
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。

一定額以上寄附された方のうち希望される方には、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【　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　】
　　　　　　　品番【　　　　―　　　  】  品名【　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　】
　　　　　　　品番【　　　　―　　　  】  品名【　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　】

１　希望する使途（いずれか一つを選択してください。）

2　寄附金額

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）

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　E-mail:tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp

□　２つの世界遺産  ～世界文化遺産（熊野古道）・世界農業遺産（梅システム）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。）
□　自治体にお任せ（指定なし）上記事業などに活用させていただきます。

円

※こちらも必ずご回答（ご選択）ください。

□  特例を利用する
□  特例を利用しない

フ リ ガ ナ

氏名／名称

住所／所在地 〒

電 話 番 号
（携帯等）

＜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？

令和　　年　　月　　日

ふるさと田辺応援寄附金申出書

「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。

□　納付書払：後日、郵便局やコンビニエンスストアなどでお使いいただける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：令和　　　年　　　月　　　日　　　時頃
※クレジット決済などの電子決済をご希望の方はインターネットからお申込ください。
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ふるさと田辺応援寄附金のご案内

　平成17年５月１日に５つの市町村（田辺市、龍神村、中辺路町、大塔村、本宮町）の合併により誕生した田
辺市は、黒潮洗う田辺湾、緑豊かな紀伊山地とその山々を源とする大小の河川等、様々な自然の中ではぐく
まれた歴史や文化など多くの地域資源を有しています。
　私たちは、これらを大切にしたまちづくりを進めるとともに、貴重な財源として未来へと継承していき
たいと考えています。
　こうした活動への温かいご支援をお待ちしています。この機会に皆様との絆が生まれることを望んで
います。

ふるさと納税とは、ふるさとへの「寄附金」です。
“田辺が好き”“田辺の力になりたい”そんな思いを形にできます。
「寄附金」で田辺を応援いただきますと所得税や、今お住まいの自治体の住民税が控除されます。
寄附いただいたお礼の気持ちとして田辺市の魅力を感じていただける品をご用意しております。

所得税・住民税それぞれどの割合で還付・控除されるのか？
給与収入400万円の独身者または共働きの方が4万円を寄付
した場合、実質負担2千円を差し引いた金額が所得税と住民税
からの還付・控除対象になり、内訳は下記の計算のとおりです。
（右のAさんの場合）

ふるさと納税  還付・控除額の計算方法

寄附の申出

証明書の発行・
　返礼品の送付

税額控除の手続き

田辺市への入金が確認でき次第、寄附金受領証明書を発行し郵送いたします。
入金方法によって、最長1ヵ月ほどお時間を頂く場合がございます。
田辺市への入金が確認でき次第、順次返礼品を発送いたします。
※入金の時期などにより証明書と返礼品の到着が前後する場合がございます。

確定申告をされる方
お送りする寄附金受領証明書を税務署へ提出してください。

確定申告をしない方
申請時に「ワンストップ特例を利用する」と申出いただいた方に
お送りする、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を
ご記入の上提出ください。（提出期限：寄附をした翌年1月10日まで）

・❶＋❷＋❸の合計額・・・38,000円が控除の対象となります。
※ワンストップ特例を申請された方は、所得税からの控除分が住民税からの控除に充てられます。
・上記の金額は一例で、控除対象となる上限額は年間の給与収入、家族構成により異なります。

「ふるさと田辺応援寄附金（ふるさと納税）」制度とは… ふるさと田辺を応援してください

寄附金の活用方法

ふるさと納税制度による寄附金税制について

寄附の方法について

（40,000-2,000）×（５％×1.021）＝1,940円
[控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額などの40％が上限です。]

❶ 所得税及び復興特別所得税からの控除

（40,000-2,000）×10％＝3,800円　　　　　　　
[控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額などの30％が上限です。]

❷ 住民税からの控除（基本分）

（40,000-2,000）×（90％-5.105％）＝32,260円　
[住民税からの控除（特例分）は、住民税所得割額の2割が限度です。]

❸ 住民税からの控除（特例分）

控除額
自己負担
2,000円

ふるさと納税

1 2 3

確定申告をする必要のない給与所得者の方がふるさと納税による寄附をする場合に、寄附先団体の数が5以下で、確定申告をしない場合に限り、
各寄附先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。

（注）税額控除を受けるためにはいずれかの手続きが必ず必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
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２つの世界遺産
～世界文化遺産（熊野古道）・世界農業遺産（梅システム）関連事業～
世界文化遺産“熊野古道”の恒久的な保存や、世界農業遺産に認定
された循環する自然環境を活かした農業システム“みなべ・たなべの
梅システム”の保全などに活用させていただきます。

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～

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～

【Aさん】
・給与収入400万円（給与所得　2,660,000円）
・社会保険料控除600,000円（収入の15%と仮定）
・基礎控除　380,000円
・所得税率　５％
　※所得税率は所得金額及び控除額によって
　　異なります。
・寄付額計　4万円

証明書の発行

返礼品の発送

寄附金の入金
◆納付書払い：専用用紙をお持ちいただき、金融機関、
　コンビニエンスストアでご納付ください。
◆口座振込：指定口座まで寄附金額をお振り込みください。
　※振込手数料は別途ご負担いただきます。
◆現金書留：裏表紙下段に記載の連絡先まで送付願います。
◆持参：田辺市役所、又は各行政局まで直接お持ちください。
　申出時に来庁予定時間をお伝えください。

2.郵送、FAXから
裏面の申出用紙にご記入いただき、
下記窓口まで郵送、又はFAXでお送りください。

寄附金の入金
寄附金の入金
◆クレジットカード決済（ポータルサイト経由のみ） 
　申込完了後に起動するフォームに入力し手続きを
　完了してください。

1.インターネットから
 田辺市HPに掲載のポータルサイトからお進みください。
http://www.city.tanabe.lg.jp/furusato/

1

2

3

4

環境・森林保全やリサイクルなど循環型社会づくりに活用させてい
ただきます。

地域の活性化に活用させていただきます。（田辺、龍神、中辺路、大
塔、本宮の地域を選択いただけます。）

子育て支援や学校教育、高齢者福祉の充実に活用させていただき
ます。

翁の功績を讃えるための事業、資料の調査・研究に活用させていた
だきます。
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世界遺産のまち 田辺市

「みなべ・田辺の梅システム」は、
2015年12月15日、FAO（国連食糧農業機関）の
GIAHS運営・科学合同委員会で、世界農業遺産に認定されました。
　田辺市と隣町のみなべ町を含めた地域は日本一の梅の生産地です。400年前から脈々と受け継がれてきた梅の栽培方
法は、循環する自然環境を活かした農業システム”みなべ・田辺の梅システム”として世界農業遺産の認定を受けています。

聖地巡礼を導く
悠久の自然を守りたい
聖地巡礼を導く
悠久の自然を守りたい

　この地域で栽培されている梅の多くの品種は自家受粉で
きないため、他種の梅を近くに植え、その花粉で受粉させま
す。その受粉を担うのはニホンミツバチです。花の少ない早
春に満開となる梅は、地域に生息するミツバチにとって貴
重なミツの供給源となります。

　日本屈指の梅生産地である田辺市では、炭の原料となる
薪炭林を残しつつ梅の木を植えてきました。炭焼き職人は
薪炭林を択伐という方法で手入れします。細い幹は残し、炭
焼きに必要な太さの幹だけ伐採しています。こうして管理、
整備している里山は水源涵養や崩落防止の機能を持ち、急
傾斜地を活用した農業を可能にしています。

薪炭林を構成するウバメ
ガシやアラカシなどは、
プロの料理人からも愛用
される、紀州備長炭の原
料として使われる。

　里山を適切に整備、管理することで、裾野の地域にも、水
源の確保や、土砂崩れ防止などの自然環境の維持といった
好循環を生み出しています。ため池には多種の動植物が生
息しやすい環境をつくり、水田や畑では多用な農作物の栽
培を可能にしています。

　地域に古くから継承されてきた農業とそれに関わって育まれてきた文化、土地利用、技術、景観、それを取り巻く生物多
様性の保全と活用を目的に世界的に重要な地域を、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が認定する仕組み。環境の変化に適応しな
がら保全・活用し、次世代に継承していくことを目的としている。
　世界で22ヶ国62地域、その内日本は11地域が認定されている。（令和2年6月現在）

世界農業遺産（GIAHS）とは

梅栽培を中心とする自然と共生した循環的農業システムが、里山、里地の豊かな自然環境の
保全、生物の多様性を次世代へと継承していくことができます。

ニホンミツバチとの共生1

　深い山々が重なりあう紀伊山地は、神話の時代から神々が鎮まる特別な地域と考えられ、その後も仏教や修験道がこの
地に根づいた結果、紀伊山地には「熊野三山」「高野山」「吉野・大峯」の三つの霊場とそこに至る参詣道が生まれ、日本の宗
教・文化の発展に大きな影響を与えました。
　この三つの霊場を結ぶ参詣道のうち「熊野三山」へ通じる祈りの道を熊野古道と呼びます。熊野三山の熊野本宮大社、熊
野速玉大社、熊野那智大社への参詣は平安時代に始まり、室町時代まで盛んに行われ、多くの人々が列をなして歩んだこと
から「蟻の熊野詣」と形容されました。近世には、熊野三山を含む西国巡礼のルートともなりました。
　田辺市には、熊野古道が良好な状態で多く残されており、世界遺産に登録されている古道の延長は約65.5キロメートル
に及びます。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」と田辺市1

　古道沿いの森林の大半はスギやヒノキの植林地ですが、近年は土地所有者や森林管理者の高齢化・後継者不足により、間
伐などの適切な管理ができない森林が増えたことから、土砂崩れや倒木が起こりやすくなり、熊野古道の文化的景観や古
道そのものに影響を与える恐れがでてきました。

熊野古道をとりまく森の今2

　田辺市では、世界遺産に登録された熊野古道の文化的景観を保全し、次世代
につないでいくために、「熊野古道の森を守り育む未来基金」、通称「くまもり募
金」を創設しました。この「くまもり募金」を活用して熊野古道周辺の森林等の
購入や間伐など、適正な維持管理を主体的に行っていきます。

田辺市の取り組み3 多様な生態系を保つ

急傾斜地を利用した農業

～里山が育み、人がつなぐ、梅づくり～
「みなべ・田辺の梅システム」「紀伊山地の霊場と参詣道」

世界遺産 世界農業遺産

返礼品として実際に熊野古道歩きを体験できるプランも
ご用意しております。（P6）

3

2

森林の手入れを行っている様子

でふるさと納税 世界に誇る文化的景観の
保全にご協力ください。

返礼品にたなべ自慢の梅干し、梅酒など、梅を使った逸品を多種ご用意しています。（P8～）

熊野那智大社
青岸渡寺
那智大滝
那智原始林

【くまもり募金に関するお問い合わせ】

田辺市  企画広報課  たなべ営業室

に



紀伊民報購読

提供：田辺市熊野ツーリズムビューロー

提供：㈱紀伊民報

郵便局のみまもりサービス 提供：日本郵便株式会社

“ふるさと”の新聞を連日、ご覧いただけます。

世界遺産の道 語り部と歩く熊野古道ウォークの旅 提供：県立神島高等学校地域の魅力を伝えたい～高校生開発商品の詰め合わせ～

返礼品
番　号 A-21 寄附

金額 5,000円以上

返礼品
番　号 A-31 寄附

金額 60,000円以上

返礼品
番　号 A-01 寄附

金額 100,000円以上

語り部と歩く熊野古道ウォーク
【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）
※28の宿泊施設よりお選びいただけます。

プラン1

返礼品
番　号 A-02 寄附

金額 200,000円以上

語り部と歩く熊野古道ウォーク
【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）
※55の宿泊施設よりお選びいただけます。

プラン2

返礼品
番　号 A-03 寄附

金額 150,000円以上

熊野フリープラン
【1組2名様】田辺市内での宿泊（1泊2食付き）
※市内を自由に散策するプランです。
※58の宿泊施設よりお選びいただけます

《市内を自由に観光したいという方へ》
プラン3

返礼品
番　号 A-04 寄附

金額 70,000円以上

おひとり様限定熊野フリープラン
【1名様】田辺市内での宿泊（1泊2食付き）
※市内を自由に散策するプランです。
※53の宿泊施設よりお選びいただけます。

《おひとり様で自由に観光したいという方へ》
プラン4

寄附日の翌月初発行分から1ヵ月間ご覧いただけます。
紀伊民報購読1ヵ月分

返礼品
番　号 A-11 寄附

金額 8,000円以上

寄附日の翌月初発行分から4ヵ月間ご覧いただけます。
紀伊民報購読4ヵ月分

返礼品
番　号 A-12 寄附

金額 30,000円以上

寄附日の翌月初発行分から7ヵ月間ご覧いただけます。
紀伊民報購読7ヵ月分

返礼品
番　号 A-13 寄附

金額 50,000円以上

郵便局のみまもりサービス
利用期間 6か月間
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田 辺 市 か ら の 贈 り 物

●本プランには宿泊（1泊分）と夕・朝食が含まれます。プラン①・②の熊野古道ウォークには、２日目の昼食（お弁当）及び語り部代金が含まれていま
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、年末年始等）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。●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。

※みまもりを受ける方が田辺市に居住していること、みまもりを
受ける方や、メールでの報告を受ける方の利用同意を事前に
行っていただきます。

※お申し込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただ
けない場合やサービスをご利用になられる方の都合などにより
サービスが提供されない場合があります。この場合でも寄附金
を返金することは致しませんので、ご了承ください。

※寄附金のご入金確認後、契約手続きのためご登録いただいた
氏名、住所、電話番号などの情報は日本郵便株式会社に提供
されます。

各
プ
ラ
ン
共
通
情
報

●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、配達の確認などで事業者、配
送業者から直接連絡させていただく事があります。

●返礼品には当該事業者のチラシなど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。

●発送時期が限定されている返礼品については、発送時期までに市への入金が確定できない場合、他の返礼品へ変更をお願いすることがあります。
●詰め合わせなどの返礼品については、一部内容を変更する場合があります。
●原則、返礼品の到着時期や時間の指定はできませんが生もの等については、事業所から個別にご都合をお伺いさせていただく事があります。
●申出いただいた方と返礼品送付先を別にすることは可能ですが、中元、歳暮など贈答用での対応は致しかねますのでご了承ください。
●長期ご不在等で返礼品をお受取りできない場合、消費期限などの関係で、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切らせていただく事があります。

基
本
共
通
情
報

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110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、郵送または電子版でお手元までお届けします。[※電子版をご希望の方
は、後日メールアドレスをお伺いします。]

地元高校生が商品開発を通して地域と関わり、地域とともに成長する。そんな
目的のため実施されている商品開発プロジェクト「神島屋」。そこで生まれた商
品をセットでお届けします。

田辺市で暮らすご家族の自宅に、
郵便局社員が毎月１回訪問し、
生活状況を確認して、その結果を
ご家族様へお知らせするサービスです。

梅やきとりのたれ
平成26年度に開発したこの商品は、地域内外で大人気となっている梅やきとりを地域ブランド化することを
目的に開発した商品です。やきとり以外にも様々な料理に活用できます。（簡単なレシピブックを添えさせてい
ただきます。）

ミニすぎツリー
令和２年度に実施した「ツリープロジェクト」イベント資金を集めるためのクラウドファンディングにおける返
礼品として開発した商品です。デザインのかわいらしさだけでなく、「小さな杉」と「ちっちゃすぎ」をかけた
キャッチーなネーミングも魅力です。

紀州材のコースター
平成30年度より継続的に取り組んでいる「木の国わかやまプロジェクト」での取り組みをＰＲする目的で開発し
た紀州材を用いたオリジナルのコースターです。紀州材の肌触りの良さが特長となっています。

●本プランや熊野古道、田辺市の観光情報に関するお問合せ

〒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   Email: info@tb-kumano.jp
http://www.tb-kumano.jp/

一般社団法人 田辺市熊野ツーリズムビューロー

●みまもりサービスに関する問い合わせ

TEL.0120-23-28-86　平日9：00～21：00　土・日・祝9：00～17：00

日本郵便株式会社

田辺市からの贈り物

※AセットBセットからお選びいただきます。

Aセット  梅やきとりのたれ×1本・ミニすぎツリー×1個
Bセット  梅やきとりのたれ×2本・紀州材のコースター×2個

A

B



紀伊民報購読

提供：田辺市熊野ツーリズムビューロー

提供：㈱紀伊民報

郵便局のみまもりサービス 提供：日本郵便株式会社

“ふるさと”の新聞を連日、ご覧いただけます。

世界遺産の道 語り部と歩く熊野古道ウォークの旅 提供：県立神島高等学校地域の魅力を伝えたい～高校生開発商品の詰め合わせ～

返礼品
番　号 A-21 寄附

金額 5,000円以上

返礼品
番　号 A-31 寄附

金額 60,000円以上

返礼品
番　号 A-01 寄附

金額 100,000円以上

語り部と歩く熊野古道ウォーク
【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）
※28の宿泊施設よりお選びいただけます。

プラン1

返礼品
番　号 A-02 寄附

金額 200,000円以上

語り部と歩く熊野古道ウォーク
【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）
※55の宿泊施設よりお選びいただけます。

プラン2

返礼品
番　号 A-03 寄附

金額 150,000円以上

熊野フリープラン
【1組2名様】田辺市内での宿泊（1泊2食付き）
※市内を自由に散策するプランです。
※58の宿泊施設よりお選びいただけます

《市内を自由に観光したいという方へ》
プラン3

返礼品
番　号 A-04 寄附

金額 70,000円以上

おひとり様限定熊野フリープラン
【1名様】田辺市内での宿泊（1泊2食付き）
※市内を自由に散策するプランです。
※53の宿泊施設よりお選びいただけます。

《おひとり様で自由に観光したいという方へ》
プラン4

寄附日の翌月初発行分から1ヵ月間ご覧いただけます。
紀伊民報購読1ヵ月分

返礼品
番　号 A-11 寄附

金額 8,000円以上

寄附日の翌月初発行分から4ヵ月間ご覧いただけます。
紀伊民報購読4ヵ月分

返礼品
番　号 A-12 寄附

金額 30,000円以上

寄附日の翌月初発行分から7ヵ月間ご覧いただけます。
紀伊民報購読7ヵ月分

返礼品
番　号 A-13 寄附

金額 50,000円以上

郵便局のみまもりサービス
利用期間 6か月間
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田 辺 市 か ら の 贈 り 物

●本プランには宿泊（1泊分）と夕・朝食が含まれます。プラン①・②の熊野古道ウォークには、２日目の昼食（お弁当）及び語り部代金が含まれていま
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、年末年始等）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。●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。

※みまもりを受ける方が田辺市に居住していること、みまもりを
受ける方や、メールでの報告を受ける方の利用同意を事前に
行っていただきます。

※お申し込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただ
けない場合やサービスをご利用になられる方の都合などにより
サービスが提供されない場合があります。この場合でも寄附金
を返金することは致しませんので、ご了承ください。

※寄附金のご入金確認後、契約手続きのためご登録いただいた
氏名、住所、電話番号などの情報は日本郵便株式会社に提供
されます。

各
プ
ラ
ン
共
通
情
報

●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、配達の確認などで事業者、配
送業者から直接連絡させていただく事があります。

●返礼品には当該事業者のチラシなど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。

●発送時期が限定されている返礼品については、発送時期までに市への入金が確定できない場合、他の返礼品へ変更をお願いすることがあります。
●詰め合わせなどの返礼品については、一部内容を変更する場合があります。
●原則、返礼品の到着時期や時間の指定はできませんが生もの等については、事業所から個別にご都合をお伺いさせていただく事があります。
●申出いただいた方と返礼品送付先を別にすることは可能ですが、中元、歳暮など贈答用での対応は致しかねますのでご了承ください。
●長期ご不在等で返礼品をお受取りできない場合、消費期限などの関係で、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切らせていただく事があります。

基
本
共
通
情
報

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110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、郵送または電子版でお手元までお届けします。[※電子版をご希望の方
は、後日メールアドレスをお伺いします。]

地元高校生が商品開発を通して地域と関わり、地域とともに成長する。そんな
目的のため実施されている商品開発プロジェクト「神島屋」。そこで生まれた商
品をセットでお届けします。

田辺市で暮らすご家族の自宅に、
郵便局社員が毎月１回訪問し、
生活状況を確認して、その結果を
ご家族様へお知らせするサービスです。

梅やきとりのたれ
平成26年度に開発したこの商品は、地域内外で大人気となっている梅やきとりを地域ブランド化することを
目的に開発した商品です。やきとり以外にも様々な料理に活用できます。（簡単なレシピブックを添えさせてい
ただきます。）

ミニすぎツリー
令和２年度に実施した「ツリープロジェクト」イベント資金を集めるためのクラウドファンディングにおける返
礼品として開発した商品です。デザインのかわいらしさだけでなく、「小さな杉」と「ちっちゃすぎ」をかけた
キャッチーなネーミングも魅力です。

紀州材のコースター
平成30年度より継続的に取り組んでいる「木の国わかやまプロジェクト」での取り組みをＰＲする目的で開発し
た紀州材を用いたオリジナルのコースターです。紀州材の肌触りの良さが特長となっています。

