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●提供／フーズ村株式会社
●内容／村っ子梅（塩分約8％）1.1ｋｇ

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
応援No.
07

●提供／株式会社 松晃梅
●内容／紀州南高梅　はちみつ梅（塩分8％）180ｇ×4個

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　はちみつ梅応援No.
08

●提供／有限会社紀州うめまさ
●内容／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％）
応援No.
09

●提供／中田食品株式会社
●内容／紀州産南高梅しらら（塩分5％） 700ｇ（350ℊ×2入）

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　しらら応援No.
10

●提供／株式会社不動農園
●内容／うす塩味梅（塩分10％）350ｇ、
　　　  はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×2個

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
応援No.
11

●提供／梅千代本舗
●内容／はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ

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。

紀州南高うめ姉妹応援No.
12

●提供／株式会社たがみ
●内容／熊野米5ｋｇ、熊野米300ｇ×2個

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㎏セット応援No.
13

●提供／和×夢 nagomu farm
●内容／ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」【小玉みかん】4ｋｇ

●発送時期/12月中旬

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】
を4kg【果実個数：約65果程
度】を発送

ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」
【小玉みかん】4kg

応援No.
14

※作柄に応じて、【Ｓサイズ：直径56～61ｍｍ】で4ｋｇ【約50個程度】対応
　収穫選別後、数日間予措を図って、食味適期に商品発送
※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。
申込期限 2022/11/30
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●提供／株式会社中峰農園
●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

応援No.
01

●提供／株式会社池本商店
●内容／しそ梅700ｇ(赤しそ150ｇ入)

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。（塩分約20%）

応援No.
02

●提供／株式会社稲垣商事
●内容／「梅の里から」（塩分9％）800ｇ　化粧箱入り

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」
応援No.
03

●提供／株式会社紅梅園
●内容／紀州南高梅「蜜恋」（塩分約5％）400ｇ×2

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」応援No.
04

●提供／株式会社愛須商店
●内容／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。

紀州の梅干「はちみつ辨慶」応援No.
05

●提供／紀南農業協同組合
●内容／紀州南高梅の白干し梅（塩分22％）4Lサイズ1.3ｋｇ

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。

紀州南高梅の白干し梅応援No.
06

昔ながらのしょっぱい梅干(しそ梅)700g
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●提供／太田商店
●内容／紀州南高梅ひつまぶしセット2食入り
●冷凍便

創業85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応援No.
23

●提供／株式会社大西食品
●内容／熊野牛肩ロースすき焼き250g
●冷凍便

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250g応援No.
24

●提供／有限会社鈴屋
●内容／デラックスケーキ12個入り+マグネットシートセット

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12個入り
+マグネットシートセット

応援No.
25

●提供／七福堂
●内容／田辺っ子12個入り×2箱

こだわりの国産バターをたっぷ
り使った生地に特製のバターク
リームをサンドしたお菓子です。

田辺っ子12個入り2箱セット応援No.
26

●提供／ＥＨ製菓株式会社
●内容／三万五千石　12個入　1箱

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

三万五千石　12個入　応援No.
27

●提供／三德小西菓子舗
●内容／元祖　柚もなか15個入×3箱

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　柚もなか応援No.
28

●提供／株式会社きてら
●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

・季節毎に秋津野で収穫・製造さ
れた「柑橘100%の生ジュース」で、
飲み飽きしない味が大好評です。
・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。

紀州産ミカンジュースと
南高梅のジュースセット

応援No.
29

●提供／株式会社モリカワ
●内容／「南紀アロマ珈琲」中挽600ｇ（缶入り）

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）

応援No.
30

※柑橘は時期により種類が異なります。

※発送日から冷凍で3か月間お日持ちします。

●提供／伏菟野きくらげ生産組合
●内容／乾燥白いきくらげ12g 2袋、
　　　　乾燥あらげきくらげ（ホール）10g 1袋、
　　　  乾燥あらげきくらげ（ホール）18g 1袋

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。
中華料理はもちろん、鍋やサラダ、刺
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

応援No.
15

●提供／産直市場よってっていなり本館
◆11月・12月申込：田辺市産の温州みかん５㎏（12月～１月発送）
◆１月申込：田辺市産のポンカン５㎏（２月発送）

みかんどころ紀南地方で一玉
ひと玉丁寧に育てられたみか
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
信を持って出荷するこだわりみ
かんをお届けします。

紀南育ちのみかん５㎏応援No.
16

●提供／岡本農園
●内容／温州みかん5kg

●申込期限／2022/11/30
●発送時期／12月

美味しいみかんを栽培するには３
つの作るが大事になります。
１つ目は、根つくり。
２つ目は、葉つくり。
３つ目は、実つくり。
３代　100年続く蜜柑農家が美味
しいみかんを提案します。

ひなたのみかん　5kg応援No.
17

●提供／とりとんファーム
●内容／鶏卵10個入り×6パック

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 と々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

応援No.
18

●提供／紀州ジビエ生産販売企業組合
●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

●冷凍便

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応援No.
19

●提供／ボイジャーブルーイング株式会社
●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

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み・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
麦芽100％ビールのセットです。

