本格刺身しょうゆ360ml・

きのくに金山寺みそ280g・梅あぶら80g・ごまとかつおのおいしい梅肉100g・

うつぼ小明石煮30g

熊野の美味しいお米とご飯

にぴったりの特産品を詰め

合わせました。身体が喜ぶ

素朴な味は毎日食べても飽

きない美味しさです。

発送時期

通年

大塔のふるさと
なつかしセット②

返礼品

番　号

寄附

金額2C-20 20,000円以上

大塔の山のはちみつ450ml・大塔の山里番茶200g1袋・

稲文の径山寺（きんざんじ）みそ250g・西村農園三川産ゆずっこ1袋

山深く緑豊かな大塔から山

で採れた天然和蜜と山里で

作られた番茶など、故郷の

なつかしい風景を思い出さ

せるような詰合せです。

発送時期

通年

田辺っ子
 12個入り
  4箱セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-15 20,000円以上
田辺っ子12個入り4箱セット

こだわりの国産バターを

たっぷり使った生地に特性

のクリームをサンドしたお

菓子です。

発送時期

通年

うめ・きんかん
ドリンクセット
(まるごと果実入り)

返礼品

番　号

寄附

金額2C-12 20,000円以上

うめドリンク15本・きんかんドリンク15本

ドリンクの中に「うめ」と「き

んかん」の果実をそのまま１個

入れました。紀州特産の肉厚な

梅と紀州名産の丸きんかんの

ジュースのセットです。プレミ

ア和歌山認定推奨品。

発送時期

通年

元祖　柚もなか
２ヵ月連続頒布

返礼品

番　号

寄附

金額2C-17 20,000円以上
元祖　柚もなか15個入り×3箱　2ヶ月分

この地の柚実に工夫をこら

した「元祖柚もなか」です。

独特の味と香りが上品な甘

味を紡ぎ出します。100年以

上続く当地の名産をお楽し

み下さい。

発送時期

通年

※2ヵ月連続送付

熊野の恵み
セット②

返礼品

番　号

寄附

金額2C-19 20,000円以上
はちみつ450g・備長炭小袋・山菜味噌150g・番茶80g・干ししいたけ40g・地鶏卵(６個入)
・あんちゃんの小梅170ｇ

霊験あらたかな熊野の地で

生産された特産品熊野の大

地の恵みのセットです。

発送時期

通年

紀州備長炭焙煎
「南紀アロマ珈琲」
ドリップバッグコーヒー55P

返礼品

番　号

寄附

金額2C-18 20,000円以上

南紀アロマ珈琲55P（缶入り）

3種の厳選豆（ブラジル・コロ
ンビア・インドネシア）を「紀
州備長炭」で焙煎し、雑味の
ないまろやかなおいしさを最
大限に引き出しています。気
軽に本格コーヒーを楽しめる
ドリップバッグタイプです。

発送時期

通年

※2ヵ月連続送付

鈴屋のデラックスケーキ　
15個入　２ヶ月連続頒布

返礼品

番　号

寄附

金額2C-16 20,000円以上

デラックスケーキ　15個入　2ヶ月分

重みのある特殊なカステラ

に、白いんげん豆が主原料の

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

ティングしたお菓子です。

発送時期

通年

紀州梅酒(赤白)セット
〈紀州梅酒720ml×3本
　･しそ梅酒720ml×3本〉

返礼品

番　号

寄附

金額2C-10 20,000円以上
紀州梅酒　720ml×3本・しそ梅酒720ml×3本

梅の産地ならではの完熟南
高梅をたっぷり使ってじっ
くり熟成させた「紀州梅酒」
と「しそ梅酒」の詰め合わせ。
フルーティな甘さの「紀州
梅酒」とすっきりさわやか
な「しそ梅酒」それぞれの
風味をお楽しみいただけま
す。

発送時期

通年

返礼品

番　号

寄附

金額2C-22 20,000円以上 発送時期

通年

季節毎の柑橘ジュースと
南高梅のジュースセット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-11 20,000円以上
鶯屋蜂蜜梅酒・鶯屋樽仕込梅酒・鶯屋黒牛仕立梅酒・鶯屋にごり梅酒・