●本プランや熊野古道、田辺市の観光情報に関するお問合せ

〒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   Email: info@tb-kumano.jp
http://www.tb-kumano.jp/

一般社団法人 田辺市熊野ツーリズムビューロー

●みまもりサービスに関する問い合わせ

TEL.0120-23-28-86　平日9：00～21：00　土・日・祝9：00～17：00

日本郵便株式会社

田辺市からの贈り物

※AセットBセットからお選びいただきます。

Aセット  梅やきとりのたれ×1本・ミニすぎツリー×1個
Bセット  梅やきとりのたれ×2本・紀州材のコースター×2個

A

B
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1万円以上の寄附に対する返礼品

B-01

紀州南高梅を蜂蜜とレモンパウダーで漬
けこみました。塩分も3％と低塩となっ
ています。南高梅の持つ羽二重餅のよう
なとろける食感に、爽やかなレモンの香
りと蜂蜜の甘みが醸し出すフルーティな
味わいを是非お楽しみください。スイー
ツ感覚でお召し上がりいただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ

紀州南高梅使用のしそ梅は、天然の深
紅に染められた昔ながらの梅干です。
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です。

昔ながらのしょっぱい梅干（しそ梅）700g
●提供：㈱池本商店　　　●発送時期：通年
●内容：しそ梅700ｇ（赤しそ150ｇ入、塩分約20％）

返礼品
番　号 B-02

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。

紀州南高梅「梅の里から」返礼品
番　号 B-03

紀州産南高梅を低塩の５％に仕上げ、
蜂蜜入りの調味液にじっくりと漬け
込み仕上げました。甘酸っぱ～い味わ
いは、お子様からご年配の方までどな
た様にもお楽しみいただけます。

紀州南高梅「蜜恋」

●提供：㈱稲垣商事　　　●発送時期：通年
●内容：「梅の里から」（塩分9％）800ｇ　化粧箱入り

返礼品
番　号 B-04

紀州田辺産の南高梅を塩だけで漬け
込み干し上げた酸っぱい、しょっぱい
梅干。
昔ながらの梅干し好きにはたまらな
い逸品。減塩方法、料理レシピ付き。

紀州田辺産　南高梅の白干し梅
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：通年
●内容：紀州田辺産　南高梅の白干し梅中粒（塩分22％）1.3ｋｇ

返礼品
番　号 B-06

数週間かけて秘伝の調味液に漬込み、
さっぱりとしたまろやかな味に仕上
げています。
ご飯のお供、お茶請けにぜひご賞味く
ださい。

紀州南高梅　村っ子梅1.1kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ

返礼品
番　号 B-07

紀州南高梅の中でも上質な皮が薄く
果肉が柔らかな梅の実だけを使用し、
はちみつとリンゴ酢で優しい味わい
の塩分8％に仕上げた甘すぎないは
ちみつ梅。

紀州南高梅　はちみつ梅
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅　はちみつ梅（塩分8％）180ｇ×4個

返礼品
番　号 B-08

紀州産南高梅をオリジナルの製法で
味付けし、大人からお子様まで食べや
すい商品に仕上げています。

一梅千日うす塩味梅（塩分6％）
●提供：㈲紀州うめまさ　　　●発送時期：通年
●内容：一梅千日うす塩味梅（塩分6％）1ｋｇ

返礼品
番　号 B-09

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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）800ｇ

●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「蜜恋」（塩分約5％）400ｇ×2

返礼品
番　号 B-05

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。

不動農園の紀州南高梅セット①
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅（塩分10％）350ｇ、はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×2個

返礼品
番　号 B-12

南高梅にはちみつを加えて漬け込む
ことで、すっぱいのが苦手な方でもま
ろやかな甘味とほどよい酸味を味わ
えるはちみつ梅干しです。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ

返礼品
番　号 B-13

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
生した、世界遺産を有する熊野の地で育ま
れたお米です。
梅の産地である特徴を生かし、梅干しの調
味液で雑草を抑制し、農薬を極力減らして
安全・安心な米をつくることができました。

熊野米セット5.6㎏セット
●提供：㈱たがみ　　　●発送時期：通年
●内容：熊野米5ｋｇ、熊野米300ｇ×2個

返礼品
番　号 B-14

自然豊かな和歌山で化学薬品を一切使用せず安心安全をお届けし
たいとの思いから手間をかけて栽培した栄養豊富なきくらげです。
中国では漢方薬としても認識されるきくらげ、特に白いきくらげは
女性に食べていただきたいです。
中華料理にはもちろん、鍋やサラダ、刺し身のようにもお楽しみい
ただけます。

「夢のきくらげ」白いきくらげ・あらげきくらげセット（生・乾燥）
●提供：伏菟野きくらげ生産組合　　　●発送時期：6月～9月　　　
●申込期限：2021/9/15
●内容：生白いきくらげ100g、生あらげきくらげ100g、乾燥白いきくらげ12g、乾燥あらげきくらげ（ホール）18g

返礼品
番　号 B-16

高い標高のぶどう畑で、一房ひと房丁寧
に育てたシャインマスカットです。粒選
りの果肉からは、たっぷりの甘さと果汁
が口の中に広がります。種がないので食
べやすくお子様にも人気の逸品です。

粒選り　紀州田辺のシャインマスカット
●提供：産直市場よってっていなり本館　　　●発送時期：10月中旬～11月　
●申込期限：2021/10/1
●内容：田辺市秋津川産のシャインマスカット　2房～3房　約1.2ｋｇ入

返礼品
番　号 B-17

みかん栽培に適した和歌山県田辺市。
その中でも、ひなた地区のみかん栽培の歴史
は古く、おいしいみかんが作られています。
山間部で寒暖差の大きいこの土地では、甘み
と酸味が程よいバランスのみかんに仕上が
ります。

ひなたのみかん　5kg
●提供：岡本農園　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30　
●内容：温州みかん 5kg

返礼品
番　号 B-18

みかん栽培のプロ達が、みかんの樹の持つ力を発揮させ、おいしく仕上
げています。
梅と柑橘の産地、上芳養地区の日向（ひなた）の里で収穫したマルチ栽培
みかんです。
白いシートを地面に敷き、雨水を通しにくくすると共に太陽の光を反射
させるマルチ栽培によって、味が濃く美味しいみかんに仕上がります。

日向屋みかん　5kg
●提供：㈱日向屋　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30
●内容：温州みかん 5kg

返礼品
番　号 B-19

11月末まで【樹上完熟】させた「早生温州み
かん」の中でも旨味が濃縮されている小玉
果【2Sサイズ：直径50～55mm】4kg【果実
個数：約65果程度】を発送
収穫選別後、数日間予措を図って、食味適期
に商品発送

ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」【小玉みかん】4kg
●提供：和×夢 nagomu farm　　　●発送時期：12月上中旬
●申込期限：2021/11/20
●内容：ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」【小玉みかん】4ｋｇ（65個程度）

返礼品
番　号 B-15

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。

紀州産南高梅　しらら
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：紀州産南高梅　しらら（塩分5％）　700ｇ（350ℊ×2入）

B-11返礼品
番　号

石神邑じまんの梅干を5種類セレク
トしたセット商品。一番人気の「うす
塩味」、はちみつ使用の「蜜っこ」、みか
ん果汁で仕込んだ「みかん梅」、昔なが
らのしょっぱい「白干梅」、紫蘇の風味
あざやかな「しそ漬梅」

石神邑　邑じまんセットⅠ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8％）160ｇ、蜜っこ（塩分5％）160ｇ、みかん梅（塩分5％）160ｇ、
　　　　 香壌栽培の白干梅（塩分20%）160g、しそ漬梅干（塩分13％）160ｇ

B-10返礼品
番　号

返礼品
番　号

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※

天候・生育状況等により代替品（みかん等）をお
送りする場合がございます。また、生育状況に
より発送時期が前後する場合がございます。

※

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※

1万円以上の寄付に対する返礼品

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※
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1万円以上の寄附に対する返礼品

B-01

紀州南高梅を蜂蜜とレモンパウダーで漬
けこみました。塩分も3％と低塩となっ
ています。南高梅の持つ羽二重餅のよう
なとろける食感に、爽やかなレモンの香
りと蜂蜜の甘みが醸し出すフルーティな
味わいを是非お楽しみください。スイー
ツ感覚でお召し上がりいただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ

紀州南高梅使用のしそ梅は、天然の深
紅に染められた昔ながらの梅干です。
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です。

昔ながらのしょっぱい梅干（しそ梅）700g
●提供：㈱池本商店　　　●発送時期：通年
●内容：しそ梅700ｇ（赤しそ150ｇ入、塩分約20％）

返礼品
番　号 B-02

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。

紀州南高梅「梅の里から」返礼品
番　号 B-03

紀州産南高梅を低塩の５％に仕上げ、
蜂蜜入りの調味液にじっくりと漬け
込み仕上げました。甘酸っぱ～い味わ
いは、お子様からご年配の方までどな
た様にもお楽しみいただけます。

紀州南高梅「蜜恋」

●提供：㈱稲垣商事　　　●発送時期：通年
●内容：「梅の里から」（塩分9％）800ｇ　化粧箱入り

返礼品
番　号 B-04

紀州田辺産の南高梅を塩だけで漬け
込み干し上げた酸っぱい、しょっぱい
梅干。
昔ながらの梅干し好きにはたまらな
い逸品。減塩方法、料理レシピ付き。

紀州田辺産　南高梅の白干し梅
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：通年
●内容：紀州田辺産　南高梅の白干し梅中粒（塩分22％）1.3ｋｇ

返礼品
番　号 B-06

数週間かけて秘伝の調味液に漬込み、
さっぱりとしたまろやかな味に仕上
げています。
ご飯のお供、お茶請けにぜひご賞味く
ださい。

紀州南高梅　村っ子梅1.1kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ

返礼品
番　号 B-07

紀州南高梅の中でも上質な皮が薄く
果肉が柔らかな梅の実だけを使用し、
はちみつとリンゴ酢で優しい味わい
の塩分8％に仕上げた甘すぎないは
ちみつ梅。

紀州南高梅　はちみつ梅
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅　はちみつ梅（塩分8％）180ｇ×4個

返礼品
番　号 B-08

紀州産南高梅をオリジナルの製法で
味付けし、大人からお子様まで食べや
すい商品に仕上げています。

一梅千日うす塩味梅（塩分6％）
●提供：㈲紀州うめまさ　　　●発送時期：通年
●内容：一梅千日うす塩味梅（塩分6％）1ｋｇ

返礼品
番　号 B-09

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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）800ｇ

●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「蜜恋」（塩分約5％）400ｇ×2

返礼品
番　号 B-05

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。

不動農園の紀州南高梅セット①
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅（塩分10％）350ｇ、はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×2個

返礼品
番　号 B-12

南高梅にはちみつを加えて漬け込む
ことで、すっぱいのが苦手な方でもま
ろやかな甘味とほどよい酸味を味わ
えるはちみつ梅干しです。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ

返礼品
番　号 B-13

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
生した、世界遺産を有する熊野の地で育ま
れたお米です。
梅の産地である特徴を生かし、梅干しの調
味液で雑草を抑制し、農薬を極力減らして
安全・安心な米をつくることができました。

熊野米セット5.6㎏セット
●提供：㈱たがみ　　　●発送時期：通年
●内容：熊野米5ｋｇ、熊野米300ｇ×2個

返礼品
番　号 B-14

自然豊かな和歌山で化学薬品を一切使用せず安心安全をお届けし
たいとの思いから手間をかけて栽培した栄養豊富なきくらげです。
中国では漢方薬としても認識されるきくらげ、特に白いきくらげは
女性に食べていただきたいです。
中華料理にはもちろん、鍋やサラダ、刺し身のようにもお楽しみい
ただけます。

「夢のきくらげ」白いきくらげ・あらげきくらげセット（生・乾燥）
●提供：伏菟野きくらげ生産組合　　　●発送時期：6月～9月　　　
●申込期限：2021/9/15
●内容：生白いきくらげ100g、生あらげきくらげ100g、乾燥白いきくらげ12g、乾燥あらげきくらげ（ホール）18g

返礼品
番　号 B-16

高い標高のぶどう畑で、一房ひと房丁寧
に育てたシャインマスカットです。粒選
りの果肉からは、たっぷりの甘さと果汁
が口の中に広がります。種がないので食
べやすくお子様にも人気の逸品です。

粒選り　紀州田辺のシャインマスカット
●提供：産直市場よってっていなり本館　　　●発送時期：10月中旬～11月　
●申込期限：2021/10/1
●内容：田辺市秋津川産のシャインマスカット　2房～3房　約1.2ｋｇ入

返礼品
番　号 B-17

みかん栽培に適した和歌山県田辺市。
その中でも、ひなた地区のみかん栽培の歴史
は古く、おいしいみかんが作られています。
山間部で寒暖差の大きいこの土地では、甘み
と酸味が程よいバランスのみかんに仕上が
ります。

ひなたのみかん　5kg
●提供：岡本農園　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30　
●内容：温州みかん 5kg

返礼品
番　号 B-18

みかん栽培のプロ達が、みかんの樹の持つ力を発揮させ、おいしく仕上
げています。
梅と柑橘の産地、上芳養地区の日向（ひなた）の里で収穫したマルチ栽培
みかんです。
白いシートを地面に敷き、雨水を通しにくくすると共に太陽の光を反射
させるマルチ栽培によって、味が濃く美味しいみかんに仕上がります。

日向屋みかん　5kg
●提供：㈱日向屋　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30
●内容：温州みかん 5kg

返礼品
番　号 B-19

11月末まで【樹上完熟】させた「早生温州み
かん」の中でも旨味が濃縮されている小玉
果【2Sサイズ：直径50～55mm】4kg【果実
個数：約65果程度】を発送
収穫選別後、数日間予措を図って、食味適期
に商品発送

ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」【小玉みかん】4kg
●提供：和×夢 nagomu farm　　　●発送時期：12月上中旬
●申込期限：2021/11/20
●内容：ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」【小玉みかん】4ｋｇ（65個程度）

返礼品
番　号 B-15

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。

紀州産南高梅　しらら
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：紀州産南高梅　しらら（塩分5％）　700ｇ（350ℊ×2入）

B-11返礼品
番　号

石神邑じまんの梅干を5種類セレク
トしたセット商品。一番人気の「うす
塩味」、はちみつ使用の「蜜っこ」、みか
ん果汁で仕込んだ「みかん梅」、昔なが
らのしょっぱい「白干梅」、紫蘇の風味
あざやかな「しそ漬梅」

石神邑　邑じまんセットⅠ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8％）160ｇ、蜜っこ（塩分5％）160ｇ、みかん梅（塩分5％）160ｇ、
　　　　 香壌栽培の白干梅（塩分20%）160g、しそ漬梅干（塩分13％）160ｇ

B-10返礼品
番　号

返礼品
番　号

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※

天候・生育状況等により代替品（みかん等）をお
送りする場合がございます。また、生育状況に
より発送時期が前後する場合がございます。

※

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※

1万円以上の寄付に対する返礼品

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が前後する場
合があります。

※
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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

返礼品
番　号

紀州田辺産天然鹿肉です。
鹿肉のロース、モモをバーベキューに最適
の食べ応えある厚みにカットしました。
ベテランの解体職人が、生きた状態から精
肉まで一貫して加工を行うため、臭みの少
ない上質なジビエ肉となっています。

鹿肉バーベキューセット
●提供：紀州ジビエ生産販売企業組合　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：鹿肉ローススライス（3ミリ）400g、鹿肉モモスライス（3ミリ）400g

B-21

遺伝子組み換えでない厳選素材を集
め自家配合し、竹林で採取した土着菌
や、天然の有用性微生物で発酵させた
自家製発酵飼料で、愛情をたっぷり込
めて育てています。
広々とした鶏舎でのびのびと暮らす
元気な鶏のたまごです。

とりとんファームの平飼いたまご10個入り×6パック
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年
●内容：鶏卵10個入り×6パック

B-20

「紀州熊野の名水」を使用した麦芽100%のビール。
ふくよかな麦芽の風味や控えめなホップの香りを
楽しんでいただける「GOLD」（ゴールド）、濃色麦芽
の甘味に柑橘系ホップの苦味・香りを際立たせた

「COPPER」（コパー）、良質な苦みと奥行きのある
香りを楽しんでいただける「IPA」（アイピーエー）
のセットです。

田辺市唯一のクラフトビール3種類6本セット
●提供：ボイジャーブルーイング㈱　　　●発送時期：通年
●内容：GOLD（アルコール度数5.5%）330ml×2本、COPPER（アルコール度数6%）330ml×2本、
　　　　IPA（アルコール度数6.5%）330ml×2本

B-22

「農山漁村の宝」にも選定されている地域ブラ
ンド米「熊野米」を100％使用し辛口ですっき
りとした味わいの日本酒です。熊野の清らか
さ、田辺の爽やかさを表現しています。
紀州の歴史と風土に思いをはせ、大切な人と
交わる時間をお過ごしいただければと思いま
す。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定100セット
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16%）720ｍｌ、熊野米2ｋｇ

返礼品
番　号 B-23

『紀州梅酒』は、2020年10月GI「和歌
山梅酒」に認定されました。紀州産南
高梅の素材の良さを大切に、爽やかで
スッキリとした味わいに仕上げてい
ます。食前・食中酒として、また、くつ
ろぎのひと時にお楽しみいただけま
す。

紀州梅酒　720ｍｌ×4本入
●提供：㈱梅屋　　　●発送時期：通年
●内容：紀州梅酒（アルコール度数13％）720ｍｌ×4本入
　　　

返礼品
番　号 B-24

創業80年の老舗鰻屋と梅農家がコラボ
し、「鰻と梅の相性の良さを証明できな
いか」をテーマとして作り出した商品。
自慢の国産鰻と産地ならではの3種類
の南高梅を味を変えながら食べていく
楽しい商品に仕上がっています。

紀州南高梅ひつまぶし
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：紀州南高梅ひつまぶしセット2食入り

返礼品
番　号 B-26

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
やわらかくその豊かな味わいはフルーツと野菜か
ら引き出された甘さとも見事に調和しています。
熊野牛肉カレーの甘口と辛口をセットに致しまし
た。

熊野牛肉カレー甘口・辛口　各2食
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年
●内容：熊野牛肉カレー　甘口・辛口　各200ｇ×2食

返礼品
番　号 B-27

重みのある特殊なカステラに、白いん
げん豆を主原料につくったジャムを
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ています。
1個の大きさは約5cm四方、高さ約
3cmのケーキです。秋篠宮殿下・紀子
妃殿下お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年
●内容：デラックスケーキ15個入り

返礼品
番　号 B-28

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。

田辺っ子12個入り2箱セット
●提供：七福堂　　　●発送時期：通年
●内容：田辺っ子12個入り×2箱

返礼品
番　号 B-29

しそで漬けた梅を梅肉にして、しその
葉をまぜこんでいます。
おにぎりの具材や料理にもお使いい
ただけます。
チューブタイプの容器で小分けして
いますので使い勝手も良いです。

練り梅セット
●提供：（ノウ）熊野ファーム　　　●発送時期：通年
●内容：練り梅180ｇ×5本

返礼品
番　号 B-25

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」で飲み飽きしない味で大好評です。
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
ました。ほんのりとした梅の香りがお口に広がりま
す。さわやかなジュースに仕上がっています。

紀州産ミカンジュースと南高梅のジュースセット
●提供：㈱きてら　　　●発送時期：通年
●内容：季節毎の柑橘（温州みかん・不知火＜デコポン＞・バレンシア等）ジュース500ｍｌ×3本、
　　　　梅ジュース500ｍｌ×3本

返礼品
番　号 B-32

ブラジル・インドネシア・コロンビアの３種の厳選豆
を南紀特産品「紀州備長炭」で焙煎し、ブレンドして
います。紀州備長炭の力強くも柔らかな火力が豆を
均一にふっくらと焼き上げ、「まろやかさ」と「雑味の
ない透明感のあるテイスト」を最大限に引き出して
います。ふくよかでありながら、すっきりとしたコク
とやわらかな苦み、芳醇な香りをお愉しみください。

紀州備長炭焙煎「南紀アロマ珈琲」中挽600ｇ（缶入り）
●提供：㈱モリカワ　　　●発送時期：通年
●内容：「南紀アロマ珈琲」中挽600ｇ（缶入り）

返礼品
番　号 B-33

紀州特産の肉厚な「梅」と紀州名産の
「丸きんかん」の果実がまるごと1個
入っているジュースです。
プレミア和歌山認定推奨品。

うめ・きんかんドリンクセット（まるごと果実入り）
●提供：㈱アセロラフーズ　　　●発送時期：通年
●内容：うめドリンク8本、きんかんドリンク7本

返礼品
番　号 B-34

中辺路地域の特産品の9点セットで
す。

中辺路ふるさとセット①
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年
●内容：備長炭小袋、山菜味噌150ｇ、鉄火みそ200ｇ、番茶80ｇ、かき餅、香り米300ｇ、
　　　　干ししいたけ40ｇ、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）