田辺市唯一のクラフトビール3種類
6本セット

応援No.
20

●提供／株式会社梅屋
●内容／紀州梅酒（アルコール度数13％）720ｍｌ×4本入

紀州梅酒は、「ＧＩ和歌山梅
酒」認定商品です。
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。
梅の風味が楽しめるロックや
水割りがおすすめです。

紀州梅酒　720ｍｌ×4本入応援No.
21

●提供／（ﾉｳ）熊野ファーム
●内容／練り梅180ｇ×5本

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。

練り梅セット応援No.
22

発送時期/2022年12月～2023年２月（申込時期によって内容が異なります）
※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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●提供／有限会社榎本家具店
●内容／BokuMokuあかね材手作り行燈キット

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フレームキット
と、釘、紙、LEDライト、組立説明書が
セットとなっています。子供さんでも作
ることができます。

BokuMokuあかね材
手作り行燈キット

応援No.
39

●提供／AKARI～熊野コネクトショップ～
●内容／熊野の橋渡し　3膳

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。

熊野への思いやり応援No.
40

●提供／みちうえ農園
●内容／三種のくらべ×1、
　　　  三種の味わい×1

みちうえ農園のこだわりの紀州
南高梅。３種類とも皮がうすく
て肉厚、ふっくらとした南高梅
を使用しています。

梅むすび応援No.
41

●提供／丸長水産株式会社
●内容／とろしめさば〔紀州梅酢仕込み〕３枚入り
●冷凍便

親潮と黒潮がぶつかり世界でも有
数の好漁場として知られる海域で
水揚げされた『さば』。その中でも脂
がのった800g以上の超特大さば
を独自配合の酸味を抑えたまろや
かな梅酢でしめたしめさばです。冷
凍温度帯でお届けします。解凍後
お好みの厚さにスライスしてお召し
上がりください。

とろしめさば〔紀州梅酢仕込み〕
３枚入り

応援No.
42

●提供／熊野の里株式会社
●内容／紀州産わっ！美柑 冷凍品 30個入
●冷凍便

和歌山県紀南地方の温州みか
んを使用。JA紀南で糖度、酸度
センサーを通したおいしいと言
われていますS・2Ｓサイズのみ
かんを手作業で皮をむき個包
装に仕上げました。年中いつで
も好きな時に召し上がれます。

紀州産わっ！美柑セット応援No.
43

●提供／菓匠二宮
●内容／鬪雞まんじゅう2個入り1個、南方熊楠っまんじゅう8個入り1箱
　　　　鬪雞ブレンド・南方熊楠TEA各１個

「見て可愛い」「食べて美味しい」
「読んで学べる」田辺の魅力が
ぎっしりの詰合せです。

世界遺産「鬪雞神社」と
知の巨人「南方熊楠」の
物語を味わうセット

応援No.
44

●提供／有限会社マルヤマ
●内容／まろやか特撰梅 1ｋｇ

厳選した梅干を使用し、上質の
ハチミツとリンゴ酢をたっぷり
使い、ほんのり甘めに漬け上げ
ました。お子様からお年寄りま
で幅広くお召し上がりいただけ
る食べやすさが人気です。

はちみつ入まろやか特選梅1kg応援No.
45

●提供／川口建設株式会社
●内容／森のねこトイレ 2.5Ｌ
　　　　3袋

純国産紀州ひのきに驚きの抗菌＆
消臭効果！香りと抗菌効果が絶大
の純国産紀州ひのきを100％使用
したシステムトイレ用固まらないペ
レット。尿の吸収を最小限に抑え、
使用量が少なく経済的。
■抗菌、防カビ、防虫、癒し効果も
　バツグン。
■使用後は燃えるごみとして簡単
　に処分できます。（各自治体の指
　示に従ってください）
■CO2削減に役立つエコな砂

森のねこトイレ（3袋入り）応援No.
46

●提供／株式会社アセロラフーズ
●内容／うめドリンク8本、きんかんドリンク7本

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）

応援No.
31

●提供／株式会社 丸惣
●内容／はちみつ梅黒酢720ml×2本

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本応援No.
32

●提供／中辺路町商工会
●内容／備長炭小袋、山菜味噌150ｇ、鉄火みそ200ｇ、番茶80ｇ、
　　　  地鶏卵（6個入）、干ししいたけ100ｇ

中辺路地域の特産品6点セット
です。

中辺路ふるさとセット①応援No.
33

●提供／大塔村商工会
●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300ｇ

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応援No.
34

●提供／龍見商店
●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）

●限定数300セット

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点応援No.
35

●提供／G.WORKS
●内容／箸　長さ24ｃｍ、21ｃｍ　各1膳（材質：ヤマザクラ）

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。
※お届けまでに2~3か月程度お
時間をいただくことがあります。

木の椅子工房G.WORKSの
『山桜のお箸ペアセット』

応援No.
36

●提供／紀州松煙
●内容／紀州墨（小サイズ）1丁型15ｇ

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）応援No.
37

●提供／有限会社熊野鼓動
●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

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）応援No.
38

・三種のくらべ
 白干梅、しそ漬梅、はちみつ梅　各4粒入
・三種の味わい
 白干梅、しそ漬梅、はちみつ梅　各190ｇ入