鶯屋原酒・鶯屋桃梅酒

季節毎の秋津野で収穫され
製造された柑橘100％の生
ジュースお楽しみください。
梅ジュースは秋津野の紀州
南高梅を昔ながらの氷砂糖
でシロップを抽出し秋津野
の天然水と合わせた、ほん
のりとした梅の香りが特徴
です。

発送時期

通年

紀伊乃国セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-09 20,000円以上
闘鶏権現(日本酒720ml)×2・幸梅漬400g

闘鶏権現…純米酒

　　　　　（国産米使用）

幸梅漬…梅のおいしさが際

立つ、はちみつ入りのうす

塩仕上げ。

発送時期

通年

熊野米と
熊野米缶パンセット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-13 20,000円以上
熊野米５kg×1袋、２kg×1袋・熊野米缶パン４缶

平成22年度より農商工連携

の認定を受けている取組「熊

野米プロジェクト」により

誕生しました。世界遺産を

有する熊野の地で育まれた

お米と熊野米の米粉を使用

した缶パンのセットです。

発送時期

通年

熊野牛肩ロース
 すき焼き400ｇ

返礼品

番　号

寄附

金額2C-14 20,000円以上

熊野牛肩ロースすき焼き　400g 

紀州和歌山県の豊かな自然

の中で育った熊野牛。柔ら

かな肉質と豊かな風味が口

の中に広がり、味わい深い

濃厚な旨味が楽しめます。

その熊野牛の肩ロース肉を

すき焼き用にスライス致し

ました。

発送時期

通年

石神邑　
邑じまんセットⅡ

返礼品

番　号

寄附

金額2C-07 20,000円以上
うす塩味梅干(塩分約8％)500g・蜜っこ(塩分約5％)500g・

うめドレッシング200ml・うめ旨やきたれ228g・うめスープ8包入

和歌山県産南高梅を原料に

した梅干をはじめ、梅加工

品がセットになったバラエ

ティ豊かな詰め合せです。

発送時期

通年

紀州南高完熟梅酒　
「樽」２本セット

返礼品

番　号

寄附

金額2C-08 20,000円以上
紀州南高完熟梅酒　樽　２本セット

フルーティーな香りの完熟

南高梅酒をオーク樽で熟成

させました。完熟梅の芳醇

な香りにオーク樽の完熟香

が加わった香り高く醇醴な

原酒です。

発送時期

通年

紀州鶯屋　
梅酒詰め合わせセット
紀州鶯屋19アイテムの内、売れ

筋の6アイテムを厳選して詰め合

わせました。他にはないバリエー

ションの梅酒の中でも特に人気

のある商品の詰め合わせです。

また、ラベルも非常に個性的で

見る楽しさも。

２万円以上の寄附に対する返礼品

季節毎の柑橘（温州ミカン・不知火〈デコポン〉･バレンシア）ジュース500mlと

梅ジュース500ml詰合せセット　12本入



２万円以上の寄附に対する返礼品

・返礼品は各価格帯（1万円以上の寄附に対する返礼品、
3万円以上の寄附に対する返礼品、5万円の寄附に対する返礼品）が
わかるように掲載してください。
・返礼品番号順に掲載してください。
・各返礼品の枠の中には、「返礼品番号」、「提供事業者」、
「返礼品タイトル」、「発送時期」、「商品内容」、「商品説明」及び
商品画像を入れてください。

12

和×夢 nagomu farm

【提供】和×夢 nagomu farm

八咫烏
だるまさん(特大)