返礼品
番　号 B-36

清流の大塔三川地区で育ったお米と
地元産野菜を使用した金山寺みそ、地
元のお母さんがていねいに天日干し
をした白干梅（昔ながらのすっぱい
梅）を詰め合わせました。

大塔のふるさとなつかしセット①
●提供：大塔村商工会　　　●発送時期：通年
●内容：清流の大塔で作られたお米4ｋｇ、稲文醸造金山寺（径山寺）みそ250ｇ、
　　　　大塔の梅で作った天日干白干梅

返礼品
番　号 B-37

職人こだわりの元で作られ、まさに【炭の中の炭】、
世界に誇る田辺市の芸術品「紀州備長炭」です。
季節、焼き加減、湿度などで様々な顔を見せる紀州
備長炭は唯一無二の存在です。浄水効果、消臭効果
が高く、飲料水、ペットのお水、アクアリウムにも
オススメです。ご自宅に居ながらプチパワース
ポットを体験できます。

龍之泉®　紀州備長炭　癒し　３点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定300セット
●内容：カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）、
　　　　 紀州備長炭ロング3本（約17ｃｍ～20ｃｍ）、紀州備長炭ショート１本（約10ｃｍ）

返礼品
番　号 B-38

地元産の山桜でできたお箸大小2膳
セットです。素材を生かしたシンプル
なつくりで、お使いになる方を選びま
せん。お祝いのプレゼントにもぴった
りです。

木の椅子工房G.WORKSの『山桜のお箸ペアセット』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：箸　長さ24ｃｍ、21ｃｍ　各1膳（材質：ヤマザクラ）

返礼品
番　号 B-39

大麦と発酵菌を原料にした純粋玄麦
の醸造黒酢に紀州南高梅の梅酢と南
紀白浜富田の水をバランスよく配合
し、はちみつとりんご果汁、梅エキス
を加えてストレートタイプに仕上げ
た飲みやすい黒酢飲料です。

はちみつ梅黒酢720ml×2本
●提供：㈱丸惣　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ梅黒酢720ml×2本

返礼品
番　号 B-35

当地の柚を使用し、紀州備長炭の原料
となる「ウバメガシ」の薪でじっくり
炊き上げた柚あんを使用しています。
独特の味と香りが上品な甘みを紡ぎ
出します。100年以上続く伝統の味を
お楽しみください。

元祖 柚もなか
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年
●内容：元祖　柚もなか15個入×3箱

B-31返礼品
番　号

紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包み、極薄の
もなか種で挟み仕上げた上品なお菓
子です。

三万五千石　12個入
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●内容：三万五千石　12個入　

B-30返礼品
番　号

返礼品
番　号

返礼品
番　号

返礼品
番　号

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持ちします。※

柑橘は時期により種類が異なります。※
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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

返礼品
番　号

紀州田辺産天然鹿肉です。
鹿肉のロース、モモをバーベキューに最適
の食べ応えある厚みにカットしました。
ベテランの解体職人が、生きた状態から精
肉まで一貫して加工を行うため、臭みの少
ない上質なジビエ肉となっています。

鹿肉バーベキューセット
●提供：紀州ジビエ生産販売企業組合　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：鹿肉ローススライス（3ミリ）400g、鹿肉モモスライス（3ミリ）400g

B-21

遺伝子組み換えでない厳選素材を集
め自家配合し、竹林で採取した土着菌
や、天然の有用性微生物で発酵させた
自家製発酵飼料で、愛情をたっぷり込
めて育てています。
広々とした鶏舎でのびのびと暮らす
元気な鶏のたまごです。

とりとんファームの平飼いたまご10個入り×6パック
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年
●内容：鶏卵10個入り×6パック

B-20

「紀州熊野の名水」を使用した麦芽100%のビール。
ふくよかな麦芽の風味や控えめなホップの香りを
楽しんでいただける「GOLD」（ゴールド）、濃色麦芽
の甘味に柑橘系ホップの苦味・香りを際立たせた

「COPPER」（コパー）、良質な苦みと奥行きのある
香りを楽しんでいただける「IPA」（アイピーエー）
のセットです。

田辺市唯一のクラフトビール3種類6本セット
●提供：ボイジャーブルーイング㈱　　　●発送時期：通年
●内容：GOLD（アルコール度数5.5%）330ml×2本、COPPER（アルコール度数6%）330ml×2本、
　　　　IPA（アルコール度数6.5%）330ml×2本

B-22

「農山漁村の宝」にも選定されている地域ブラ
ンド米「熊野米」を100％使用し辛口ですっき
りとした味わいの日本酒です。熊野の清らか
さ、田辺の爽やかさを表現しています。
紀州の歴史と風土に思いをはせ、大切な人と
交わる時間をお過ごしいただければと思いま
す。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定100セット
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16%）720ｍｌ、熊野米2ｋｇ

返礼品
番　号 B-23

『紀州梅酒』は、2020年10月GI「和歌
山梅酒」に認定されました。紀州産南
高梅の素材の良さを大切に、爽やかで
スッキリとした味わいに仕上げてい
ます。食前・食中酒として、また、くつ
ろぎのひと時にお楽しみいただけま
す。

紀州梅酒　720ｍｌ×4本入
●提供：㈱梅屋　　　●発送時期：通年
●内容：紀州梅酒（アルコール度数13％）720ｍｌ×4本入
　　　

返礼品
番　号 B-24

創業80年の老舗鰻屋と梅農家がコラボ
し、「鰻と梅の相性の良さを証明できな
いか」をテーマとして作り出した商品。
自慢の国産鰻と産地ならではの3種類
の南高梅を味を変えながら食べていく
楽しい商品に仕上がっています。

紀州南高梅ひつまぶし
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：紀州南高梅ひつまぶしセット2食入り

返礼品
番　号 B-26

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
やわらかくその豊かな味わいはフルーツと野菜か
ら引き出された甘さとも見事に調和しています。
熊野牛肉カレーの甘口と辛口をセットに致しまし
た。

熊野牛肉カレー甘口・辛口　各2食
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年
●内容：熊野牛肉カレー　甘口・辛口　各200ｇ×2食

返礼品
番　号 B-27

重みのある特殊なカステラに、白いん
げん豆を主原料につくったジャムを
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ています。
1個の大きさは約5cm四方、高さ約
3cmのケーキです。秋篠宮殿下・紀子
妃殿下お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年
●内容：デラックスケーキ15個入り

返礼品
番　号 B-28

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。

田辺っ子12個入り2箱セット
●提供：七福堂　　　●発送時期：通年
●内容：田辺っ子12個入り×2箱

返礼品
番　号 B-29

しそで漬けた梅を梅肉にして、しその
葉をまぜこんでいます。
おにぎりの具材や料理にもお使いい
ただけます。
チューブタイプの容器で小分けして
いますので使い勝手も良いです。

練り梅セット
●提供：（ノウ）熊野ファーム　　　●発送時期：通年
●内容：練り梅180ｇ×5本

返礼品
番　号 B-25

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」で飲み飽きしない味で大好評です。
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
ました。ほんのりとした梅の香りがお口に広がりま
す。さわやかなジュースに仕上がっています。

紀州産ミカンジュースと南高梅のジュースセット
●提供：㈱きてら　　　●発送時期：通年
●内容：季節毎の柑橘（温州みかん・不知火＜デコポン＞・バレンシア等）ジュース500ｍｌ×3本、
　　　　梅ジュース500ｍｌ×3本

返礼品
番　号 B-32

ブラジル・インドネシア・コロンビアの３種の厳選豆
を南紀特産品「紀州備長炭」で焙煎し、ブレンドして
います。紀州備長炭の力強くも柔らかな火力が豆を
均一にふっくらと焼き上げ、「まろやかさ」と「雑味の
ない透明感のあるテイスト」を最大限に引き出して
います。ふくよかでありながら、すっきりとしたコク
とやわらかな苦み、芳醇な香りをお愉しみください。

紀州備長炭焙煎「南紀アロマ珈琲」中挽600ｇ（缶入り）
●提供：㈱モリカワ　　　●発送時期：通年
●内容：「南紀アロマ珈琲」中挽600ｇ（缶入り）

返礼品
番　号 B-33

紀州特産の肉厚な「梅」と紀州名産の
「丸きんかん」の果実がまるごと1個
入っているジュースです。
プレミア和歌山認定推奨品。

うめ・きんかんドリンクセット（まるごと果実入り）
●提供：㈱アセロラフーズ　　　●発送時期：通年
●内容：うめドリンク8本、きんかんドリンク7本

返礼品
番　号 B-34

中辺路地域の特産品の9点セットで
す。

中辺路ふるさとセット①
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年
●内容：備長炭小袋、山菜味噌150ｇ、鉄火みそ200ｇ、番茶80ｇ、かき餅、香り米300ｇ、
　　　　干ししいたけ40ｇ、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）

返礼品
番　号 B-36

清流の大塔三川地区で育ったお米と
地元産野菜を使用した金山寺みそ、地
元のお母さんがていねいに天日干し
をした白干梅（昔ながらのすっぱい
梅）を詰め合わせました。

大塔のふるさとなつかしセット①
●提供：大塔村商工会　　　●発送時期：通年
●内容：清流の大塔で作られたお米4ｋｇ、稲文醸造金山寺（径山寺）みそ250ｇ、
　　　　大塔の梅で作った天日干白干梅

返礼品
番　号 B-37

職人こだわりの元で作られ、まさに【炭の中の炭】、
世界に誇る田辺市の芸術品「紀州備長炭」です。
季節、焼き加減、湿度などで様々な顔を見せる紀州
備長炭は唯一無二の存在です。浄水効果、消臭効果
が高く、飲料水、ペットのお水、アクアリウムにも
オススメです。ご自宅に居ながらプチパワース
ポットを体験できます。

龍之泉®　紀州備長炭　癒し　３点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定300セット
●内容：カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）、
　　　　 紀州備長炭ロング3本（約17ｃｍ～20ｃｍ）、紀州備長炭ショート１本（約10ｃｍ）

返礼品
番　号 B-38

地元産の山桜でできたお箸大小2膳
セットです。素材を生かしたシンプル
なつくりで、お使いになる方を選びま
せん。お祝いのプレゼントにもぴった
りです。

木の椅子工房G.WORKSの『山桜のお箸ペアセット』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：箸　長さ24ｃｍ、21ｃｍ　各1膳（材質：ヤマザクラ）

返礼品
番　号 B-39

大麦と発酵菌を原料にした純粋玄麦
の醸造黒酢に紀州南高梅の梅酢と南
紀白浜富田の水をバランスよく配合
し、はちみつとりんご果汁、梅エキス
を加えてストレートタイプに仕上げ
た飲みやすい黒酢飲料です。

はちみつ梅黒酢720ml×2本
●提供：㈱丸惣　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ梅黒酢720ml×2本

返礼品
番　号 B-35

当地の柚を使用し、紀州備長炭の原料
となる「ウバメガシ」の薪でじっくり
炊き上げた柚あんを使用しています。
独特の味と香りが上品な甘みを紡ぎ
出します。100年以上続く伝統の味を
お楽しみください。

元祖 柚もなか
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年
●内容：元祖　柚もなか15個入×3箱

B-31返礼品
番　号

紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包み、極薄の
もなか種で挟み仕上げた上品なお菓
子です。

三万五千石　12個入
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●内容：三万五千石　12個入　

B-30返礼品
番　号

返礼品
番　号

返礼品
番　号

返礼品
番　号

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持ちします。※

柑橘は時期により種類が異なります。※
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1万円以上の寄附に対する返礼品

13

弊社を代表するブランド品
「梅の里から」とさわやかな
酸味とやさしい甘さに仕上
げた「まろやか」とのセット
です。

紀州南高梅「梅の里から」「まろやか」セット
●提供：㈱稲垣商事　　　●発送時期：通年
●内容：「梅の里から」（塩分9％）800ｇ　化粧箱入り、
　　　　「まろやか」（塩分6％）800ｇ　化粧箱入り

返礼品
番　号 C-03

紀州紅梅園自慢の３品を
セットにしました。スタン
ダードな「手造り梅」や、ご
飯に大変よく合う「かつお
梅」、低塩でお子様やご年配
の方などどなた様にも人気
の「蜜恋」の３種セットで
す。

紀州南高梅3種盛り
●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州手造り梅（塩分約10％）520ｇ、紀州かつお梅（塩分約8％）520ｇ、
　　　　紀州南高梅「蜜恋」（塩分約5％）520ｇ

返礼品
番　号 C-04

さっぱりとしたまろやかな
味に仕上げた村っ子梅と、
梅本来の風味を活かしなが
らも塩分を落とした甘口仕
上げの梅フレッシュとの
セットです。

紀州南高梅セット2.2kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ、梅フレッシュ（塩分約5％）1.1ｋｇ

返礼品
番　号 C-05

贈答ギフトでも人気の「熊
野の梅」の2種セットにな
ります。
甘いはちみつ味と爽やかな
しそ味は、人気の味です。

熊野の梅2種セット
●提供：（ノウ）熊野ファーム　　　●発送時期：通年
●内容：熊野の梅はちみつ（塩分8％）1ｋｇ、熊野の梅しそ（塩分11％）1ｋｇ

返礼品
番　号 C-06

伝統的な製法で漬けこみ、
天日干しで仕上げた昔なが
らの梅と塩だけの、すっぱ
い梅干です。梅本来の味わ
いをお楽しみいただけま
す。

紀州南高梅　土用干梅
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅　土用干梅（塩分21％）700ｇ×3個

返礼品
番　号 C-07

南高梅にはちみつを加えて
漬け込むことで、すっぱい
のが苦手な方でもまろやか
な甘味とほどよい酸味を味
わえるはちみつ梅干しと、
南高梅を天然塩だけで漬け
込んだ完全無添加で梅本来
の風味を味わえる昔ながら
の天然梅干しのセットで
す。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ、白干（天然干、塩分約20～25％）600ｇ

返礼品
番　号 C-09

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
た、世界遺産を有する熊野の地
で育まれたお米です。
梅の産地である特徴を生かし、
梅干しの調味液で雑草を抑制
し、農薬を極力減らして安全・
安心な米をつくることができ
ました。熊野米の米粉を使用し
た缶パンとのセットです。

熊野米7㎏セットと熊野米缶パンセット
●提供：㈱たがみ　　　●発送時期：通年
●内容：熊野米5ｋｇ、熊野米2ｋｇ、熊野米缶パン×4個

返礼品
番　号 C-10

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。

不動農園の紀州南高梅セット②
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅（塩分10％）350ｇ×3個、はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×3個

返礼品
番　号 C-08

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×2
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×2

返礼品
番　号 C-01

紀州南高梅を塩だけで漬込
み干し上げた白干梅と国産
のもみしそ、赤酢をセット
にしました。自分好みのし
そ梅を手軽に漬けることが
できます。（塩分約20%）

自分で漬けるしそ梅セット
●提供：㈱池本商店　　　●発送時期：通年
●内容：白干梅（塩分約20％）2㎏、赤酢500ｇ、もみしそ300ｇ

返礼品
番　号 C-02

熊野のシンボル八咫烏を、日本古来の
だるまの形に描いた縁起もの。
熊野の精神性である神仏習合を体現
しています。
1体1体職人が手作りしたものに特別
に本宮大社の印をいただいたものを
お送り致します。

八咫烏だるまさん（大）
●提供：㈲熊野鼓動　　　●発送時期：通年
●内容：八咫烏だるまさん（1丸）高さ11.5cm重さ90g、熊野本宮大社受印

B-41

紀州に古来より伝わる障子焚き法で
煤（松煙）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。

純松煙墨・紀州墨（小）
●提供：紀州松煙　　　　●発送時期：通年
●内容：紀州墨（小サイズ）1丁型15ｇ

B-40

BokuMokuは林業従事者の減少により発生するあかね
材（虫食い材）に新たな価値を生み出すためのプロジェク
トです。
返礼品はあかね材を使用した行燈のワークショップキッ
トです。あかね材を積極的に使用した行燈のワーク
ショップキットと、釘、紙、LEDライト、組立説明書がセッ
トとなっています。お子様でも作ることができます。

BokuMokuあかね材手作り行燈キット
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材手作り行燈キット

B-42

田辺市の天然竹を使用した製品。竹箸
の製造過程では、障害者の就労支援も
盛り込んでいます。防腐剤等の薬品は
一切使用しておらず安心・安全な商品
となっています。

熊野への思いやり
●提供：AKARI ～熊野コネクトショップ～　　　●発送時期：通年
●内容：熊野の橋渡し　3膳

返礼品
番　号 B-43

返礼品
番　号

返礼品
番　号

返礼品
番　号

2万円以上の寄付に対する返礼品

2万円以上の寄附に対する返礼品
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1万円以上の寄附に対する返礼品

13

弊社を代表するブランド品
「梅の里から」とさわやかな
酸味とやさしい甘さに仕上
げた「まろやか」とのセット
です。

紀州南高梅「梅の里から」「まろやか」セット
●提供：㈱稲垣商事　　　●発送時期：通年
●内容：「梅の里から」（塩分9％）800ｇ　化粧箱入り、
　　　　「まろやか」（塩分6％）800ｇ　化粧箱入り

返礼品
番　号 C-03

紀州紅梅園自慢の３品を
セットにしました。スタン
ダードな「手造り梅」や、ご
飯に大変よく合う「かつお
梅」、低塩でお子様やご年配
の方などどなた様にも人気
の「蜜恋」の３種セットで
す。

紀州南高梅3種盛り
●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州手造り梅（塩分約10％）520ｇ、紀州かつお梅（塩分約8％）520ｇ、
　　　　紀州南高梅「蜜恋」（塩分約5％）520ｇ

返礼品
番　号 C-04

さっぱりとしたまろやかな
味に仕上げた村っ子梅と、
梅本来の風味を活かしなが
らも塩分を落とした甘口仕
上げの梅フレッシュとの
セットです。

紀州南高梅セット2.2kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ、梅フレッシュ（塩分約5％）1.1ｋｇ

返礼品
番　号 C-05

贈答ギフトでも人気の「熊
野の梅」の2種セットにな
ります。
甘いはちみつ味と爽やかな
しそ味は、人気の味です。

熊野の梅2種セット
●提供：（ノウ）熊野ファーム　　　●発送時期：通年
●内容：熊野の梅はちみつ（塩分8％）1ｋｇ、熊野の梅しそ（塩分11％）1ｋｇ

返礼品
番　号 C-06

伝統的な製法で漬けこみ、
天日干しで仕上げた昔なが
らの梅と塩だけの、すっぱ
い梅干です。梅本来の味わ
いをお楽しみいただけま
す。

紀州南高梅　土用干梅
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅　土用干梅（塩分21％）700ｇ×3個

返礼品
番　号 C-07

南高梅にはちみつを加えて
漬け込むことで、すっぱい
のが苦手な方でもまろやか
な甘味とほどよい酸味を味
わえるはちみつ梅干しと、
南高梅を天然塩だけで漬け
込んだ完全無添加で梅本来
の風味を味わえる昔ながら
の天然梅干しのセットで
す。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ、白干（天然干、塩分約20～25％）600ｇ

返礼品
番　号 C-09

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
た、世界遺産を有する熊野の地
で育まれたお米です。
梅の産地である特徴を生かし、
梅干しの調味液で雑草を抑制
し、農薬を極力減らして安全・
安心な米をつくることができ
ました。熊野米の米粉を使用し
た缶パンとのセットです。

熊野米7㎏セットと熊野米缶パンセット
●提供：㈱たがみ　　　●発送時期：通年
●内容：熊野米5ｋｇ、熊野米2ｋｇ、熊野米缶パン×4個

返礼品
番　号 C-10

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。

不動農園の紀州南高梅セット②
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅（塩分10％）350ｇ×3個、はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×3個

返礼品
番　号 C-08

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×2
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×2

返礼品
番　号 C-01

紀州南高梅を塩だけで漬込
み干し上げた白干梅と国産
のもみしそ、赤酢をセット
にしました。自分好みのし
そ梅を手軽に漬けることが
できます。（塩分約20%）

自分で漬けるしそ梅セット
●提供：㈱池本商店　　　●発送時期：通年
●内容：白干梅（塩分約20％）2㎏、赤酢500ｇ、もみしそ300ｇ

返礼品
番　号 C-02

熊野のシンボル八咫烏を、日本古来の
だるまの形に描いた縁起もの。
熊野の精神性である神仏習合を体現
しています。
1体1体職人が手作りしたものに特別
に本宮大社の印をいただいたものを
お送り致します。

八咫烏だるまさん（大）
●提供：㈲熊野鼓動　　　●発送時期：通年
●内容：八咫烏だるまさん（1丸）高さ11.5cm重さ90g、熊野本宮大社受印

B-41

紀州に古来より伝わる障子焚き法で
煤（松煙）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。

純松煙墨・紀州墨（小）
●提供：紀州松煙　　　　●発送時期：通年
●内容：紀州墨（小サイズ）1丁型15ｇ

B-40

BokuMokuは林業従事者の減少により発生するあかね
材（虫食い材）に新たな価値を生み出すためのプロジェク
トです。
返礼品はあかね材を使用した行燈のワークショップキッ
トです。あかね材を積極的に使用した行燈のワーク
ショップキットと、釘、紙、LEDライト、組立説明書がセッ
トとなっています。お子様でも作ることができます。

BokuMokuあかね材手作り行燈キット
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材手作り行燈キット

B-42

田辺市の天然竹を使用した製品。竹箸
の製造過程では、障害者の就労支援も
盛り込んでいます。防腐剤等の薬品は
一切使用しておらず安心・安全な商品
となっています。

熊野への思いやり
●提供：AKARI ～熊野コネクトショップ～　　　●発送時期：通年
●内容：熊野の橋渡し　3膳

返礼品
番　号 B-43

返礼品
番　号

返礼品
番　号

返礼品
番　号

2万円以上の寄付に対する返礼品

2万円以上の寄附に対する返礼品
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2万円以上の寄附に対する返礼品 2万円以上の寄附に対する返礼品

日本一の生産量を誇る和歌
山県より、温暖な紀南の樹
上で完熟した温州みかんを
お届けします。
手でむきやすく、甘さと酸
味のバランスが良く、中袋
も薄いみかんです。

紀南の温州みかん　10ｋｇ
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：11月20日～12月末
●申込期限：2021/11/30
●内容：紀南の温州みかん 10ｋｇ　

返礼品
番　号 C-11

早生温州みかんを樹上で実
らせ、美味しくなるのを
待ってから収穫する農家自
慢のみかんです。樹上で実
らせますので、コクのある
甘味が特徴です。じょうの
う（中の小袋）も薄く、パク
パク食べられます。

みかんの本場 紀州田辺産 農家自慢の温州みかん
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：11月中旬～12月初旬
●申込期限：2021/11/30
●内容：みかんの本場　紀州田辺産農家自慢の温州みかん 10ｋｇ

返礼品
番　号 C-12

紫芋新品種『ふくむらさき』と、甘
味に優れる『安納こがね』の2種
を各2kgずつ詰め合わせ
三栖地区産の晩柑の『レモン/ポ
ンカン/はるか/サンフルーツ/ス
イーティー/黄金柑/ブラッドオ
レンジ』から、【最低3品種】を詰
め合わせ
それぞれ収穫期にお届けします。

紫×黄金のお芋セット&三栖産の【晩柑】詰め合わせ
●提供：和×夢 nagomu farm　　　●発送時期：お芋11月下旬/晩柑3月下旬　　　
●申込期限：2021/11/15
●内容：紫×黄金のお芋セット&三栖産の【晩柑】詰め合わせ
　　　　 さつまいも【2種】各2kgと、晩柑【最低3品種】4㎏箱へ詰め合わせ

返礼品
番　号 C-13

自然豊かな和歌山で化学薬品を一切使
用せず安心安全をお届けしたいとの思
いから手間をかけて栽培した栄養豊富
なきくらげです。
中国では漢方薬としても認識されるき
くらげ、特に白いきくらげは女性に食べ
ていただきたいです。
中華料理にはもちろん、鍋やサラダ、刺
し身のようにもお楽しみいただけます。

「夢のきくらげ」白いきくらげ・あらげきくらげセット（生・乾燥）
●提供：伏菟野きくらげ生産組合　　　●発送時期：6月～9月
●申込期限：2021/9/15
●内容：生白いきくらげ100g×2パック、生あらげきくらげ100g×2パック、
　　　　乾燥白いきくらげ12g×2パック、乾燥あらげきくらげ（ホール）18g×2パック

返礼品
番　号 C-14

みかんどころ紀南地方で一
玉ひと玉丁寧に育てられた
完熟の温州みかんです。甘さ
はもちろん、濃厚なコクと豊
かな香りが口の中で広がり
ます。生産者さんが自信を
持ってお届けするこだわり
みかんをお届けします。

紀南育ちの完熟温州みかん
●提供：産直市場よってっていなり本館　　　●発送時期：11月下旬～12月
●申込期限：2021/11/15
●内容：田辺市産の温州みかん 10ｋｇ

返礼品
番　号 C-15

みかん栽培に適した和歌山県
田辺市。
その中でも、ひなた地区のみか
ん栽培の歴史は古く、おいしい
みかんが作られています。
山間部で寒暖差の大きいこの
土地では、甘みと酸味が程よい
バランスのみかんに仕上がり
ます。

ひなたのみかん　10kg
●提供：岡本農園　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30
●内容：温州みかん 10kg

返礼品
番　号 C-16

みかん栽培のプロ達が、みかんの樹の持つ
力を発揮させ、おいしく仕上げています。
梅と柑橘の産地、上芳養地区の日向（ひな
た）の里で収穫したマルチ栽培みかんで
す。
白いシートを地面に敷き、雨水を通しにく
くすると共に太陽の光を反射させるマル
チ栽培によって、味が濃く美味しいみかん
に仕上がります。

日向屋みかん　10kg
●提供：㈱日向屋　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30
●内容：温州みかん 10kg

返礼品
番　号 C-17

厳選素材を使用したほかほ
かの自家製発酵飼料を食べ
て、広々とした開放鶏舎で
のびのびと育った、弾力が
あって、味が濃い長期飼育
の地鶏肉です。真空パック
し、冷凍でのお届けです。到
着後は冷凍保存してくださ
い。調理の際は流水解凍を
お勧めしています。

とりとんファームの地鶏1羽分
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：地鶏肉（約1.5kg）もも2枚・むね2枚・ささみ2本・手羽元2本・手羽先2本

返礼品
番　号 C-18

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
深い濃厚な旨みが楽しめま
す。
その熊野牛の肩ロース肉を
すき焼き用にスライスいた
しました。

熊野牛肩ロースすき焼き　400ｇ
●提供：㈱大西食品　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛肩ロースすき焼き400g

返礼品
番　号 C-19

紀州田辺産天然猪肉です。
猪肉のウデとモモを鍋であっ
さりお召し上がりいただける
ようカットしました。
ベテランの解体職人が、生きた
状態から精肉まで一貫して加
工を行うため、臭みの少ない上
質なジビエ肉となっています。
さっと火を通してポン酢でも
おいしくお召し上がりいただ
けます。

猪肉ちょこっと鍋セット
●提供：紀州ジビエ生産販売企業組合　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便　　　
●内容：猪肉ウデスライス（2ミリ）400g、猪肉モモスライス（2ミリ）400ｇ

返礼品
番　号 C-20

フルーティーな香りの完熟
南高梅をオーク樽で熟成さ
せました。完熟梅の芳醇な
香りにオーク樽の熟成香が
加わった香り高く醇醴な原
酒です。

紀州の梅酒　樽仕込み原酒2本セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高完熟梅酒　樽（アルコール度数20％）720ml×2本

返礼品
番　号 C-23

「紀州熊野の名水」を使用した
麦芽100%のビール。
ふくよかな麦芽の風味や控え
めなホップの香りを楽しんで
いただける「GOLD」（ゴール
ド）、濃色麦芽の甘味に柑橘系
ホップの苦味・香りを際立たせ
た「COPPER」（コパー）、良質
な苦みと奥行きのある香りを
楽しんでいただける「IPA」（ア
イピーエー）のセットです。

田辺市唯一のクラフトビール3種類12本セット
●提供：ボイジャーブルーイング㈱　　　●発送時期：通年
●内容：GOLD（アルコール度数5.5%）330ml×4本、COPPER（アルコール度数6%）330ml×4本、
　　　　IPA（アルコール度数6.5%）330ml×4本

返礼品
番　号 C-21

『紀州梅酒』は、2020年10
月GI「和歌山梅酒」に認定
されました。紀州産南高梅
の素材の良さを大切に、爽
やかでスッキリとした味わ
いに仕上げています。人気
の飲みきりサイズ。

紀州梅酒　300ｍｌ×12本入
●提供：㈱梅屋　　　●発送時期：通年
●内容：紀州梅酒（アルコール度数13％）300ml×12本入

返礼品
番　号 C-24

「農山漁村の宝」にも選定さ
れている地域ブランド米「熊
野米」を100％使用し辛口
ですっきりとした味わいの
日本酒です。熊野の清らか
さ、田辺の爽やかさを表現し
ています。
紀州の歴史と風土に思いを
はせ、大切な人と交わる時間
をお過ごしいただければと
思います。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定50セット
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16%）1800ｍｌ、熊野米2ｋｇ、關の葵 枡2個

返礼品
番　号 C-22

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

重みのある特殊なカステラ
に、白いんげん豆を主原料
につくったジャムをサンド
して、全体をホワイトチョ
コレートでコーティングし
ています。
1個の大きさは約5cm四
方、高さ約3cmのケーキで
す。秋篠宮殿下・紀子妃殿下
お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り 2ヶ月連続頒布
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/2/15　　　
●内容：デラックスケーキ15個入り　2ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 C-26

創業80年の老舗鰻屋がつくる鰻丼セッ
トです。
秘伝のタレと鰻からとった出汁を合わ
せた絶妙なやさしい味に仕上がってい
ます。
4種類の別々の味をセットにしました。
真空パックになっているので、ご飯さ
えあれば湯煎するだけでお召し上がり
いただけます。

4種の鰻丼9食セット
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：鰻丼パック×2食、梅鰻丼パック×2食、鰻ごぼう丼パック×2食、
　　　　1膳用鰻丼パック×3食

返礼品
番　号 C-25

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※

みかんのサイズは指定できません。※
天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※ 天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※
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日本一の生産量を誇る和歌
山県より、温暖な紀南の樹
上で完熟した温州みかんを
お届けします。
手でむきやすく、甘さと酸
味のバランスが良く、中袋
も薄いみかんです。

紀南の温州みかん　10ｋｇ
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：11月20日～12月末
●申込期限：2021/11/30
●内容：紀南の温州みかん 10ｋｇ　

返礼品
番　号 C-11

早生温州みかんを樹上で実
らせ、美味しくなるのを
待ってから収穫する農家自
慢のみかんです。樹上で実
らせますので、コクのある
甘味が特徴です。じょうの
う（中の小袋）も薄く、パク
パク食べられます。

みかんの本場 紀州田辺産 農家自慢の温州みかん
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：11月中旬～12月初旬
●申込期限：2021/11/30
●内容：みかんの本場　紀州田辺産農家自慢の温州みかん 10ｋｇ

返礼品
番　号 C-12

紫芋新品種『ふくむらさき』と、甘
味に優れる『安納こがね』の2種
を各2kgずつ詰め合わせ
三栖地区産の晩柑の『レモン/ポ
ンカン/はるか/サンフルーツ/ス
イーティー/黄金柑/ブラッドオ
レンジ』から、【最低3品種】を詰
め合わせ
それぞれ収穫期にお届けします。

紫×黄金のお芋セット&三栖産の【晩柑】詰め合わせ
●提供：和×夢 nagomu farm　　　●発送時期：お芋11月下旬/晩柑3月下旬　　　
●申込期限：2021/11/15
●内容：紫×黄金のお芋セット&三栖産の【晩柑】詰め合わせ
　　　　 さつまいも【2種】各2kgと、晩柑【最低3品種】4㎏箱へ詰め合わせ

返礼品
番　号 C-13

自然豊かな和歌山で化学薬品を一切使
用せず安心安全をお届けしたいとの思
いから手間をかけて栽培した栄養豊富
なきくらげです。
中国では漢方薬としても認識されるき
くらげ、特に白いきくらげは女性に食べ
ていただきたいです。
中華料理にはもちろん、鍋やサラダ、刺
し身のようにもお楽しみいただけます。

「夢のきくらげ」白いきくらげ・あらげきくらげセット（生・乾燥）
●提供：伏菟野きくらげ生産組合　　　●発送時期：6月～9月
●申込期限：2021/9/15
●内容：生白いきくらげ100g×2パック、生あらげきくらげ100g×2パック、
　　　　乾燥白いきくらげ12g×2パック、乾燥あらげきくらげ（ホール）18g×2パック

返礼品
番　号 C-14

みかんどころ紀南地方で一
玉ひと玉丁寧に育てられた
完熟の温州みかんです。甘さ
はもちろん、濃厚なコクと豊
かな香りが口の中で広がり
ます。生産者さんが自信を
持ってお届けするこだわり
みかんをお届けします。

紀南育ちの完熟温州みかん
●提供：産直市場よってっていなり本館　　　●発送時期：11月下旬～12月
●申込期限：2021/11/15
●内容：田辺市産の温州みかん 10ｋｇ

返礼品
番　号 C-15

みかん栽培に適した和歌山県
田辺市。
その中でも、ひなた地区のみか
ん栽培の歴史は古く、おいしい
みかんが作られています。
山間部で寒暖差の大きいこの
土地では、甘みと酸味が程よい
バランスのみかんに仕上がり
ます。

ひなたのみかん　10kg
●提供：岡本農園　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30
●内容：温州みかん 10kg

返礼品
番　号 C-16

みかん栽培のプロ達が、みかんの樹の持つ
力を発揮させ、おいしく仕上げています。
梅と柑橘の産地、上芳養地区の日向（ひな
た）の里で収穫したマルチ栽培みかんで
す。
白いシートを地面に敷き、雨水を通しにく
くすると共に太陽の光を反射させるマル
チ栽培によって、味が濃く美味しいみかん
に仕上がります。

日向屋みかん　10kg
●提供：㈱日向屋　　　●発送時期：12月　　　●申込期限：2021/11/30
●内容：温州みかん 10kg

返礼品
番　号 C-17

厳選素材を使用したほかほ
かの自家製発酵飼料を食べ
て、広々とした開放鶏舎で
のびのびと育った、弾力が
あって、味が濃い長期飼育
の地鶏肉です。真空パック
し、冷凍でのお届けです。到
着後は冷凍保存してくださ
い。調理の際は流水解凍を
お勧めしています。

とりとんファームの地鶏1羽分
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：地鶏肉（約1.5kg）もも2枚・むね2枚・ささみ2本・手羽元2本・手羽先2本

返礼品
番　号 C-18

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
深い濃厚な旨みが楽しめま
す。
その熊野牛の肩ロース肉を
すき焼き用にスライスいた
しました。

熊野牛肩ロースすき焼き　400ｇ
●提供：㈱大西食品　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛肩ロースすき焼き400g

返礼品
番　号 C-19

紀州田辺産天然猪肉です。
猪肉のウデとモモを鍋であっ
さりお召し上がりいただける
ようカットしました。
ベテランの解体職人が、生きた
状態から精肉まで一貫して加
工を行うため、臭みの少ない上
質なジビエ肉となっています。
さっと火を通してポン酢でも
おいしくお召し上がりいただ
けます。

猪肉ちょこっと鍋セット
●提供：紀州ジビエ生産販売企業組合　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便　　　
●内容：猪肉ウデスライス（2ミリ）400g、猪肉モモスライス（2ミリ）400ｇ

返礼品
番　号 C-20

フルーティーな香りの完熟
南高梅をオーク樽で熟成さ
せました。完熟梅の芳醇な
香りにオーク樽の熟成香が
加わった香り高く醇醴な原
酒です。

紀州の梅酒　樽仕込み原酒2本セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高完熟梅酒　樽（アルコール度数20％）720ml×2本

返礼品
番　号 C-23

「紀州熊野の名水」を使用した
麦芽100%のビール。
ふくよかな麦芽の風味や控え
めなホップの香りを楽しんで
いただける「GOLD」（ゴール
ド）、濃色麦芽の甘味に柑橘系
ホップの苦味・香りを際立たせ
た「COPPER」（コパー）、良質
な苦みと奥行きのある香りを
楽しんでいただける「IPA」（ア
イピーエー）のセットです。

田辺市唯一のクラフトビール3種類12本セット
●提供：ボイジャーブルーイング㈱　　　●発送時期：通年
●内容：GOLD（アルコール度数5.5%）330ml×4本、COPPER（アルコール度数6%）330ml×4本、
　　　　IPA（アルコール度数6.5%）330ml×4本

返礼品
番　号 C-21

『紀州梅酒』は、2020年10
月GI「和歌山梅酒」に認定
されました。紀州産南高梅
の素材の良さを大切に、爽
やかでスッキリとした味わ
いに仕上げています。人気
の飲みきりサイズ。

紀州梅酒　300ｍｌ×12本入
●提供：㈱梅屋　　　●発送時期：通年
●内容：紀州梅酒（アルコール度数13％）300ml×12本入

返礼品
番　号 C-24

「農山漁村の宝」にも選定さ
れている地域ブランド米「熊
野米」を100％使用し辛口
ですっきりとした味わいの
日本酒です。熊野の清らか
さ、田辺の爽やかさを表現し
ています。
紀州の歴史と風土に思いを
はせ、大切な人と交わる時間
をお過ごしいただければと
思います。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定50セット
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16%）1800ｍｌ、熊野米2ｋｇ、關の葵 枡2個

返礼品
番　号 C-22

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

重みのある特殊なカステラ
に、白いんげん豆を主原料
につくったジャムをサンド
して、全体をホワイトチョ
コレートでコーティングし
ています。
1個の大きさは約5cm四
方、高さ約3cmのケーキで
す。秋篠宮殿下・紀子妃殿下
お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り 2ヶ月連続頒布
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/2/15　　　
●内容：デラックスケーキ15個入り　2ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 C-26

創業80年の老舗鰻屋がつくる鰻丼セッ
トです。
秘伝のタレと鰻からとった出汁を合わ
せた絶妙なやさしい味に仕上がってい
ます。
4種類の別々の味をセットにしました。
真空パックになっているので、ご飯さ
えあれば湯煎するだけでお召し上がり
いただけます。

4種の鰻丼9食セット
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：鰻丼パック×2食、梅鰻丼パック×2食、鰻ごぼう丼パック×2食、
　　　　1膳用鰻丼パック×3食

返礼品
番　号 C-25

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※

みかんのサイズは指定できません。※
天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※ 天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※
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紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包
み、極薄のもなか種で挟み
仕上げた上品なお菓子で
す。

三万五千石　12個入　2箱
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●内容：三万五千石　12個入　2箱

返礼品
番　号 C-28

当地の柚を使用し、紀州備
長炭の原料となる「ウバメ
ガシ」の薪でじっくり炊き
上げた柚あんを使用してい
ます。独特の味と香りが上
品な甘みを紡ぎ出します。
100年以上続く伝統の味
をお楽しみください。

元祖 柚もなか 2ヶ月連続頒布
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/2/15
●内容：元祖柚もなか15個入×3箱　2ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 C-29

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。

田辺っ子12個入り4箱セット
●提供：七福堂　　　●発送時期：通年
●内容：田辺っ子12個入り×4箱

返礼品
番　号 C-27

ブラジル・インドネシア・コロ
ンビアの３種の厳選豆を南紀
特産品「紀州備長炭」で焙煎し、
ブレンドしています。紀州備長
炭の力強くも柔らかな火力が
豆を均一にふっくらと焼き上
げ、「まろやかさ」と「雑味のな
い透明感のあるテイスト」を最
大限に引き出しています。気軽
に本格コーヒーが愉しめるド
リップバッグタイプ。

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65P入
●提供：㈱モリカワ　　　●発送時期：通年
●内容：南紀アロマ珈琲ドリップバッグコーヒー65P

返礼品
番　号 C-31

大麦と発酵菌を原料にした
純粋玄麦の醸造黒酢に紀州
南高梅の梅酢と南紀白浜富
田の水をバランスよく配合
し、はちみつとりんご果汁、
梅エキスを加えてストレー
トタイプに仕上げた飲みや
すい黒酢飲料です。

はちみつ梅黒酢720ml×4本
●提供：㈱丸惣　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ梅黒酢720ml×4本

返礼品
番　号 C-33

石神邑人気の「うす塩味」と
「蜜っこ」の梅干と、梅の味
が活きた「たれ」、酸味が癖
になる「ドレッシング」、甘
さとしょっぱさが調和した

「クッキー」のバラエティ豊
かなセットです。

石神邑　邑じまんセットⅡ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8％）500ｇ、蜜っこ（塩分5％）500ｇ、
　　　　うめドレッシング200ｍｌ、うめ旨やきたれ228ｇ、うめクッキー80ℊ

返礼品
番　号 C-34

清流の大塔三川地区で育っ
たお米と山里でていねいに
手もみされた番茶、地元産
野菜を使用した金山寺み
そ、地元事業所自慢の味付
けで地元の梅を使用した味
梅干を2種詰合せました。

大塔のふるさとなつかしセット②
●提供：大塔村商工会　　　●発送時期：通年
●内容：清流の大塔で作られたお米4ｋｇ、稲文醸造金山寺（径山寺）みそ250ｇ、
　　　　大塔の山里番茶200ｇ、熊野梅工房はちみつ梅とまんてん梅各450ｇ

返礼品
番　号 C-36

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。浄水効果、消臭効
果が高く、飲料水、ペットの
お水、アクアリウムにもオス
スメです。龍之泉 紀州備長
炭ミストウォーターはお肌
の乾燥が気になる時やお部
屋の空気浄化など細かなミ
ストで潤いを補給します。

龍之泉®　紀州備長炭　和らぎ　５点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定200セット
●内容：紀州備長炭パウダー 6g（微粒子パウダー）、紀州備長炭 ショート 3本（約10ｃｍ～12ｃｍ）、
　　　　紀州備長炭（インテリア用） （約10ｃｍ）、龍之泉 紀州備長炭ミストウォーター50ml、
　　　　カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）