返礼品

番　号

寄附

金額2C-23 20,000円以上
八咫烏だるま（特大）高さ17cm重さ210g・本宮大社受印

熊野シンボル八咫烏を日本

古来のだるまの形に描いた

縁起物。熊野の精神性であ

る神仏習合を体現していま

す。１体１体手作りしたも

のに特別本宮大社の印をい

ただきました。別途速玉大

社や那智大社でも印をいた

だけます。

発送時期

通年

純松煙墨紀州墨
(小サイズ)１丁型約15g
　　　　と赤青黄の墨

返礼品

番　号

寄附

金額2C-24 20,000円以上
純松煙墨紀州墨(小サイズ)1丁型約15g・赤青黄3色の墨

紀州墨と淡く繊細な色彩の

さわやかな趣のある「色の

墨」。黒い墨や他色と混色す

ることにより多彩な色を作

れます。

発送時期

通年

紀州海の幸
詰合せ「牟婁」

返礼品

番　号

寄附

金額C-024 10,000円以上
なんばん焼1枚、ごぼう巻1本、山芋とろろ蒲鉾1本、

紀州地魚ざこ天4枚、紀州田辺の平天3枚、うつぼ小明石煮2袋、うつぼぽりぽり揚2袋

紀州田辺伝統の蒲鉾や紀南

珍味うつぼ加工品等、紀州

の海の幸を存分にお楽しみ

いただけるセットです。

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た

　
　
　
　
　

ふ
る
さ
と
田
辺



５万円以上の寄附に対する返礼品

熊野牛肩ロース
すき焼き900ｇ

返礼品

番　号

寄附

金額2D-10 50,000円以上
熊野牛肩ロースすき焼き　900g

紀州和歌山県の豊かな自然

の中で育った熊野牛。柔ら

かな肉質と豊かな風味が口

の中に広がり、味わい深い

濃厚な旨味が楽しめます。

その熊野牛の肩ロース肉を

発送時期

通年

鈴屋の
デラックスケーキ
15個入5ヶ月連続頒布

返礼品

番　号

寄附

金額2D-11 50,000円以上
デラックスケーキ　15個入　5ヶ月分

重みのある特殊なカステラ

に、白いんげん豆が主原料

の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お菓子

です。

発送時期

通年

※5ヶ月連続送付

元祖柚もなか・
三徳もなか
　　詰め合わせ

返礼品

番　号

寄附

金額2D-12 50,000円以上
柚もなか30個入×2個・三徳もなか8個入　3か月分

柚実を使用し、100年以上続

く伝統の味の柚もなかと、

国産の大納言小豆を使用し、

風味と旨味がしっかりとし

た三徳もなかのセットです。

発送時期

通年

※3ヶ月連続送付

紀州の梅干
「はちみつ辨慶」

返礼品

番　号

寄附

金額2D-05 50,000円以上
紀州の梅干「はちみつ辨慶」(塩分約8％)700g×6個入り

紀州産南高梅を国産のはち

みつで漬け込んで仕上げま

した。まろやかで口あたり

の良さは、お子様からご年

配の方まで喜ばれている人

気商品です。紀州梅の会推

薦特選梅干です。

発送時期

通年

完熟梅酒
「上芳養」６本

返礼品

番　号

寄附

金額2D-09 50,000円以上

完熟の紀州南高梅を使用し

た梅酒です。和三盆糖で味

を調えたまろやかな口当た

りと、完熟梅ならではの芳

醇な味わいが特徴です。

発送時期

通年

梅屋の
特選梅干セット
　 １kg×４種類

返礼品

番　号

寄附

金額2D-07 50,000円以上
はちみつ梅(塩分8％)1㎏・かつお梅(塩分10％)1㎏・しそ漬梅(塩分8％)1㎏・

梅そのまま(塩分21％)1kg

日本一の梅の里「紀州」より、

選りすぐりの梅干の詰め合

わせ。風味豊かな4種類の味

をお楽しみいただけます。

発送時期

通年

村っ子梅・
梅フレッシュ
　　5個セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-04 50,000円以上
村っ子梅(塩分約8％)1kg×3個・梅フレッシュ(塩分約5％)1kg×2個