返礼品
番　号 C-37

熊野のシンボル八咫烏を、
日本古来のだるまの形に描
いた縁起もの。
熊野の精神性である神仏習
合を体現しています。
1体1体職人が手作りした
ものに特別に本宮大社の印
をいただいたものをお送り
致します。

八咫烏だるまさん（特大）
●提供：㈲熊野鼓動　　　●発送時期：通年
●内容：八咫烏だるま（2丸）高さ17cm重さ210g、熊野本宮大社受印

返礼品
番　号 C-40

BokuMokuは林業従事者の減少
により発生するあかね材（虫食い
材）に新たな価値を生み出すため
のプロジェクトです。
返礼品はあかね材を使用したフ
レームです。虫食い部分を隠すの
ではなく、節と同じように木の個
性として、積極的に使用した表情
豊かなフォトフレームです。
2L判サイズとL判サイズの2枚
セット

BokuMokuあかね材フォトフレーム2枚セット
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材フォトフレーム2枚セット

返礼品
番　号 C-41

紀州墨と淡く繊細な色彩の
さわやかで趣のある「色の
墨」。
黒い墨や他色と混色するこ
とにより、多彩な色を作る
ことができます。

●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：紀州墨（小サイズ）1丁型15ｇ、彩煙墨加色赤青黄、使い方の説明DVD

純松煙墨・紀州墨（小）と赤青黄の墨返礼品
番　号 C-39

返礼品
番　号

地元産のサクラの木で作っ
たコーヒー豆スプーンと
サービングボード。さらに
今回は中辺路町近露で人気
の『CABELO』のコーヒー
豆2種類と、龍神産季節の
ジャム1種類をセットにし
てお届けいたします。（コー
ヒーとジャムはG.WORKS
が選んだものをお届けいた
します。お楽しみに！）

木の椅子工房G.WORKSの『コーヒーブレイクセット』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：コーヒー豆スプーン、サービングボード（材質：ヤマザクラ）縦34cm×横13cm×厚み1.5cm、
　　　　　無農薬コーヒー豆、季節のジャム

返礼品
番　号 C-38

中辺路地域の特産品12点
セットです。

中辺路ふるさとセット②
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年
●内容：備長炭小袋、山菜味噌150ｇ、番茶80ｇ、生しいたけ（３～５個）、干ししいたけ40ｇ、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）、
　　　　紀州南高梅梅干し400g、牛馬童子タオル、南紀アロマ珈琲8g×10袋、南紀アロマ珈琲レギュラー200g、手造り手まり

返礼品
番　号 C-35

紀州特産の肉厚な「梅」と紀
州名産の「丸きんかん」の果
実がまるごと1個入ってい
るジュースです。
プレミア和歌山認定推奨
品。

うめ・きんかんドリンクセット（まるごと果実入り）
●提供：㈱アセロラフーズ　　　●発送時期：通年
●内容：うめドリンク15本、きんかんドリンク15本

返礼品
番　号 C-32

季節毎の秋津野で収穫され製
造された「柑橘1 0 0 %の生
ジュース」で飲み飽きしない味
で大好評です。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まし
た。ほんのりとした梅の香りが
お口に広がります。さわやかな
ジュースに仕上がっています。

紀州産みかんジュースと南高梅のジュースセット
●提供：㈱きてら　　　●発送時期：通年
●内容：季節毎の柑橘（温州みかん・不知火＜デコポン＞・バレンシア等）
　　　　ジュース500ｍｌ×6本、梅ジュース500ｍｌ×6本

返礼品
番　号 C-30

柑橘は時期により種類が異なります。※
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紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包
み、極薄のもなか種で挟み
仕上げた上品なお菓子で
す。

三万五千石　12個入　2箱
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●内容：三万五千石　12個入　2箱

返礼品
番　号 C-28

当地の柚を使用し、紀州備
長炭の原料となる「ウバメ
ガシ」の薪でじっくり炊き
上げた柚あんを使用してい
ます。独特の味と香りが上
品な甘みを紡ぎ出します。
100年以上続く伝統の味
をお楽しみください。

元祖 柚もなか 2ヶ月連続頒布
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/2/15
●内容：元祖柚もなか15個入×3箱　2ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 C-29

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。

田辺っ子12個入り4箱セット
●提供：七福堂　　　●発送時期：通年
●内容：田辺っ子12個入り×4箱

返礼品
番　号 C-27

ブラジル・インドネシア・コロ
ンビアの３種の厳選豆を南紀
特産品「紀州備長炭」で焙煎し、
ブレンドしています。紀州備長
炭の力強くも柔らかな火力が
豆を均一にふっくらと焼き上
げ、「まろやかさ」と「雑味のな
い透明感のあるテイスト」を最
大限に引き出しています。気軽
に本格コーヒーが愉しめるド
リップバッグタイプ。

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65P入
●提供：㈱モリカワ　　　●発送時期：通年
●内容：南紀アロマ珈琲ドリップバッグコーヒー65P

返礼品
番　号 C-31

大麦と発酵菌を原料にした
純粋玄麦の醸造黒酢に紀州
南高梅の梅酢と南紀白浜富
田の水をバランスよく配合
し、はちみつとりんご果汁、
梅エキスを加えてストレー
トタイプに仕上げた飲みや
すい黒酢飲料です。

はちみつ梅黒酢720ml×4本
●提供：㈱丸惣　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ梅黒酢720ml×4本

返礼品
番　号 C-33

石神邑人気の「うす塩味」と
「蜜っこ」の梅干と、梅の味
が活きた「たれ」、酸味が癖
になる「ドレッシング」、甘
さとしょっぱさが調和した

「クッキー」のバラエティ豊
かなセットです。

石神邑　邑じまんセットⅡ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8％）500ｇ、蜜っこ（塩分5％）500ｇ、
　　　　うめドレッシング200ｍｌ、うめ旨やきたれ228ｇ、うめクッキー80ℊ

返礼品
番　号 C-34

清流の大塔三川地区で育っ
たお米と山里でていねいに
手もみされた番茶、地元産
野菜を使用した金山寺み
そ、地元事業所自慢の味付
けで地元の梅を使用した味
梅干を2種詰合せました。

大塔のふるさとなつかしセット②
●提供：大塔村商工会　　　●発送時期：通年
●内容：清流の大塔で作られたお米4ｋｇ、稲文醸造金山寺（径山寺）みそ250ｇ、
　　　　大塔の山里番茶200ｇ、熊野梅工房はちみつ梅とまんてん梅各450ｇ

返礼品
番　号 C-36

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。浄水効果、消臭効
果が高く、飲料水、ペットの
お水、アクアリウムにもオス
スメです。龍之泉 紀州備長
炭ミストウォーターはお肌
の乾燥が気になる時やお部
屋の空気浄化など細かなミ
ストで潤いを補給します。

龍之泉®　紀州備長炭　和らぎ　５点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定200セット
●内容：紀州備長炭パウダー 6g（微粒子パウダー）、紀州備長炭 ショート 3本（約10ｃｍ～12ｃｍ）、
　　　　紀州備長炭（インテリア用） （約10ｃｍ）、龍之泉 紀州備長炭ミストウォーター50ml、
　　　　カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）

返礼品
番　号 C-37

熊野のシンボル八咫烏を、
日本古来のだるまの形に描
いた縁起もの。
熊野の精神性である神仏習
合を体現しています。
1体1体職人が手作りした
ものに特別に本宮大社の印
をいただいたものをお送り
致します。

八咫烏だるまさん（特大）
●提供：㈲熊野鼓動　　　●発送時期：通年
●内容：八咫烏だるま（2丸）高さ17cm重さ210g、熊野本宮大社受印

返礼品
番　号 C-40

BokuMokuは林業従事者の減少
により発生するあかね材（虫食い
材）に新たな価値を生み出すため
のプロジェクトです。
返礼品はあかね材を使用したフ
レームです。虫食い部分を隠すの
ではなく、節と同じように木の個
性として、積極的に使用した表情
豊かなフォトフレームです。
2L判サイズとL判サイズの2枚
セット

BokuMokuあかね材フォトフレーム2枚セット
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材フォトフレーム2枚セット

返礼品
番　号 C-41

紀州墨と淡く繊細な色彩の
さわやかで趣のある「色の
墨」。
黒い墨や他色と混色するこ
とにより、多彩な色を作る
ことができます。

●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：紀州墨（小サイズ）1丁型15ｇ、彩煙墨加色赤青黄、使い方の説明DVD

純松煙墨・紀州墨（小）と赤青黄の墨返礼品
番　号 C-39

返礼品
番　号

地元産のサクラの木で作っ
たコーヒー豆スプーンと
サービングボード。さらに
今回は中辺路町近露で人気
の『CABELO』のコーヒー
豆2種類と、龍神産季節の
ジャム1種類をセットにし
てお届けいたします。（コー
ヒーとジャムはG.WORKS
が選んだものをお届けいた
します。お楽しみに！）

木の椅子工房G.WORKSの『コーヒーブレイクセット』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：コーヒー豆スプーン、サービングボード（材質：ヤマザクラ）縦34cm×横13cm×厚み1.5cm、
　　　　　無農薬コーヒー豆、季節のジャム

返礼品
番　号 C-38

中辺路地域の特産品12点
セットです。

中辺路ふるさとセット②
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年
●内容：備長炭小袋、山菜味噌150ｇ、番茶80ｇ、生しいたけ（３～５個）、干ししいたけ40ｇ、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）、
　　　　紀州南高梅梅干し400g、牛馬童子タオル、南紀アロマ珈琲8g×10袋、南紀アロマ珈琲レギュラー200g、手造り手まり

返礼品
番　号 C-35

紀州特産の肉厚な「梅」と紀
州名産の「丸きんかん」の果
実がまるごと1個入ってい
るジュースです。
プレミア和歌山認定推奨
品。

うめ・きんかんドリンクセット（まるごと果実入り）
●提供：㈱アセロラフーズ　　　●発送時期：通年
●内容：うめドリンク15本、きんかんドリンク15本

返礼品
番　号 C-32

季節毎の秋津野で収穫され製
造された「柑橘1 0 0 %の生
ジュース」で飲み飽きしない味
で大好評です。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まし
た。ほんのりとした梅の香りが
お口に広がります。さわやかな
ジュースに仕上がっています。

紀州産みかんジュースと南高梅のジュースセット
●提供：㈱きてら　　　●発送時期：通年
●内容：季節毎の柑橘（温州みかん・不知火＜デコポン＞・バレンシア等）
　　　　ジュース500ｍｌ×6本、梅ジュース500ｍｌ×6本

返礼品
番　号 C-30

柑橘は時期により種類が異なります。※
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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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）800ｇ×3個入り

返礼品
番　号 D-02

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3 ％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×3
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×3

返礼品
番　号 D-01

返礼品
番　号

さっぱりとしたまろやかな
味に仕上げた村っ子梅と、
梅本来の風味を活かしなが
らも塩分を落とした甘口仕
上げの梅フレッシュ、昔な
がらの味のしそ漬梅との3
種セットです。

紀州南高梅3種セット3.3kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ、梅フレッシュ（塩分約5％）1.1ｋｇ、
　　　　しそ漬梅（塩分11％）1.1㎏

返礼品
番　号 D-04

南高梅を塩だけで漬け込み
干し上げた大粒4Lサイズ
の酸っぱい、しょっぱい梅
干し。昔ながらの梅干し好
きにはたまらない逸品。
減塩方法、料理レシピ付き。
4kgの樽入りでお届け致し
ます。

紀州田辺産　南高梅の白干し梅樽
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：通年　　　●限定3,000樽
●内容：紀州田辺産　大粒南高梅の白干し梅（塩分22％）4Lサイズ4ｋｇ樽入り

返礼品
番　号 D-03

晩柑類と呼ばれる早春に楽
しめるみかんコース。1月
から3月の期間で収穫され
る「ポンカン」「不知火（しら
ぬい）」「紅八朔柑」を月ごと
にお届けします。品種の違
うみかんの味わいや食感を
お楽しみいただけます。

特撰　紀南の早春みかん3回コース
●提供：産直市場よってっていなり本館　　　
●発送時期：1月発送/ポンカン　2月発送/不知火　3月発送/紅八朔柑　　　
●申込期限：2021/12/15
●内容：田辺市産のポンカン5kg、不知火3kg、紅八朔柑5kg

返礼品
番　号 D-11

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。
その熊野牛のロース肉をス
テーキ用にカット致しまし
た。

熊野牛ロースステーキ 160ｇ×3枚
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛ロースステーキ160g×3枚

返礼品
番　号 D-12

猪肉贅沢ぼたん鍋セット
●提供：紀州ジビエ生産販売企業組合　　　●発送時期：通年　　●冷凍便
●内容：猪肉ローススライス400g、猪肉肩ローススライス400g、猪肉バラスライス400g

返礼品
番　号 D-13

「農山漁村の宝」にも選定さ
れている地域ブランド米

「熊野米」を100％使用し
辛口ですっきりとした味わ
いの日本酒です。熊野の清
らかさ、田辺の爽やかさを
表現しています。
紀州の歴史と風土に思いを
はせ、大切な人と交わる時
間をお過ごしいただければ
と思います。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定50セット
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16%）1800ml×2本、熊野米2kg、關の葵 枡1個

返礼品
番　号 D-14

『紀州梅酒原酒ＧＥＮ』は、
2020年10月ＧＩ「和歌山
梅酒」に認定されました。紀
州産南高梅の豊かな香りを
大切にじっくり熟成させ、
まろやかで濃厚な味わいに
仕上げています。梅酒原酒
をそのままロック。また、
ソーダ・果汁割りでオシャ
レな梅酒カクテルをお楽し
みにいただけます。

紀州梅酒原酒GEN　500ｍｌ×4本入
●提供：㈱梅屋　　　●発送時期：通年　　　
●内容：紀州梅酒原酒GEN（アルコール度数25％）500ｍｌ×4本入

返礼品
番　号 D-15

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。

完熟梅酒「上芳養」4本
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：不動の梅酒「上芳養」720ｍｌ×4本（アルコール度数13％以上14％未満）

返礼品
番　号 D-16

熊野ファームでも人気のは
ちみつ味としそ味、昔なが
らの白干し梅の3種セット
です。お茶請けやご飯のお
供にもそれぞれ楽しんでい
ただけるセットになってい
ます。

紀州南高梅3種セット
●提供：（ノウ）熊野ファーム　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅はちみつ（塩分8％）1ｋｇ、紀州南高梅しそ（塩分11％）1ｋｇ、
　　　　紀州南高梅白干し（塩分20％）1㎏

返礼品
番　号 D-05

紀州田辺産天然猪肉です。
猪肉の味を存分に味わって
いただけるよう、最高級部
位である脂ののったロース
を含む3種を取り揃えまし
た。

南高梅にはちみつを加えて
漬け込むことで、すっぱい
のが苦手な方でもまろやか
な甘味とほどよい酸味を味
わえるはちみつ梅干しの3
個セットです。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5%）600g×3個

返礼品
番　号 D-08

とろけるような果肉が自慢
の特選梅干をほんのり甘く
上品な味わいに仕上げた

「うす塩味」と、国産はちみ
つを使用し食べやすくした
はちみつ漬けの「蜜っこ」の
セットです。

石神邑　邑じまんセットⅢ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8%）化粧箱入り500g×2個、蜜っこ（塩分5%）化粧箱入り500g×2個

返礼品
番　号 D-07

ぽってりとした薄皮にあふ
れんばかりの果肉。南高梅
の中でも特にやわらかい梅
の実を厳選した「三栖里の
梅」と「はちみつ梅」の組み
合わせを3セットお送りし
ます。

紀州梅干詰合せ3セット
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅 三栖里の梅（塩分10％）350ｇ×3個、
　　　　紀州南高梅 はちみつ梅（塩分8％）350ｇ×3個

返礼品
番　号 D-06

3万円以上の寄付に対する返礼品
田辺市三栖地区は、和歌山県下
有数のすもも生産地です。
そんな三栖地区産の主力3品種

『サンタローザ（フランコ）/
ソルダム/サマーエンジェル』
を詰め合わせ、クール便発送

三栖産「3種のすもも」詰め合わせ
●提供：和×夢 nagomu farm　　　●発送時期：7月上中旬　
●申込期限：2021/6/15　　　●クール便
●内容：三栖産「3種のすもも（サンタローザ（フランコ）/ソルダム/サマーエンジェル）各種4パック×3箱

返礼品
番　号 D-09

1品種【1箱4パック入】を計3箱1組
に梱包しクール便発送

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※

自然豊かな和歌山で化学薬品を一切使
用せず安心安全をお届けしたいとの思
いから手間をかけて栽培した栄養豊富
なきくらげです。
中国では漢方薬としても認識されるき
くらげ、特に白いきくらげは女性に食べ
ていただきたいです。
中華料理にはもちろん、鍋やサラダ、刺
し身のようにもお楽しみいただけます。

「夢のきくらげ」白いきくらげ・あらげきくらげセット（生・乾燥）
●提供：伏菟野きくらげ生産組合　　　●発送時期：6月～9月
●申込期限：2021/9/15
●内容：生白いきくらげ100g×2パック、生あらげきくらげ100g×2パック、乾燥白いきくらげ12g×2パック、
　　　　乾燥あらげきくらげ（ホール）18g×2パック、乾燥あらげきくらげ（スライス）18g×2パック

返礼品
番　号 D-10

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※
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3万円以上の寄附に対する返礼品

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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）800ｇ×3個入り

返礼品
番　号 D-02

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3 ％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×3
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×3

返礼品
番　号 D-01

返礼品
番　号

さっぱりとしたまろやかな
味に仕上げた村っ子梅と、
梅本来の風味を活かしなが
らも塩分を落とした甘口仕
上げの梅フレッシュ、昔な
がらの味のしそ漬梅との3
種セットです。

紀州南高梅3種セット3.3kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ、梅フレッシュ（塩分約5％）1.1ｋｇ、
　　　　しそ漬梅（塩分11％）1.1㎏

返礼品
番　号 D-04

南高梅を塩だけで漬け込み
干し上げた大粒4Lサイズ
の酸っぱい、しょっぱい梅
干し。昔ながらの梅干し好
きにはたまらない逸品。
減塩方法、料理レシピ付き。
4kgの樽入りでお届け致し
ます。

紀州田辺産　南高梅の白干し梅樽
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：通年　　　●限定3,000樽
●内容：紀州田辺産　大粒南高梅の白干し梅（塩分22％）4Lサイズ4ｋｇ樽入り

返礼品
番　号 D-03

晩柑類と呼ばれる早春に楽
しめるみかんコース。1月
から3月の期間で収穫され
る「ポンカン」「不知火（しら
ぬい）」「紅八朔柑」を月ごと
にお届けします。品種の違
うみかんの味わいや食感を
お楽しみいただけます。

特撰　紀南の早春みかん3回コース
●提供：産直市場よってっていなり本館　　　
●発送時期：1月発送/ポンカン　2月発送/不知火　3月発送/紅八朔柑　　　
●申込期限：2021/12/15
●内容：田辺市産のポンカン5kg、不知火3kg、紅八朔柑5kg

返礼品
番　号 D-11

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。
その熊野牛のロース肉をス
テーキ用にカット致しまし
た。

熊野牛ロースステーキ 160ｇ×3枚
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛ロースステーキ160g×3枚

返礼品
番　号 D-12

猪肉贅沢ぼたん鍋セット
●提供：紀州ジビエ生産販売企業組合　　　●発送時期：通年　　●冷凍便
●内容：猪肉ローススライス400g、猪肉肩ローススライス400g、猪肉バラスライス400g

返礼品
番　号 D-13

「農山漁村の宝」にも選定さ
れている地域ブランド米

「熊野米」を100％使用し
辛口ですっきりとした味わ
いの日本酒です。熊野の清
らかさ、田辺の爽やかさを
表現しています。
紀州の歴史と風土に思いを
はせ、大切な人と交わる時
間をお過ごしいただければ
と思います。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定50セット
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16%）1800ml×2本、熊野米2kg、關の葵 枡1個

返礼品
番　号 D-14

『紀州梅酒原酒ＧＥＮ』は、
2020年10月ＧＩ「和歌山
梅酒」に認定されました。紀
州産南高梅の豊かな香りを
大切にじっくり熟成させ、
まろやかで濃厚な味わいに
仕上げています。梅酒原酒
をそのままロック。また、
ソーダ・果汁割りでオシャ
レな梅酒カクテルをお楽し
みにいただけます。

紀州梅酒原酒GEN　500ｍｌ×4本入
●提供：㈱梅屋　　　●発送時期：通年　　　
●内容：紀州梅酒原酒GEN（アルコール度数25％）500ｍｌ×4本入

返礼品
番　号 D-15

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。

完熟梅酒「上芳養」4本
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：不動の梅酒「上芳養」720ｍｌ×4本（アルコール度数13％以上14％未満）

返礼品
番　号 D-16

熊野ファームでも人気のは
ちみつ味としそ味、昔なが
らの白干し梅の3種セット
です。お茶請けやご飯のお
供にもそれぞれ楽しんでい
ただけるセットになってい
ます。

紀州南高梅3種セット
●提供：（ノウ）熊野ファーム　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅はちみつ（塩分8％）1ｋｇ、紀州南高梅しそ（塩分11％）1ｋｇ、
　　　　紀州南高梅白干し（塩分20％）1㎏

返礼品
番　号 D-05

紀州田辺産天然猪肉です。
猪肉の味を存分に味わって
いただけるよう、最高級部
位である脂ののったロース
を含む3種を取り揃えまし
た。

南高梅にはちみつを加えて
漬け込むことで、すっぱい
のが苦手な方でもまろやか
な甘味とほどよい酸味を味
わえるはちみつ梅干しの3
個セットです。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5%）600g×3個

返礼品
番　号 D-08

とろけるような果肉が自慢
の特選梅干をほんのり甘く
上品な味わいに仕上げた

「うす塩味」と、国産はちみ
つを使用し食べやすくした
はちみつ漬けの「蜜っこ」の
セットです。

石神邑　邑じまんセットⅢ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8%）化粧箱入り500g×2個、蜜っこ（塩分5%）化粧箱入り500g×2個

返礼品
番　号 D-07

ぽってりとした薄皮にあふ
れんばかりの果肉。南高梅
の中でも特にやわらかい梅
の実を厳選した「三栖里の
梅」と「はちみつ梅」の組み
合わせを3セットお送りし
ます。

紀州梅干詰合せ3セット
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅 三栖里の梅（塩分10％）350ｇ×3個、
　　　　紀州南高梅 はちみつ梅（塩分8％）350ｇ×3個

返礼品
番　号 D-06

3万円以上の寄付に対する返礼品
田辺市三栖地区は、和歌山県下
有数のすもも生産地です。
そんな三栖地区産の主力3品種

『サンタローザ（フランコ）/
ソルダム/サマーエンジェル』
を詰め合わせ、クール便発送

三栖産「3種のすもも」詰め合わせ
●提供：和×夢 nagomu farm　　　●発送時期：7月上中旬　
●申込期限：2021/6/15　　　●クール便
●内容：三栖産「3種のすもも（サンタローザ（フランコ）/ソルダム/サマーエンジェル）各種4パック×3箱

返礼品
番　号 D-09

1品種【1箱4パック入】を計3箱1組
に梱包しクール便発送

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合があります。

※

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※

自然豊かな和歌山で化学薬品を一切使
用せず安心安全をお届けしたいとの思
いから手間をかけて栽培した栄養豊富
なきくらげです。
中国では漢方薬としても認識されるき
くらげ、特に白いきくらげは女性に食べ
ていただきたいです。
中華料理にはもちろん、鍋やサラダ、刺
し身のようにもお楽しみいただけます。

「夢のきくらげ」白いきくらげ・あらげきくらげセット（生・乾燥）
●提供：伏菟野きくらげ生産組合　　　●発送時期：6月～9月
●申込期限：2021/9/15
●内容：生白いきくらげ100g×2パック、生あらげきくらげ100g×2パック、乾燥白いきくらげ12g×2パック、
　　　　乾燥あらげきくらげ（ホール）18g×2パック、乾燥あらげきくらげ（スライス）18g×2パック

返礼品
番　号 D-10

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※



3万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

20 21

創業80年の老舗鰻屋がつ
くる簡単で便利な鰻丼4種
9食セットと、南高梅の木
のチップを使い絶妙に燻さ
れた鰻の燻製3パックの
セットです。
当店でしか食べられない味
を一度お試しください。

4種の鰻丼9食セット 鰻の燻製3パックセット
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便　　　
●内容：鰻丼パック×2食、梅鰻丼パック×2食、鰻ごぼう丼パック×2食、
　　　　1膳用鰻丼パック×3食、鰻の燻製×3パック

返礼品
番　号 D-17

重みのある特殊なカステラ
に、白いんげん豆を主原料
につくったジャムをサンド
して、全体をホワイトチョ
コレートでコーティングし
ています。
1個の大きさは約5cm四
方、高さ約3cmのケーキで
す。秋篠宮殿下・紀子妃殿下
お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り 3ヶ月連続頒布
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/1/15
●内容：デラックスケーキ15個入り　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 D-18

紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包
み、極薄のもなか種で挟み
仕上げた上品なお菓子で
す。

三万五千石 12個入 3ヶ月頒布
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●申込期限：2022/1/15
●内容：三万五千石 12個入 3ヶ月頒布

返礼品
番　号 D-20

当地の柚を使用し、紀州備
長炭の原料となる「ウバメ
ガシ」の薪でじっくり炊き
上げた柚あんを使用してい
ます。独特の味と香りが上
品な甘みを紡ぎ出します。
100年以上続く伝統の味
をお楽しみください。

元祖 柚もなか 3ヶ月連続頒布
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/1/15　　　
●内容：元祖柚もなか15個入×3箱　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 D-21

南紀特産品「紀州備長炭」で
焙煎したドリップバッグ
コーヒーが5種類入ってい
ます。南紀の海をイメージ
したオリジナルブレンド2
種と人気・希少銘柄3種の
飲みくらべセットです。気
軽に本格コーヒーが愉しめ
るドリップバッグタイプ。

紀州備長炭焙煎ドリップバッグコーヒー5種飲みくらべドリップバッグ85P入
●提供：㈱モリカワ　　●発送時期：通年
●内容：南紀アロマ珈琲、南紀アロマ珈琲（醇）2種各20P、リントン産マンデリン100％、
　　　　　キリマンジャロ100％、モカシダモ100％3種各15P

返礼品
番　号 D-22

大麦と発酵菌を原料にした
純粋玄麦の醸造黒酢に紀州
南高梅の梅酢と南紀白浜富
田の水をバランスよく配合
し、はちみつとりんご果汁、
梅エキスを加えてストレー
トタイプに仕上げた飲みや
すい黒酢飲料です。

はちみつ梅黒酢720ml×6本
●提供：㈱丸惣　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ梅黒酢720ml×6本

返礼品
番　号 D-23

紀州産南高梅を一切塩漬け
せず、砂糖とりんご酢のみ
で仕上げた「梅グラッセ」
と、割って梅ドリンクや
ヨーグルトにかけて美味し
い「完熟梅シロップ」、皮を
剥いてから仕上げる「生梅
ジャム」などの人気梅製品
の詰め合わせです。

梅グラッセ詰め合わせセット
●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年　　　
●内容：梅グラッセ8粒×3、完熟梅シロップ200ｍｌ、生梅ジャム100ｇ

返礼品
番　号 D-24

太陽をいっぱい浴びた天日干
し米です。
龍神村は雨が多く湿潤で、田
んぼに必要な清らかな水に恵
まれており、鮎やあまごが生
息する清流、日高川の水が田
んぼにも利用されています。
とりとんファームの平飼いた
まごと龍神しょうゆのセッ
ト。是非たまごかけご飯でご
賞味ください。

龍神産天日干し米と醤油のたまごかけセット
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年　　　●限定30セット
●内容：鶏卵（6パック）・米（10kg）・醤油（小ビン1本）

返礼品
番　号 D-25

梅の酸味とかつお節のまろ
やかな旨味がバランス良く
調和した「梅ぼし田舎漬」と
塩味控えめでさっぱりとし
たやさしい甘さに仕上げた

「しらら」、フルーティな香
りの完熟南高梅を熟成貯蔵
した梅酒にそのまま召し上
がっていただける梅の実を
入れた「紀州の梅酒梅実入」
の詰合せです。

紀州梅の里なかた　梅干・梅酒セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年　　　
●内容：梅ぼし田舎漬（塩分11％）700ｇ（350ℊ×2入）、しらら（塩分5％）700ｇ（350ℊ×2入）、
　　　　　紀州の梅酒実入り（アルコール度数12％）720ｍｌ×3本

返礼品
番　号 D-26

中辺路地域の特産品14点
セットです。

中辺路ふるさとセット③
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年　　　
●内容：備長炭小袋、山菜味噌400ｇ、山椒みそ150ｇ、番茶80ｇ、香米300ｇ、黒米150g、生しいたけ（3～5個）、
　　　　　干ししいたけ40ｇ、かき餅、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）、紀州南高梅干し400g、紀南の蜂蜜450g、手造り手まり

返礼品
番　号 D-27

日本の伝統色5色セット
（御納戸・藤色・蘇芳・珊瑚
朱・岩井茶）。
黒い墨や他色との混色もで
きます。

彩煙墨5本セット（人気色その2）
●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：彩煙墨5本セット（人気色その2）、使い方の説明DVD

返礼品
番　号 D-31

山深い大塔の間伐材を利用
した腰かけイスをひのきの
まな板、清流の大塔三川地
区で作られたお米と山里で
手もみされた番茶、地元野
菜を使用した金山寺みそ、
地元事業所自慢の味付けで
加工された味梅干しを2種
詰合せました。

大塔のふるさとなつかしセット③
●提供：大塔村商工会　　　●発送時期：通年
●内容：間伐材を利用した腰かけイス1脚、ひのきのまな板（小）1個、清流の大塔で作られたお米4ｋｇ、
　　　　　  稲文醸造金山寺（径山寺）みそ250ｇ、大塔の山里番茶200ｇ、熊野梅工房はちみつ梅とまんてん梅各450ｇ

返礼品
番　号 D-28

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。浄水効果、消臭効
果が高く、飲料水、ペットの
お水、アクアリウムにもオス
スメです。龍之泉 紀州備長
炭ミストウォーターはお肌
の乾燥が気になる時やお部
屋の空気浄化など細かなミ
ストで潤いを補給します。

龍之泉®　紀州備長炭 安らぎ ６点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定100セット
●内容：紀州備長炭パウダー 6g（微粒子パウダー）、紀州備長炭 ショート 3本（約10ｃｍ～12ｃｍ）、
　　　　紀州備長炭 ジュエリーBox（インテリア用）（約4cm×4ｃｍ）、龍之泉 紀州備長炭ミストウォーター50ml、
　　　　カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）、龍見の梅塩85g（紀州産南高梅から作られ、クエン酸やミネラルが豊富）

返礼品
番　号 D-29

やわらかな龍神産のスギで
作った『りゅうじんのもりの
つみき』は無垢の木で無塗
装。お子様が口にしても安全
です。今回は丈夫なヒノキで
出来た『トイボックス』と
セットでお届けします。シン
プルなデザインの木箱は
様々な用途で大活躍。

木の椅子工房G.WORKSの『つみき&トイボックスセット』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：りゅうじんのもりのつみき（材質：スギ）、
　　　　トイボックス（材質：ヒノキ）幅30cm×奥行き40cm×高さ22cm

返礼品
番　号 D-30

BokuMokuは林業従事者の減少により
発生するあかね材（虫食い材）に新たな価
値を生み出すためのプロジェクトです。
返礼品はあかね材を座面に使用したス
ツールです。虫食い部分を隠すのではな
く、節と同じように木の個性として捉え、
積極的に使用した表情豊かなスツールで
す。
脚はスチールを使用しています。

BokuMokuあかね材スツール
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材スツール（幅33㎝、奥行き33㎝、高さ43㎝［座面は22cm×22cm角］）

返礼品
番　号 D-32

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。

田辺っ子12個入り6箱セット
●提供：七福堂　　　●発送時期：通年
●内容：田辺っ子12個入り×6箱

返礼品
番　号 D-19

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※

お届けまでに40～60日ほどお時
間をいただきます。

※



3万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

20 21

創業80年の老舗鰻屋がつ
くる簡単で便利な鰻丼4種
9食セットと、南高梅の木
のチップを使い絶妙に燻さ
れた鰻の燻製3パックの
セットです。
当店でしか食べられない味
を一度お試しください。

4種の鰻丼9食セット 鰻の燻製3パックセット
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便　　　
●内容：鰻丼パック×2食、梅鰻丼パック×2食、鰻ごぼう丼パック×2食、
　　　　1膳用鰻丼パック×3食、鰻の燻製×3パック

返礼品
番　号 D-17

重みのある特殊なカステラ
に、白いんげん豆を主原料
につくったジャムをサンド
して、全体をホワイトチョ
コレートでコーティングし
ています。
1個の大きさは約5cm四
方、高さ約3cmのケーキで
す。秋篠宮殿下・紀子妃殿下
お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り 3ヶ月連続頒布
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/1/15
●内容：デラックスケーキ15個入り　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 D-18

紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包
み、極薄のもなか種で挟み
仕上げた上品なお菓子で
す。

三万五千石 12個入 3ヶ月頒布
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●申込期限：2022/1/15
●内容：三万五千石 12個入 3ヶ月頒布

返礼品
番　号 D-20

当地の柚を使用し、紀州備
長炭の原料となる「ウバメ
ガシ」の薪でじっくり炊き
上げた柚あんを使用してい
ます。独特の味と香りが上
品な甘みを紡ぎ出します。
100年以上続く伝統の味
をお楽しみください。

元祖 柚もなか 3ヶ月連続頒布
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/1/15　　　
●内容：元祖柚もなか15個入×3箱　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 D-21

南紀特産品「紀州備長炭」で
焙煎したドリップバッグ
コーヒーが5種類入ってい
ます。南紀の海をイメージ
したオリジナルブレンド2
種と人気・希少銘柄3種の
飲みくらべセットです。気
軽に本格コーヒーが愉しめ
るドリップバッグタイプ。

紀州備長炭焙煎ドリップバッグコーヒー5種飲みくらべドリップバッグ85P入
●提供：㈱モリカワ　　●発送時期：通年
●内容：南紀アロマ珈琲、南紀アロマ珈琲（醇）2種各20P、リントン産マンデリン100％、
　　　　　キリマンジャロ100％、モカシダモ100％3種各15P

返礼品
番　号 D-22

大麦と発酵菌を原料にした
純粋玄麦の醸造黒酢に紀州
南高梅の梅酢と南紀白浜富
田の水をバランスよく配合
し、はちみつとりんご果汁、
梅エキスを加えてストレー
トタイプに仕上げた飲みや
すい黒酢飲料です。

はちみつ梅黒酢720ml×6本
●提供：㈱丸惣　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ梅黒酢720ml×6本

返礼品
番　号 D-23

紀州産南高梅を一切塩漬け
せず、砂糖とりんご酢のみ
で仕上げた「梅グラッセ」
と、割って梅ドリンクや
ヨーグルトにかけて美味し
い「完熟梅シロップ」、皮を
剥いてから仕上げる「生梅
ジャム」などの人気梅製品
の詰め合わせです。

梅グラッセ詰め合わせセット
●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年　　　
●内容：梅グラッセ8粒×3、完熟梅シロップ200ｍｌ、生梅ジャム100ｇ

返礼品
番　号 D-24

太陽をいっぱい浴びた天日干
し米です。
龍神村は雨が多く湿潤で、田
んぼに必要な清らかな水に恵
まれており、鮎やあまごが生
息する清流、日高川の水が田
んぼにも利用されています。
とりとんファームの平飼いた
まごと龍神しょうゆのセッ
ト。是非たまごかけご飯でご
賞味ください。

龍神産天日干し米と醤油のたまごかけセット
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年　　　●限定30セット
●内容：鶏卵（6パック）・米（10kg）・醤油（小ビン1本）

返礼品
番　号 D-25

梅の酸味とかつお節のまろ
やかな旨味がバランス良く
調和した「梅ぼし田舎漬」と
塩味控えめでさっぱりとし
たやさしい甘さに仕上げた

「しらら」、フルーティな香
りの完熟南高梅を熟成貯蔵
した梅酒にそのまま召し上
がっていただける梅の実を
入れた「紀州の梅酒梅実入」
の詰合せです。

紀州梅の里なかた　梅干・梅酒セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年　　　
●内容：梅ぼし田舎漬（塩分11％）700ｇ（350ℊ×2入）、しらら（塩分5％）700ｇ（350ℊ×2入）、
　　　　　紀州の梅酒実入り（アルコール度数12％）720ｍｌ×3本

返礼品
番　号 D-26

中辺路地域の特産品14点
セットです。

中辺路ふるさとセット③
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年　　　
●内容：備長炭小袋、山菜味噌400ｇ、山椒みそ150ｇ、番茶80ｇ、香米300ｇ、黒米150g、生しいたけ（3～5個）、
　　　　　干ししいたけ40ｇ、かき餅、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）、紀州南高梅干し400g、紀南の蜂蜜450g、手造り手まり

返礼品
番　号 D-27

日本の伝統色5色セット
（御納戸・藤色・蘇芳・珊瑚
朱・岩井茶）。
黒い墨や他色との混色もで
きます。

彩煙墨5本セット（人気色その2）
●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：彩煙墨5本セット（人気色その2）、使い方の説明DVD

返礼品
番　号 D-31

山深い大塔の間伐材を利用
した腰かけイスをひのきの
まな板、清流の大塔三川地
区で作られたお米と山里で
手もみされた番茶、地元野
菜を使用した金山寺みそ、
地元事業所自慢の味付けで
加工された味梅干しを2種
詰合せました。

大塔のふるさとなつかしセット③
●提供：大塔村商工会　　　●発送時期：通年
●内容：間伐材を利用した腰かけイス1脚、ひのきのまな板（小）1個、清流の大塔で作られたお米4ｋｇ、
　　　　　  稲文醸造金山寺（径山寺）みそ250ｇ、大塔の山里番茶200ｇ、熊野梅工房はちみつ梅とまんてん梅各450ｇ

返礼品
番　号 D-28

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。浄水効果、消臭効
果が高く、飲料水、ペットの
お水、アクアリウムにもオス
スメです。龍之泉 紀州備長
炭ミストウォーターはお肌
の乾燥が気になる時やお部
屋の空気浄化など細かなミ
ストで潤いを補給します。

龍之泉®　紀州備長炭 安らぎ ６点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定100セット
●内容：紀州備長炭パウダー 6g（微粒子パウダー）、紀州備長炭 ショート 3本（約10ｃｍ～12ｃｍ）、
　　　　紀州備長炭 ジュエリーBox（インテリア用）（約4cm×4ｃｍ）、龍之泉 紀州備長炭ミストウォーター50ml、
　　　　カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）、龍見の梅塩85g（紀州産南高梅から作られ、クエン酸やミネラルが豊富）

返礼品
番　号 D-29

やわらかな龍神産のスギで
作った『りゅうじんのもりの
つみき』は無垢の木で無塗
装。お子様が口にしても安全
です。今回は丈夫なヒノキで
出来た『トイボックス』と
セットでお届けします。シン
プルなデザインの木箱は
様々な用途で大活躍。

木の椅子工房G.WORKSの『つみき&トイボックスセット』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：りゅうじんのもりのつみき（材質：スギ）、
　　　　トイボックス（材質：ヒノキ）幅30cm×奥行き40cm×高さ22cm

返礼品
番　号 D-30

BokuMokuは林業従事者の減少により
発生するあかね材（虫食い材）に新たな価
値を生み出すためのプロジェクトです。
返礼品はあかね材を座面に使用したス
ツールです。虫食い部分を隠すのではな
く、節と同じように木の個性として捉え、
積極的に使用した表情豊かなスツールで
す。
脚はスチールを使用しています。

BokuMokuあかね材スツール
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材スツール（幅33㎝、奥行き33㎝、高さ43㎝［座面は22cm×22cm角］）

返礼品
番　号 D-32

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。

田辺っ子12個入り6箱セット
●提供：七福堂　　　●発送時期：通年
●内容：田辺っ子12個入り×6箱

返礼品
番　号 D-19

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※

お届けまでに40～60日ほどお時
間をいただきます。

※



22 23

5万円以上の寄附に対する返礼品

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3 ％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×5
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×5

返礼品
番　号 E-01

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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）700ｇ×6個入り

返礼品
番　号 E-03

紀州紅梅園自慢の４品を
セットにしました。スタン
ダードな「手造り梅」や、ご
飯に大変よく合う「かつお
梅」、しその風味がさっぱり
とした「しそ漬梅」、お子様
やご年配の方などどなた様
にも人気の「はちみつ梅」の
４種セットです。

紀州南高梅4種盛り
●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州手造り梅（塩分約10％）1.1ｋｇ、紀州かつお梅（塩分約8％）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

返礼品
番　号 E-02

さっぱりとしたまろやかな
味に仕上げた村っ子梅と、
梅本来の風味を活かしなが
らも塩分を落とした甘口仕
上げの梅フレッシュ、昔な
がらの味のしそ漬梅との3
種セットです。

紀州南高梅3種セット5.5kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ×2個、梅フレッシュ（塩分約5％）1.1ｋｇ×2個、
　　　　しそ漬梅（塩分11％）1.1㎏

返礼品
番　号 E-04

ぽってりとした薄皮にあふ
れんばかりの果肉。南高梅
の中でも特にやわらかい梅
の実を厳選した「三栖里の
梅」と「はちみつ梅」の組み
合わせを5セットお送りし
ます。

紀州梅干詰合せ5セット
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅　三栖里の梅（塩分10％）350ｇ×5個、
　　　　紀州南高梅　はちみつ梅（塩分8％）350ｇ×5個

返礼品
番　号 E-05

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良く
調和した梅干です。

梅ぼし田舎漬減塩仕込み9個セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：梅ぼし田舎漬減塩仕込み（塩分8％）400ｇ×9個