まろやかな味に仕上げた

村っ子梅と、梅本来の風味

を活かしながらも塩分を落

した甘口の梅フレッシュの

セットです。

発送時期

通年

紀州南高梅
三栖里木箱・結華

返礼品

番　号

寄附

金額2D-06 50,000円以上
紀州南高梅　三栖里梅木箱（塩分10％）1.1ｋｇ×2個・
紀州南高梅　結華20粒入（塩分10％）

南高梅の中でも特に厳選さ

れた皮が柔らかで果肉が豊

富な大粒の梅の実だけを使

いました。みなさまに味わっ

ていただけるよう、梅干本

来の味わいは残しつつ塩分

をおさえたうす味仕上げ。

発送時期

通年

石神邑　
邑じまんセットⅢ

返礼品

番　号

寄附

金額2D-08 50,000円以上

和歌山県産南高梅を原料に

した人気のバラエティ豊か

な商品詰め合わせです。

うす塩味梅干(塩分約8％)1kg・蜜っこ(塩分約5％)1kg・みかん梅(塩分5%)1㎏・
うめドレッシング200ml・うめ旨やきたれ228g・梅絞り490ml・うめ塩26g

不動の梅酒「上芳養」720ml×6本

熊野の恵み
セット③

返礼品

番　号

寄附

金額2D-14 50,000円以上

霊験あらたかな熊野の地で

生産された特産品熊野の大

地の恵みのセット。

発送時期

通年

備長炭2.5kg・山菜味噌400g・鉄火みそ200g・近露みそ500g・ゆずみそ150g・山椒みそ150g・番茶80g・
香米300g・古代米100g・生椎茸(3～5入)２袋・干ししいたけ40g・牛馬童子せんべい・かき餅・
マドレーヌ4個・地鶏卵6個2パック・なたまめ茶70g・昔ながらの白干し梅1㎏・あんちゃんの小梅・
梅肉ソース260g・梅肉ソースはちみつ梅260g

熊野本宮
　特産品セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-13 50,000円以上

熊野本宮大社の御朱印をいた

だいた熊野和紙・本宮大社の

ご神体「八咫烏」の扇子・熊

野ブランド牛「熊野牛A4 ～

A5ランク」・平安時代から本

宮で栽培されている「音無茶」

釜炒り一番茶・音無茶を使っ

た「おとなしカステラ」

熊野和紙を使った「熊野本宮大社の御朱印」・熊野本宮大社八咫烏「扇子」・
極上熊野牛（500gA5ランク）・音無茶（釜炒り一番茶200g）・おとなしカステラ2個

発送時期

通年

「梅の里から」
「まろやか」
「しそ漬け」
「すい～と」4種セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-01 50,000円以上
梅の里から(塩分約9％)1kg・まろやか(塩分約6％)1kg・しそ漬け(塩分約8％)1kg

・すい～と(塩分約7％)1kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　全て化粧箱入

弊社のブランド「梅の里から」

と、さわやかな酸味とやさし

い甘口の「まろやか」、甘酸っ

ぱく仕上げた「しそ漬け」、

甘口でお子様にも喜んでいた

だける「すい～と」の4種セッ

トです。

発送時期

通年

梅ぼし田舎漬

減塩仕込み９個セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-03 50,000円以上
梅ぼし田舎漬減塩仕込み(塩分11％〉400g×９個

柔らかい果肉の紀州産南高

梅を塩味控えめに漬込みま

した。梅の酸味とかつお節

のまろやかな旨味がバラン

スよく調和した梅干です。

発送時期

通年

紀州南高梅
　４種盛り

返礼品

番　号

寄附

金額2D-02 50,000円以上
紀州手造り梅（塩分約10％）1.1kg・紀州かつお梅（塩分約10％）1.1kg

・紀州しそ漬梅（塩分約11％）1.1kg・紀州はちみつ梅（塩分約7％）1.1kg

４種類の弊社自慢の南高梅

をセットにしました。一度

に４つの味が楽しめるセッ

トです。

発送時期

通年

発送時期

通年

５万円以上の寄附に対する返礼品



５万円以上の寄附に対する返礼品

熊野牛肩ロース
すき焼き900ｇ

返礼品

番　号

寄附

金額2D-10 50,000円以上
熊野牛肩ロースすき焼き　900g

紀州和歌山県の豊かな自然
の中で育った熊野牛。柔ら
かな肉質と豊かな風味が口
の中に広がり、味わい深い
濃厚な旨味が楽しめます。
その熊野牛の肩ロース肉を
すき焼き用にスライス致し
ました。

発送時期

通年

鈴屋の
デラックスケーキ
15個入5ヶ月連続頒布

返礼品

番　号

寄附

金額2D-11 50,000円以上
デラックスケーキ　15個入　5ヶ月分

重みのある特殊なカステラ

に、白いんげん豆が主原料

の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お菓子

です。

発送時期

通年

※5ヶ月連続送付

元祖柚もなか・
三徳もなか
　　詰め合わせ

返礼品

番　号

寄附

金額2D-12 50,000円以上
柚もなか30個入×2個・三徳もなか8個入　3ヶ月分

柚実を使用し、100年以上続

く伝統の味の柚もなかと、

国産の大納言小豆を使用し、

風味と旨味がしっかりとし

た三徳もなかのセットです。

発送時期

通年

※3ヶ月連続送付

紀州の梅干
「はちみつ辨慶」

返礼品

番　号

寄附

金額2D-05 50,000円以上
紀州の梅干「はちみつ辨慶」(塩分約8％)700g×6個入り

紀州産南高梅を国産のはち

みつで漬け込んで仕上げま

した。まろやかで口あたり

の良さは、お子様からご年

配の方まで喜ばれている人

気商品です。紀州梅の会推

薦特選梅干です。

発送時期

通年

完熟梅酒
「上芳養」６本

返礼品

番　号

寄附

金額2D-09 50,000円以上

完熟の紀州南高梅を使用し

た梅酒です。和三盆糖で味

を調えたまろやかな口当た

りと、完熟梅ならではの芳

醇な味わいが特徴です。

発送時期

通年

梅屋の
特選梅干セット
　 １kg×４種類

返礼品

番　号

寄附

金額2D-07 50,000円以上
はちみつ梅(塩分8％)1㎏・かつお梅(塩分10％)1㎏・しそ漬梅(塩分8％)1㎏・

梅そのまま(塩分21％)1kg

日本一の梅の里「紀州」より、

選りすぐりの梅干の詰め合

わせ。風味豊かな4種類の味

をお楽しみいただけます。

発送時期

通年

村っ子梅・
梅フレッシュ
　　5個セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-04 50,000円以上
村っ子梅(塩分約8％)1kg×3個・梅フレッシュ(塩分約5％)1kg×2個

まろやかな味に仕上げた

村っ子梅と、梅本来の風味

を活かしながらも塩分を落

した甘口の梅フレッシュの

セットです。

発送時期

通年

紀州南高梅
三栖里木箱・結華

返礼品

番　号

寄附

金額2D-06 50,000円以上
紀州南高梅　三栖里梅木箱（塩分10％）1.1ｋｇ×2個・
紀州南高梅　結華20粒入（塩分10％）

南高梅の中でも特に厳選さ

れた皮が柔らかで果肉が豊

富な大粒の梅の実だけを使

いました。みなさまに味わっ

ていただけるよう、梅干本

来の味わいは残しつつ塩分

をおさえたうす味仕上げ。

発送時期

通年

石神邑　
邑じまんセットⅢ

返礼品

番　号

寄附

金額2D-08 50,000円以上

和歌山県産南高梅を原料に

した人気のバラエティ豊か

な商品詰め合わせです。

うす塩味梅干(塩分約8％)1kg・蜜っこ(塩分約5％)1kg・みかん梅(塩分5%)1㎏・
うめドレッシング200ml・うめ旨やきたれ228g・梅絞り490ml・うめ塩26g

不動の梅酒「上芳養」720ml×6本

熊野の恵み
セット③

返礼品

番　号

寄附

金額2D-14 50,000円以上

霊験あらたかな熊野の地で

生産された特産品熊野の大

地の恵みのセット。

発送時期

通年

備長炭2.5kg・山菜味噌400g・鉄火みそ200g・近露みそ500g・ゆずみそ150g・山椒みそ150g・番茶80g・
香米300g・古代米100g・生椎茸(3～5入)２袋・干ししいたけ40g・牛馬童子せんべい・かき餅・
マドレーヌ4個・地鶏卵6個2パック・なたまめ茶70g・昔ながらの白干し梅1㎏・あんちゃんの小梅・
梅肉ソース260g・梅肉ソースはちみつ梅260g