返礼品
番　号 E-06

南高梅にはちみつを加えて
漬け込むことで、すっぱい
のが苦手な方でもまろやか
な甘味とほどよい酸味を味
わえるはちみつ梅干しと、
南高梅を天然塩だけで漬け
込んだ完全無添加で梅本来
の風味を味わえる昔ながら
の天然梅干しのセットで
す。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ×3個、白干（天然干、塩分約20％～25％）600ｇ×3個

返礼品
番　号 E-07

みかんの本場　紀州田辺のみかんフルコース
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：10月、12月、2～3月の3回
●申込期限：2021/9/15
●内容：10月　天みかん（極早生温州みかん10ｋｇ）、12月　木熟天みかん（早生温州みかん5ｋｇ）、
　　　　2～3月　晩柑類詰め合わせ（7ｋｇ）

返礼品
番　号 E-08 紀州田辺産　厳選みかん3回コース

●提供：産直市場よってっていなり本館　　　
●発送時期：12月発送/温州みかん　2月発送/不知火　3月発送/清見柑
●申込期限：2021/11/15
●内容：田辺市産の温州みかん10ｋｇ、不知火7.5ｋｇ、清見柑7.5ｋｇ

返礼品
番　号 E-09

遺伝子組み換えでない厳選
素材を集め自家配合し、竹
林で採取した土着菌や、天
然の有用性微生物で発酵さ
せた自家製発酵飼料で、愛
情をたっぷり込めて育てて
います。
広々とした鶏舎でのびのび
と暮らす元気な鶏のたまご
です。

とりとんファームの平飼いたまご6個入り×24パック×2回
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年
●内容：鶏卵6個入り×24パック×2回

返礼品
番　号 E-10

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。

熊野牛肩ロースすき焼き　900ｇ
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛肩ロースすき焼き900g

返礼品
番　号 E-11

「農山漁村の宝」にも選定さ
れている地域ブランド米

「熊野米」を100％使用し
辛口ですっきりとした味わ
いの日本酒です。熊野の清
らかさ、田辺の爽やかさを
表現しています。
紀州の歴史と風土に思いを
はせ、大切な人と交わる時
間をお過ごしいただければ
と思います。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定30セット　　　
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16％）1800ｍｌ、720ｍｌ×2本、300ｍｌ×5本、
　　　　 熊野米5ｋｇ、關の葵 枡2個

返礼品
番　号 E-12

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。

完熟梅酒「上芳養」6本
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：不動の梅酒「上芳養」720ｍｌ×6本（アルコール度数13％以上14％未満）

返礼品
番　号 E-13

4種の鰻丼7食セット 鰻の燻製1パックセット 3ケ月連続頒布
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便　　　
●申込期限：2022/1/15
●内容：鰻丼パック×1食、梅鰻丼パック×1食、鰻ごぼう丼パック×1食、
　　　　1膳用鰻丼パック×4食、鰻の燻製×1パック　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 E-14

重みのある特殊なカステラ
に、白いんげん豆を主原料
につくったジャムをサンド
して、全体をホワイトチョ
コレートでコーティングし
ています。
1個の大きさは約5cm四
方、高さ約3cmのケーキで
す。秋篠宮殿下・紀子妃殿下
お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り 5ヶ月連続頒布
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2021/11/15
●内容：デラックスケーキ15個入り　5ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 E-15

みかんの本場紀州田辺の美
味しいみかんを美味しい時
期に 3回お届けします。

みかんどころ紀州田辺産の生産
者さん自慢の柑橘類を3回に分
けてお届けします。甘さと食べ
やすさが人気の「温州みかん」、
濃厚な甘さと食味が絶妙な「不
知火（しらぬい）」、爽やかな香り
と味わいが絶品の「清見柑」の3
種をお楽しみいただけます。

創業80年の老舗鰻屋がつくる
簡単で便利な鰻丼4種7食セッ
トと、南高梅の木のチップを使
い絶妙に燻された鰻の燻製1
パックのセットを3ヶ月連続で
お届けいたします。
当店でしか食べられない味を一
度お試しください。3ヶ月連続で
お届けする定期便となります。

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※ 天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※

5万円以上の寄付に対する返礼品

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※
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5万円以上の寄附に対する返礼品

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3 ％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×5
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×5

返礼品
番　号 E-01

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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）700ｇ×6個入り

返礼品
番　号 E-03

紀州紅梅園自慢の４品を
セットにしました。スタン
ダードな「手造り梅」や、ご
飯に大変よく合う「かつお
梅」、しその風味がさっぱり
とした「しそ漬梅」、お子様
やご年配の方などどなた様
にも人気の「はちみつ梅」の
４種セットです。

紀州南高梅4種盛り
●提供：㈱紅梅園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州手造り梅（塩分約10％）1.1ｋｇ、紀州かつお梅（塩分約8％）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

返礼品
番　号 E-02

さっぱりとしたまろやかな
味に仕上げた村っ子梅と、
梅本来の風味を活かしなが
らも塩分を落とした甘口仕
上げの梅フレッシュ、昔な
がらの味のしそ漬梅との3
種セットです。

紀州南高梅3種セット5.5kg
●提供：フーズ村㈱　　　●発送時期：通年
●内容：村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ×2個、梅フレッシュ（塩分約5％）1.1ｋｇ×2個、
　　　　しそ漬梅（塩分11％）1.1㎏

返礼品
番　号 E-04

ぽってりとした薄皮にあふ
れんばかりの果肉。南高梅
の中でも特にやわらかい梅
の実を厳選した「三栖里の
梅」と「はちみつ梅」の組み
合わせを5セットお送りし
ます。

紀州梅干詰合せ5セット
●提供：㈱松晃梅　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅　三栖里の梅（塩分10％）350ｇ×5個、
　　　　紀州南高梅　はちみつ梅（塩分8％）350ｇ×5個

返礼品
番　号 E-05

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良く
調和した梅干です。

梅ぼし田舎漬減塩仕込み9個セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：梅ぼし田舎漬減塩仕込み（塩分8％）400ｇ×9個

返礼品
番　号 E-06

南高梅にはちみつを加えて
漬け込むことで、すっぱい
のが苦手な方でもまろやか
な甘味とほどよい酸味を味
わえるはちみつ梅干しと、
南高梅を天然塩だけで漬け
込んだ完全無添加で梅本来
の風味を味わえる昔ながら
の天然梅干しのセットで
す。

紀州南高うめ姉妹
●提供：梅千代本舗　　　●発送時期：通年
●内容：はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ×3個、白干（天然干、塩分約20％～25％）600ｇ×3個

返礼品
番　号 E-07

みかんの本場　紀州田辺のみかんフルコース
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：10月、12月、2～3月の3回
●申込期限：2021/9/15
●内容：10月　天みかん（極早生温州みかん10ｋｇ）、12月　木熟天みかん（早生温州みかん5ｋｇ）、
　　　　2～3月　晩柑類詰め合わせ（7ｋｇ）

返礼品
番　号 E-08 紀州田辺産　厳選みかん3回コース

●提供：産直市場よってっていなり本館　　　
●発送時期：12月発送/温州みかん　2月発送/不知火　3月発送/清見柑
●申込期限：2021/11/15
●内容：田辺市産の温州みかん10ｋｇ、不知火7.5ｋｇ、清見柑7.5ｋｇ

返礼品
番　号 E-09

遺伝子組み換えでない厳選
素材を集め自家配合し、竹
林で採取した土着菌や、天
然の有用性微生物で発酵さ
せた自家製発酵飼料で、愛
情をたっぷり込めて育てて
います。
広々とした鶏舎でのびのび
と暮らす元気な鶏のたまご
です。

とりとんファームの平飼いたまご6個入り×24パック×2回
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年
●内容：鶏卵6個入り×24パック×2回

返礼品
番　号 E-10

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。

熊野牛肩ロースすき焼き　900ｇ
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛肩ロースすき焼き900g

返礼品
番　号 E-11

「農山漁村の宝」にも選定さ
れている地域ブランド米

「熊野米」を100％使用し
辛口ですっきりとした味わ
いの日本酒です。熊野の清
らかさ、田辺の爽やかさを
表現しています。
紀州の歴史と風土に思いを
はせ、大切な人と交わる時
間をお過ごしいただければ
と思います。

酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット
●提供：㈱堀忠商店　　　●発送時期：通年　　　●限定30セット　　　
●内容：清酒 關の葵 交（アルコール度数16％）1800ｍｌ、720ｍｌ×2本、300ｍｌ×5本、
　　　　 熊野米5ｋｇ、關の葵 枡2個

返礼品
番　号 E-12

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。

完熟梅酒「上芳養」6本
●提供：㈱不動農園　　　●発送時期：通年
●内容：不動の梅酒「上芳養」720ｍｌ×6本（アルコール度数13％以上14％未満）

返礼品
番　号 E-13

4種の鰻丼7食セット 鰻の燻製1パックセット 3ケ月連続頒布
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便　　　
●申込期限：2022/1/15
●内容：鰻丼パック×1食、梅鰻丼パック×1食、鰻ごぼう丼パック×1食、
　　　　1膳用鰻丼パック×4食、鰻の燻製×1パック　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 E-14

重みのある特殊なカステラ
に、白いんげん豆を主原料
につくったジャムをサンド
して、全体をホワイトチョ
コレートでコーティングし
ています。
1個の大きさは約5cm四
方、高さ約3cmのケーキで
す。秋篠宮殿下・紀子妃殿下
お召し上がりの品です。

鈴屋のデラックスケーキ15個入り 5ヶ月連続頒布
●提供：㈲鈴屋　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2021/11/15
●内容：デラックスケーキ15個入り　5ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 E-15

みかんの本場紀州田辺の美
味しいみかんを美味しい時
期に 3回お届けします。

みかんどころ紀州田辺産の生産
者さん自慢の柑橘類を3回に分
けてお届けします。甘さと食べ
やすさが人気の「温州みかん」、
濃厚な甘さと食味が絶妙な「不
知火（しらぬい）」、爽やかな香り
と味わいが絶品の「清見柑」の3
種をお楽しみいただけます。

創業80年の老舗鰻屋がつくる
簡単で便利な鰻丼4種7食セッ
トと、南高梅の木のチップを使
い絶妙に燻された鰻の燻製1
パックのセットを3ヶ月連続で
お届けいたします。
当店でしか食べられない味を一
度お試しください。3ヶ月連続で
お届けする定期便となります。

天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※ 天候・生育状況等により発送時期が
前後する場合や商品内容が変更と
なる場合がございます。

※

5万円以上の寄付に対する返礼品

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※



5万円以上の寄附に対する返礼品
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5万円以上の寄附に対する返礼品

紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包
み、極薄のもなか種で挟み
仕上げた上品なお菓子で
す。

三万五千石12個入 5ヶ月頒布
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●申込期限：2021/11/15
●内容：三万五千石12個入　5ヶ月頒布

返礼品
番　号 E-16

当地の柚を使用し、紀州備
長炭の原料となる「ウバメ
ガシ」の薪でじっくり炊き
上げた柚あん入りのもなか
と、国産の大納言小豆を使
用し、風味と旨味がしっか
りとしたもなかのセットで
す。100年以上続く伝統の
味をお楽しみください。

元祖 柚もなか、三德もなか詰め合わせ
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/1/15
●内容：柚もなか30個入り×2箱、三德もなか8個入り　3か月連続頒布

返礼品
番　号 E-17

南紀特産品「紀州備長炭」で
焙煎したドリップバッグ
コーヒーが5種類入ってい
ます。南紀の海をイメージ
したオリジナルブレンド2
種と人気・希少銘柄3種の
飲みくらべセットです。気
軽に本格コーヒーが愉しめ
るドリップバッグタイプ。

紀州備長炭焙煎ドリップバッグコーヒー5種飲みくらべドリップバッグ150P入
●提供：㈱モリカワ　　　●発送時期：通年
●内容：南紀アロマ珈琲50P、南紀アロマ珈琲（醇）、リントン産マンデリン100％、
　　　　キリマンジャロ100％、モカシダモ100％4種各25P

返礼品
番　号 E-18

石神邑人気の「うす塩味」と
国産はちみつを使った「蜜っ
こ」、みかん果汁で漬込んだ

「みかん梅」の3種の梅干と、
梅のエキスをしっかり搾っ
た濃縮ジュース「梅搾り」、梅
の味が活きた「たれ」、酸味が
癖になる「ドレッシング」、ほ
のかな酸っぱさの「梅塩」の
セットです。

石神邑　邑じまんセットⅣ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8％）1ｋｇ、蜜っこ（塩分5％）1ｋｇ、みかん梅（塩分5％）1ｋｇ、
　　　　 うめドレッシング200ｍｌ、うめ旨やきたれ228ｇ、梅搾り490ｍｌ、うめ塩26ｇ

返礼品
番　号 E-19

中辺路地域の特産品15点
セットです。

中辺路ふるさとセット④
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年
●内容：備長炭2.5ｋｇ、山菜味噌400ｇ、鉄火みそ200ｇ、近露みそ400ｇ、ゆずみそ150ｇ、山椒みそ150ｇ、番茶80ｇ、生しいたけ（３～５個）2袋、
　　　　牛馬童子せんべい、かき餅、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）、紀州南高梅干し400g、紀州の蜂蜜450g、神秘の玉ブレスレット

返礼品
番　号 E-20 龍之泉®　紀州備長炭　豊かさ　６点

●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定50セット
●内容：紀州備長炭パウダー 6g（微粒子パウダー）、紀州備長炭 ショート 3本（約10ｃｍ～12ｃｍ）、
　　　　紀州備長炭 ジュエリーBox（インテリア用）（約4cm×4ｃｍ）、龍之泉 紀州備長炭ミストウォーター50ml、
　　　　カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）、龍見の梅塩85g （紀州産南高梅から作られ、クエン酸やミネラルが豊富）

返礼品
番　号 E-21

とても座り心地の良いス
ツールで、毎年好評をいた
だいております。座面は柔
らかいスギ材、脚部には丈
夫なサクラ材を使用。軽く
て、持ち運びも楽々、「気付
くといつも傍にある・・・。」
そんなスツールです。

木の椅子工房G.WORKSの『ふんわりスツール』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：ふんわりスツール　材質：スギ、脚部サクラ 
　　　　幅37cm×奥行き30cm×44cm（座面高42cm）

返礼品
番　号 E-22

BokuMokuは林業従事者の減少により
発生するあかね材（虫食い材）に新たな価
値を生み出すためのプロジェクトです。
返礼品はあかね材を棚板に使用した小さ
めのラックです。虫食い部分を隠すので
はなく、節と同じように木の個性として
捉え、積極的に使用した表情豊かなラッ
クです。スチールのフレームに、あかね材
の棚板を挟み込んでお使いください。

BokuMokuあかね材ミニラック
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材ミニラック（幅100㎝、奥行き28㎝、高さ約65cm）

返礼品
番　号 E-25

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3 ％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×10
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×10

返礼品
番　号 F-01

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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）700ｇ×12個

返礼品
番　号 F-02

紀州田辺産　南高梅の白干し梅樽
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：通年
●内容：紀州田辺産　大粒南高梅の白干し梅（塩分22％）4Lサイズ7ｋｇ樽入り×2樽

返礼品
番　号 F-03

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。
Aまつかぜ：備長炭アーティス
ト（chizu）と陶芸家コラボの
プレミアム陶器となります。
Bつきかげ：備長炭アーティス
ト（chizu)が選ぶ、シンプルの
中にワンランク上の空間を演
出。

龍之泉®　紀州備長炭オブジェ 清らか１点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定10セット
●内容：（龍之泉®紀州備長炭オブジェ 清らか１点）※ABどちらか選べます
　　　　Aまつかぜ：備長炭アーティストと陶芸家が紀州備長炭のために作るプレミアム陶器（１点）
　　　　※サイズ：高さ約４０ｃｍ横幅約１２ｃｍ（炭の高さを含みます）材質：陶器　色：紺×ゴールド
　　　　Bつきかげ：備長炭アーティストが選ぶシンプルスタイル磁器　※サイズ：高さ約４０ｃｍ横幅約１１ｃｍ（炭の高さを含みます）

返礼品
番　号 F-04

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。浄水効果、消臭効
果が高く、飲料水、ペットの
お水、アクアリウムにもオス
スメです。龍之泉 紀州備長
炭ミストウォーターはお肌
の乾燥が気になる時やお部
屋の空気浄化など細かなミ
ストで潤いを補給します。

純松煙墨と虹色セット
●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：紀州墨、虹色セット（8色）、使い方の説明DVD

返礼品
番　号 E-23

紀州墨と淡く繊細な色彩の
さわやかな趣のある「色の
墨」。
黒い墨や他色と混合するこ
とにより多彩な色を作るこ
とが出来ます。

熊野のシンボル八咫烏を、
日本古来のだるまの形に描
いた縁起もの。
熊野の精神性である神仏習
合を体現しています。
1体1体職人が手作りした
ものに特別に本宮大社の印
をいただいたものをお送り
致します。

八咫烏だるまさん（特々大）
●提供：㈲熊野鼓動　　　●発送時期：通年
●内容：八咫烏だるま（6丸）高さ28cm重さ780g、熊野本宮大社受印

返礼品
番　号 E-24

南高梅を塩だけで漬け込み
干し上げた大粒4Lサイズ
の酸っぱい、しょっぱい梅
干し。昔ながらの梅干し好
きにはたまらない逸品。
減塩方法、料理レシピ付き。
7kgの樽入りを2樽お届け
致します。

10万円以上の寄付に対する返礼品

お届けまでに2～3か月お時間を
頂いております。

※

お届けまでに40～60日ほどお時間
をいただきます。

※
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5万円以上の寄附に対する返礼品

紀州銘菓　三万五千石
甘さ控えめの餡を求肥で包
み、極薄のもなか種で挟み
仕上げた上品なお菓子で
す。

三万五千石12個入 5ヶ月頒布
●提供：ＥＨ製菓株式会社　　　●発送時期：通年
●申込期限：2021/11/15
●内容：三万五千石12個入　5ヶ月頒布

返礼品
番　号 E-16

当地の柚を使用し、紀州備
長炭の原料となる「ウバメ
ガシ」の薪でじっくり炊き
上げた柚あん入りのもなか
と、国産の大納言小豆を使
用し、風味と旨味がしっか
りとしたもなかのセットで
す。100年以上続く伝統の
味をお楽しみください。

元祖 柚もなか、三德もなか詰め合わせ
●提供：三德小西菓子舗　　　●発送時期：通年　　　●申込期限：2022/1/15
●内容：柚もなか30個入り×2箱、三德もなか8個入り　3か月連続頒布

返礼品
番　号 E-17

南紀特産品「紀州備長炭」で
焙煎したドリップバッグ
コーヒーが5種類入ってい
ます。南紀の海をイメージ
したオリジナルブレンド2
種と人気・希少銘柄3種の
飲みくらべセットです。気
軽に本格コーヒーが愉しめ
るドリップバッグタイプ。

紀州備長炭焙煎ドリップバッグコーヒー5種飲みくらべドリップバッグ150P入
●提供：㈱モリカワ　　　●発送時期：通年
●内容：南紀アロマ珈琲50P、南紀アロマ珈琲（醇）、リントン産マンデリン100％、
　　　　キリマンジャロ100％、モカシダモ100％4種各25P

返礼品
番　号 E-18

石神邑人気の「うす塩味」と
国産はちみつを使った「蜜っ
こ」、みかん果汁で漬込んだ

「みかん梅」の3種の梅干と、
梅のエキスをしっかり搾っ
た濃縮ジュース「梅搾り」、梅
の味が活きた「たれ」、酸味が
癖になる「ドレッシング」、ほ
のかな酸っぱさの「梅塩」の
セットです。

石神邑　邑じまんセットⅣ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：うす塩味梅干（塩分8％）1ｋｇ、蜜っこ（塩分5％）1ｋｇ、みかん梅（塩分5％）1ｋｇ、
　　　　 うめドレッシング200ｍｌ、うめ旨やきたれ228ｇ、梅搾り490ｍｌ、うめ塩26ｇ

返礼品
番　号 E-19

中辺路地域の特産品15点
セットです。

中辺路ふるさとセット④
●提供：中辺路町商工会　　　●発送時期：通年
●内容：備長炭2.5ｋｇ、山菜味噌400ｇ、鉄火みそ200ｇ、近露みそ400ｇ、ゆずみそ150ｇ、山椒みそ150ｇ、番茶80ｇ、生しいたけ（３～５個）2袋、
　　　　牛馬童子せんべい、かき餅、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）、紀州南高梅干し400g、紀州の蜂蜜450g、神秘の玉ブレスレット

返礼品
番　号 E-20 龍之泉®　紀州備長炭　豊かさ　６点

●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定50セット
●内容：紀州備長炭パウダー 6g（微粒子パウダー）、紀州備長炭 ショート 3本（約10ｃｍ～12ｃｍ）、
　　　　紀州備長炭 ジュエリーBox（インテリア用）（約4cm×4ｃｍ）、龍之泉 紀州備長炭ミストウォーター50ml、
　　　　カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）、龍見の梅塩85g （紀州産南高梅から作られ、クエン酸やミネラルが豊富）