熊野本宮
　特産品セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-13 50,000円以上

熊野本宮大社の御朱印をいた

だいた熊野和紙・本宮大社の

ご神体「八咫烏」の扇子・熊

野ブランド牛「熊野牛A4 ～

A5ランク」・平安時代から本

宮で栽培されている「音無茶」

釜炒り一番茶・音無茶を使っ

た「おとなしカステラ」

熊野和紙を使った「熊野本宮大社の御朱印」・熊野本宮大社八咫烏「扇子」・
極上熊野牛（500gA5ランク）・音無茶（釜炒り一番茶200g）・おとなしカステラ2個

発送時期

通年

「梅の里から」
「まろやか」
「しそ漬け」
「すい～と」4種セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-01 50,000円以上
梅の里から(塩分約9％)1kg・まろやか(塩分約6％)1kg・しそ漬け(塩分約8％)1kg

・すい～と(塩分約7％)1kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　全て化粧箱入

弊社のブランド「梅の里から」

と、さわやかな酸味とやさしい

甘口の「まろやか」、甘酸っぱ

く仕上げた「しそ漬け」、甘口

でお子様にも喜んでいただける

「すい～と」の4種セットです。

発送時期

通年

梅ぼし田舎漬

減塩仕込み９個セット

返礼品

番　号

寄附

金額2D-03 50,000円以上
梅ぼし田舎漬減塩仕込み(塩分11％〉400g×９個

柔らかい果肉の紀州産南高梅を

塩味控えめに漬込みました。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梅

干です。

発送時期

通年

紀州南高梅
　４種盛り

返礼品

番　号

寄附

金額2D-02 50,000円以上
紀州手造り梅（塩分約10％）1.1kg・紀州かつお梅（塩分約10％）1.1kg

・紀州しそ漬梅（塩分約11％）1.1kg・紀州はちみつ梅（塩分約7％）1.1kg

４種類の弊社自慢の南高梅

をセットにしました。一度

に４つの味が楽しめるセッ

トです。

発送時期

通年

発送時期

通年

５万円以上の寄附に対する返礼品



５万円以上の寄附に対する返礼品

返礼品

番　号

寄附

金額2D-15 50,000円以上
紀州南高完熟梅酒「樽」720ml・鶯屋橙梅酒720ml・一梅千日無糖梅酒720ml・

プラムL720ml・熊野米5kg・紀州の梅干わらべ風味500g・種なし梅60g・きのくに金山

寺みそ280g・本格刺身しょうゆ360ml・うつぼぽりぽり揚げ30g・みかんジャム

発送時期

通年

返礼品

番　号

寄附

金額A-002 50,000円以上

紀州田辺こだわり
　　特産品セット
紀州田辺の特産品を幅広く

詰め合わせました。３種類

の梅酒は、原酒・無糖・橙

果汁入りと食べ比べも楽し

いセットになっています。

返礼品

番　号

寄附

金額2D-16 50,000円以上
八咫烏だるま（特々大）高さ28cm重さ780g・本宮大社受印

発送時期

通年

八咫烏
だるまさん(特々大)
熊野シンボル八咫烏を日本
古来のだるまの形に描いた
縁起物。熊野の精神性であ
る神仏習合を体現していま
す。１体１体手作りしたも
のに特別本宮大社の印をい
ただきました。別途速玉大
社や那智大社でも印をいた
だけます。

返礼品

番　号

寄附

金額2D-17 50,000円以上
紀州煙墨紀州墨(小サイズ)1丁型約15g・彩煙墨虹色セット(8色)

発送時期

通年

純松煙墨紀州墨
(小サイズ)1丁型約15ｇ
と虹色セット(8色)
紀州墨と淡く繊細な色彩の
さわやかな趣のある「色の
墨」。黒い墨や他色と混色す
ることにより多彩な色を作
れます。