返礼品
番　号 E-21

とても座り心地の良いス
ツールで、毎年好評をいた
だいております。座面は柔
らかいスギ材、脚部には丈
夫なサクラ材を使用。軽く
て、持ち運びも楽々、「気付
くといつも傍にある・・・。」
そんなスツールです。

木の椅子工房G.WORKSの『ふんわりスツール』
●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：ふんわりスツール　材質：スギ、脚部サクラ 
　　　　幅37cm×奥行き30cm×44cm（座面高42cm）

返礼品
番　号 E-22

BokuMokuは林業従事者の減少により
発生するあかね材（虫食い材）に新たな価
値を生み出すためのプロジェクトです。
返礼品はあかね材を棚板に使用した小さ
めのラックです。虫食い部分を隠すので
はなく、節と同じように木の個性として
捉え、積極的に使用した表情豊かなラッ
クです。スチールのフレームに、あかね材
の棚板を挟み込んでお使いください。

BokuMokuあかね材ミニラック
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材ミニラック（幅100㎝、奥行き28㎝、高さ約65cm）

返礼品
番　号 E-25

紀州南高梅を蜂蜜とレモン
パウダーで漬けこみまし
た。塩分も3 ％と低塩と
なっています。南高梅の持
つ羽二重餅のようなとろけ
る食感に、爽やかなレモン
の香りと蜂蜜の甘みが醸し
出すフルーティな味わいを
是非お楽しみください。ス
イーツ感覚でお召し上がり
いただけます。

紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×10
●提供：㈱中峰農園　　　●発送時期：通年
●内容：紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ×10

返礼品
番　号 F-01

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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」
●提供：㈱愛須商店　　　●発送時期：通年
●内容：紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）700ｇ×12個

返礼品
番　号 F-02

紀州田辺産　南高梅の白干し梅樽
●提供：紀南農業協同組合　　　●発送時期：通年
●内容：紀州田辺産　大粒南高梅の白干し梅（塩分22％）4Lサイズ7ｋｇ樽入り×2樽

返礼品
番　号 F-03

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。
Aまつかぜ：備長炭アーティス
ト（chizu）と陶芸家コラボの
プレミアム陶器となります。
Bつきかげ：備長炭アーティス
ト（chizu)が選ぶ、シンプルの
中にワンランク上の空間を演
出。

龍之泉®　紀州備長炭オブジェ 清らか１点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定10セット
●内容：（龍之泉®紀州備長炭オブジェ 清らか１点）※ABどちらか選べます
　　　　Aまつかぜ：備長炭アーティストと陶芸家が紀州備長炭のために作るプレミアム陶器（１点）
　　　　※サイズ：高さ約４０ｃｍ横幅約１２ｃｍ（炭の高さを含みます）材質：陶器　色：紺×ゴールド
　　　　Bつきかげ：備長炭アーティストが選ぶシンプルスタイル磁器　※サイズ：高さ約４０ｃｍ横幅約１１ｃｍ（炭の高さを含みます）

返礼品
番　号 F-04

職人こだわりの元で作られ、
まさに【炭の中の炭】、世界に
誇る田辺市の芸術品「紀州備
長炭」です。浄水効果、消臭効
果が高く、飲料水、ペットの
お水、アクアリウムにもオス
スメです。龍之泉 紀州備長
炭ミストウォーターはお肌
の乾燥が気になる時やお部
屋の空気浄化など細かなミ
ストで潤いを補給します。

純松煙墨と虹色セット
●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：紀州墨、虹色セット（8色）、使い方の説明DVD

返礼品
番　号 E-23

紀州墨と淡く繊細な色彩の
さわやかな趣のある「色の
墨」。
黒い墨や他色と混合するこ
とにより多彩な色を作るこ
とが出来ます。

熊野のシンボル八咫烏を、
日本古来のだるまの形に描
いた縁起もの。
熊野の精神性である神仏習
合を体現しています。
1体1体職人が手作りした
ものに特別に本宮大社の印
をいただいたものをお送り
致します。

八咫烏だるまさん（特々大）
●提供：㈲熊野鼓動　　　●発送時期：通年
●内容：八咫烏だるま（6丸）高さ28cm重さ780g、熊野本宮大社受印

返礼品
番　号 E-24

南高梅を塩だけで漬け込み
干し上げた大粒4Lサイズ
の酸っぱい、しょっぱい梅
干し。昔ながらの梅干し好
きにはたまらない逸品。
減塩方法、料理レシピ付き。
7kgの樽入りを2樽お届け
致します。

10万円以上の寄付に対する返礼品

お届けまでに2～3か月お時間を
頂いております。

※

お届けまでに40～60日ほどお時間
をいただきます。

※
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10万円以上の寄附に対する返礼品
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丈夫な紀州ヒノキ材をぜい
たくに使った『木馬』。
G.WORKSオリジナルの
まあるいフォルムが特徴
的。お子様（1歳半～3歳位
を対象）の遊び相手として
だけでなく、お部屋のイン
テリアとしても。プレゼン
トにもぴったりです。

木の椅子工房G.WORKSの『紀州ヒノキの木馬』
●提供：G.WORKS　　●発送時期：通年　
●内容：紀州ヒノキの木馬　材質：ヒノキ　
　　　　幅28cm×奥行き60cm×高さ43cm（座面高27cm）

返礼品
番　号 F-05

厳選素材を使用したほかほ
かの自家製発酵飼料を食べ
て、広々とした開放鶏舎で
のびのびと育った、弾力が
あって、味が濃い長期飼育
の地鶏肉です。真空パック
し、冷凍でのお届けです。到
着後は冷凍保存してくださ
い。調理の際は流水解凍を
お勧めしています。

とりとんファームの地鶏5羽分
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：地鶏肉（約7.5kg）もも10枚・むね10枚・ささみ10本・手羽元10本・手羽先10本

返礼品
番　号 F-06

創業80年の老舗鰻屋がつくる簡
単で便利な鰻丼4種14食セット
と南高梅の木のチップを使い絶
妙に燻された鰻の燻製2パック
のセットを3ヶ月連続でお届け
いたします。
当店でしか食べられない味を一
度お試しください。3ヶ月連続で
お届けする定期便となります。

4種の鰻丼14食セット 鰻の燻製2パックセット 3ヶ月連続頒布
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●申込期限：2022/1/15
●内容：鰻丼パック×2食、梅鰻丼パック×2食、鰻ごぼう丼パック×2食、
　　　　1膳用鰻丼パック×8食、鰻の燻製×2パック　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 F-07

紀州墨（中）、金ト銀（小）、彩
煙墨加色赤青黄、白墨、彩煙
墨5本セットからのしめ花
色、藤色、松葉色、蘇芳、利休
茶、鳶色をセットしました。

日本の伝統色　和の彩　彩煙墨特別セット（13色）
●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：日本の伝統色、和の彩、彩煙墨特別セット（13色）、使い方の説明DVD

返礼品
番　号 F-08

選りすぐりの完熟梅を用い
て作った石神邑の厳選梅酒
詰め合わせです。5年熟成
原酒ととろりと甘いシング
ルイヤー、金箔がきらめく
梅酒濱田、和三盆糖仕込み
の梅酒「花」をセットにしま
した。

石神邑　邑じまんセットⅤ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：花鳥風月「花」（アルコール度数13度）1本、梅酒濱田ブラック（アルコール度数18度）5本、
　　　　  梅酒濱田ホワイト（アルコール度数18度）5本、梅酒濱田 金箔（アルコール度数13度）1本

返礼品
番　号 F-09

職人こだわりの元で
作られ、まさに【炭の
中の炭】、世界に誇る
田辺市の芸術品「紀州
備長炭」です。陶器と
額縁のオブジェ2点
セットです。陶器のデ
ザインはその時々の
炭の魅力を最大限に
生かすため、透かし穴
のデザイン（丸、リー
フ、角模様等）が異な
ります。そちらも含め
てお楽しみください

龍之泉®紀州備長炭オブジェ　華やぎ　２点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定10セット
●内容：・備長炭アーティスト【chizu】×陶芸家【二貝清一 氏】によるオリジナル龍之泉®ランプシェード（サイズ：高さ約７０ｃｍ横幅約２０ｃｍ（炭の高さを含みます））
　　　　 ・紀州備長炭　備長炭アーティスト【chizu】オリジナル創作額縁（横幅約４０～４６ｃｍ縦約３４ｃｍ）

返礼品
番　号 G-01

G.WORKSの『コシイ
ス』は温かみのある紀
州スギ材を使用し、背
もたれのカーブが絶
妙に腰に沿う抜群の
座り心地。自信を持っ
ておススメできるお
店の人気No.1商品で
す。今回は『コシイス』
2脚と『山桜のコー
ヒーテーブル』をセッ
トでお届けします。

●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：コーヒーテーブル（材質：ヤマザクラ）幅38cm×奥行き38cm×高さ63cm、
　　　　    コシイス2脚（材質：座面スギ、脚部ヤマザクラ）幅52cm×奥行き53cm×高さ68cm（座面高42cm）

木の椅子工房G.WORKSの『コーヒーテーブル&コシイス2脚セット』返礼品
番　号 G-02

・体験内容（大サイズ3   
 丁型45ｇ）

・日本の伝統色12色を
 セットにしました。

墨作り体験と彩煙墨12本セット（12色）
●提供：紀州松煙　　　●体験時期：2021年10月～2022年3月
●内容：墨作り体験4名、彩煙墨12本セット4個、使い方の説明DVD4枚

返礼品
番　号 G-03

BokuMokuは林業従事者の減少によ
り発生するあかね材（虫食い材）に新た
な価値を生み出すためのプロジェクト
です。
あかね材を棚板に使用したラックで
す。虫食い部分を隠すのではなく、節と
同じように木の個性として使用した表
情豊かなラックです。スチールフレー
ムに棚板を載せてお使いください。

BokuMokuあかね材ハシゴラック
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材ハシゴラック（幅140㎝、奥行き27㎝、高さ141cm）

返礼品
番　号 F-11

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１kg（500ℊ×２入）
を8個お届けします。

紀州産南高梅しらら8個セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：紀州産南高梅しらら（塩分5％）1ｋｇ（500g×２入）×8個

返礼品
番　号 F-10

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。
その熊野牛のロース肉のス
テーキ・焼肉・すき焼きでお
楽しみいただけます。

熊野牛ステーキ・焼肉・すき焼きセット
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛ロースステーキ160g×3枚、熊野牛ロース焼肉500g、
　　　　熊野牛ロースすき焼き500g

返礼品
番　号 F-12

返礼品はあかね材を
使用したテーブルで
す。虫食い部分を隠す
のではなく、節と同じ
ように木の個性とし
て積極的に使用した
表情豊かなテーブル
です。虫食い部分はグ
レーのパテで埋めて
います。受注生産でお
作り致します。

BokuMokuあかね材テーブル
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材テーブル（幅150㎝、奥行き80㎝、高さ70cm）

返礼品
番　号 G-04

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。
その熊野牛のロース
肉のステーキ・焼肉・
すき焼きに加え、ヒレ
肉のステーキをセッ
トに致しました。

熊野牛ステーキ・焼肉・すき焼きセット
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛ロースステーキ250g×4枚、熊野牛ロース焼肉500g、
　　　　  熊野牛ロースすき焼き500g、熊野牛ヒレステーキ250g×10枚（3枚×2箱、4枚×1箱）

返礼品
番　号 G-05

1、純松煙墨紀州墨を煤
とニカワを混合する
行程から型入れまで
体験します。（日本で
唯一）

2、希望の文字を型に刻
します。

3、乾燥後（約6ヶ月）完
成品をお届けしま
す。

50万円以上の寄付に対する返礼品

お届けまでに2～3か月お時間を
頂いております。

※

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※

お届けまでに40～60日ほどお時
間をいただきます。

※

※お届けまでに40～60日ほ
　どお時間をいただきます。

※お届けまでに2～3か月お
　 時間を頂いております。

※日程調整などございますの
で、体験お申し込みの前に事
前に表紙お問い合わせ先まで
ご連絡ください。現地への交
通費は自己負担となります。
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丈夫な紀州ヒノキ材をぜい
たくに使った『木馬』。
G.WORKSオリジナルの
まあるいフォルムが特徴
的。お子様（1歳半～3歳位
を対象）の遊び相手として
だけでなく、お部屋のイン
テリアとしても。プレゼン
トにもぴったりです。

木の椅子工房G.WORKSの『紀州ヒノキの木馬』
●提供：G.WORKS　　●発送時期：通年　
●内容：紀州ヒノキの木馬　材質：ヒノキ　
　　　　幅28cm×奥行き60cm×高さ43cm（座面高27cm）

返礼品
番　号 F-05

厳選素材を使用したほかほ
かの自家製発酵飼料を食べ
て、広々とした開放鶏舎で
のびのびと育った、弾力が
あって、味が濃い長期飼育
の地鶏肉です。真空パック
し、冷凍でのお届けです。到
着後は冷凍保存してくださ
い。調理の際は流水解凍を
お勧めしています。

とりとんファームの地鶏5羽分
●提供：とりとんファーム　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：地鶏肉（約7.5kg）もも10枚・むね10枚・ささみ10本・手羽元10本・手羽先10本

返礼品
番　号 F-06

創業80年の老舗鰻屋がつくる簡
単で便利な鰻丼4種14食セット
と南高梅の木のチップを使い絶
妙に燻された鰻の燻製2パック
のセットを3ヶ月連続でお届け
いたします。
当店でしか食べられない味を一
度お試しください。3ヶ月連続で
お届けする定期便となります。

4種の鰻丼14食セット 鰻の燻製2パックセット 3ヶ月連続頒布
●提供：太田商店　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●申込期限：2022/1/15
●内容：鰻丼パック×2食、梅鰻丼パック×2食、鰻ごぼう丼パック×2食、
　　　　1膳用鰻丼パック×8食、鰻の燻製×2パック　3ヶ月連続頒布

返礼品
番　号 F-07

紀州墨（中）、金ト銀（小）、彩
煙墨加色赤青黄、白墨、彩煙
墨5本セットからのしめ花
色、藤色、松葉色、蘇芳、利休
茶、鳶色をセットしました。

日本の伝統色　和の彩　彩煙墨特別セット（13色）
●提供：紀州松煙　　　●発送時期：通年
●内容：日本の伝統色、和の彩、彩煙墨特別セット（13色）、使い方の説明DVD

返礼品
番　号 F-08

選りすぐりの完熟梅を用い
て作った石神邑の厳選梅酒
詰め合わせです。5年熟成
原酒ととろりと甘いシング
ルイヤー、金箔がきらめく
梅酒濱田、和三盆糖仕込み
の梅酒「花」をセットにしま
した。

石神邑　邑じまんセットⅤ
●提供：㈱石神邑　　　●発送時期：通年
●内容：花鳥風月「花」（アルコール度数13度）1本、梅酒濱田ブラック（アルコール度数18度）5本、
　　　　  梅酒濱田ホワイト（アルコール度数18度）5本、梅酒濱田 金箔（アルコール度数13度）1本

返礼品
番　号 F-09

職人こだわりの元で
作られ、まさに【炭の
中の炭】、世界に誇る
田辺市の芸術品「紀州
備長炭」です。陶器と
額縁のオブジェ2点
セットです。陶器のデ
ザインはその時々の
炭の魅力を最大限に
生かすため、透かし穴
のデザイン（丸、リー
フ、角模様等）が異な
ります。そちらも含め
てお楽しみください

龍之泉®紀州備長炭オブジェ　華やぎ　２点
●提供：龍見商店　　　●発送時期：通年　　　●限定10セット
●内容：・備長炭アーティスト【chizu】×陶芸家【二貝清一 氏】によるオリジナル龍之泉®ランプシェード（サイズ：高さ約７０ｃｍ横幅約２０ｃｍ（炭の高さを含みます））
　　　　 ・紀州備長炭　備長炭アーティスト【chizu】オリジナル創作額縁（横幅約４０～４６ｃｍ縦約３４ｃｍ）

返礼品
番　号 G-01

G.WORKSの『コシイ
ス』は温かみのある紀
州スギ材を使用し、背
もたれのカーブが絶
妙に腰に沿う抜群の
座り心地。自信を持っ
ておススメできるお
店の人気No.1商品で
す。今回は『コシイス』
2脚と『山桜のコー
ヒーテーブル』をセッ
トでお届けします。

●提供：G.WORKS　　　●発送時期：通年
●内容：コーヒーテーブル（材質：ヤマザクラ）幅38cm×奥行き38cm×高さ63cm、
　　　　    コシイス2脚（材質：座面スギ、脚部ヤマザクラ）幅52cm×奥行き53cm×高さ68cm（座面高42cm）

木の椅子工房G.WORKSの『コーヒーテーブル&コシイス2脚セット』返礼品
番　号 G-02

・体験内容（大サイズ3   
 丁型45ｇ）

・日本の伝統色12色を
 セットにしました。

墨作り体験と彩煙墨12本セット（12色）
●提供：紀州松煙　　　●体験時期：2021年10月～2022年3月
●内容：墨作り体験4名、彩煙墨12本セット4個、使い方の説明DVD4枚

返礼品
番　号 G-03

BokuMokuは林業従事者の減少によ
り発生するあかね材（虫食い材）に新た
な価値を生み出すためのプロジェクト
です。
あかね材を棚板に使用したラックで
す。虫食い部分を隠すのではなく、節と
同じように木の個性として使用した表
情豊かなラックです。スチールフレー
ムに棚板を載せてお使いください。

BokuMokuあかね材ハシゴラック
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材ハシゴラック（幅140㎝、奥行き27㎝、高さ141cm）

返礼品
番　号 F-11

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１kg（500ℊ×２入）
を8個お届けします。

紀州産南高梅しらら8個セット
●提供：中田食品㈱　　　●発送時期：通年
●内容：紀州産南高梅しらら（塩分5％）1ｋｇ（500g×２入）×8個

返礼品
番　号 F-10

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。
その熊野牛のロース肉のス
テーキ・焼肉・すき焼きでお
楽しみいただけます。

熊野牛ステーキ・焼肉・すき焼きセット
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛ロースステーキ160g×3枚、熊野牛ロース焼肉500g、
　　　　熊野牛ロースすき焼き500g

返礼品
番　号 F-12

返礼品はあかね材を
使用したテーブルで
す。虫食い部分を隠す
のではなく、節と同じ
ように木の個性とし
て積極的に使用した
表情豊かなテーブル
です。虫食い部分はグ
レーのパテで埋めて
います。受注生産でお
作り致します。

BokuMokuあかね材テーブル
●提供：㈲榎本家具店　　　●発送時期：通年
●内容：BokuMokuあかね材テーブル（幅150㎝、奥行き80㎝、高さ70cm）

返礼品
番　号 G-04

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。
その熊野牛のロース
肉のステーキ・焼肉・
すき焼きに加え、ヒレ
肉のステーキをセッ
トに致しました。

熊野牛ステーキ・焼肉・すき焼きセット
●提供：㈱大西食品　　　●発送時期：通年　　　●冷凍便
●内容：熊野牛ロースステーキ250g×4枚、熊野牛ロース焼肉500g、
　　　　  熊野牛ロースすき焼き500g、熊野牛ヒレステーキ250g×10枚（3枚×2箱、4枚×1箱）

返礼品
番　号 G-05

1、純松煙墨紀州墨を煤
とニカワを混合する
行程から型入れまで
体験します。（日本で
唯一）

2、希望の文字を型に刻
します。

3、乾燥後（約6ヶ月）完
成品をお届けしま
す。

50万円以上の寄付に対する返礼品

お届けまでに2～3か月お時間を
頂いております。

※

発送日から冷凍で3ヶ月間お日持
ちします。

※

お届けまでに40～60日ほどお時
間をいただきます。

※

※お届けまでに40～60日ほ
　どお時間をいただきます。

※お届けまでに2～3か月お
　 時間を頂いております。

※日程調整などございますの
で、体験お申し込みの前に事
前に表紙お問い合わせ先まで
ご連絡ください。現地への交
通費は自己負担となります。



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。

一定額以上寄附された方のうち希望される方には、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【　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　】
　　　　　　　品番【　　　　―　　　  】  品名【　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　】
　　　　　　　品番【　　　　―　　　  】  品名【　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　】

１　希望する使途（いずれか一つを選択してください。）

2　寄附金額

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）

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　E-mail:tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp

□　２つの世界遺産  ～世界文化遺産（熊野古道）・世界農業遺産（梅システム）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。）
□　自治体にお任せ（指定なし）上記事業などに活用させていただきます。

円

※こちらも必ずご回答（ご選択）ください。

□  特例を利用する
□  特例を利用しない

フ リ ガ ナ

氏名／名称

住所／所在地 〒

電 話 番 号
（携帯等）

＜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？

令和　　年　　月　　日

ふるさと田辺応援寄附金申出書

「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。

□　納付書払：後日、郵便局やコンビニエンスストアなどでお使いいただける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：令和　　　年　　　月　　　日　　　時頃
※クレジット決済などの電子決済をご希望の方はインターネットからお申込ください。




