
お肉の返礼品
（熊野牛、加工食品等）

CN08-NT CN09-NT CN07-NT

【プレミア和歌山認定商品】

特選和牛ハヤシビーフ3箱セット

【10,000円】 【18,000円】 【11,000円】
1箱250g×3

BV82-NT BV83-NT BV84-NT

【7,000円】 【8,000円】 【11,000円】

AZ07-NT DU01-NT BV86-NT
和歌山県が育んだ純国産黒毛和牛！

熊野牛カレー2個セット

【5,000円】 【10,000円】 【7,000円】

BV87-NT CC24-NT CC61-NT

【11,000円】 【10,000円】 【11,000円】

ビーフカレー200g×3個、チキンカレー200g×2

個

220グラム×2

箱の外から触っても分かる熊野牛のお肉がいっ

ぱい！熊野牛カレー2個セット！

黒あわび茸カレー

180g×5個入りセット

黒あわび茸カレー

180g×3個入りセット

通常の倍量の国産牛肉・国産鶏肉を使い、じっくりと手

間をかけてつくり上げました。まろやかで奥行きがあり

香り豊かなスパイスが味の決め手です。

熊野牛 カレー 5食セット

熊野牛 カレー 中辛 180g×5箱

老舗洋食店のメニューを詰め合わせたバラエ

ティセット。

長年お客様から絶賛されてきた伝統の「伊三郎ドビソース」に、

厳選牛を贅沢に使用したハヤシビーフ。香ばしくまろやかなテイ

ストと豊かなコクに上品な甘みが絶妙にとけあう、『プレミア和

歌山』にも認定された唯一無二の味。

肉厚で歯切れがよく、海のアワビのようにこりこりとした食感の

高級食材・黒あわび茸をふんだんに使った贅沢な一品。

イゾラベーラ特製ビーフ・チキンカ

レー(レトルト) 5個セット

ミンチボールステーキ3箱セット

「伊三郎ドビソース」に選りすぐりの国内産粗挽き肉の粒感と口

に広がるジューシーな肉の旨味。こだわりの厳選素材を使用し１

つ１つ丁寧に作るほわっとやわらかい定番の贅沢ハンバーグ。

老舗洋食セットスタンダード

イゾラベーラ特製チキンカレー(レト

ルト) 3個セット

チキンカレー200g×3個

熊野牛 カレー 180g×4箱

通常の倍量の国産牛肉を使い、じっくりと手間

をかけてつくり上げました。まろやかで奥行き

があり香り豊かなスパイスが味の決め手です。

肉厚で歯切れがよく、海のアワビのようにこりこりとした食感の

高級食材・黒あわび茸をふんだんに使った贅沢な一品。

黒あわび茸カレー

180g×5個入りセット

通常の倍量の国産鶏肉を使い、じっくりと手間

をかけてつくり上げました。まろやかで奥行き

があり香り豊かなスパイスが味の決め手です。

イゾラベーラ特製ビーフカレー(レト

ルト) 3個セット

ビーフカレー200g×3個

1箱250g×3厚切り牛タンシチュー200g×1、ミンチボールステーキ

250g×1、特選牛ハヤシビーフ250g×1、特選牛昭和カ

レー250g×1、濃厚ポタージュスープ230g×1、全５箱

黒あわび茸カレー

180g×3個入りセット

レトルト加工をしていない本格生カ

レー（お試し3パック）

甘口５００グラム/1袋(2人前)・中辛５００グラム/1袋(2人

前）・辛口５００グラム/1袋(2人前)

熊野牛カレー4食セット

昭和35年創業、カレーショップ「バラ」の生カ

レーです。 和歌山市民に親しまれている老舗の

味を是非お試しください。

熊野牛を角切りにし、その美味しさが伝わるカ

レーに仕上げました。溶け込んだ野菜の自然な

甘みとスパイスの香りを大切にして適度な辛み

を持たせたカレーをぜひ、お召し上がりくださ

熊野牛の牛肉を角切りにし、その美味しさが伝

わるカレーに仕上げました。適度な辛みをもた

せたお肉屋さんの自家製熊野牛カレーをぜひご

堪能ください。



CC27-NT CZ64-NT CV28-NT

【13,000円】 【19,000円】 【17,000円】

CC32-NT CC95 AZ08-NT
和歌山県が育んだ純国産黒毛和牛！

熊野牛コロッケ10個入り

【10,000円】 【10,000円】 【3,000円】

CC09-NT CC25-NT CC26-NT

【15,000円】 【12,000円】 【13,000円】

CC62-NT CC83-NT CC76-NT

【11,000円】 【13,000円】 【18,000円】

熊野牛 ＭＥＧＡバーグハーフ 650g×2個

熊野牛 生ハンバーグ 150g×8個 紀州和華牛 生ハンバーグ 150g×3個

熊野牛 生ハンバーグ 150g×3個贅沢に熊野牛を100％使用したハンバーグで

す。中はふんわりと柔らかく、たっぷりの肉汁

が溢れ出る極上の味をどうぞお召し上がりくだ

さい。

外側をしっかり加熱することにより旨味を内側

に保持し、中をふんわり仕上げることで、挽き

肉の粒々の食感と美味しい肉汁のジューシーさ

を味わえる品になりました。

熊野牛 MEGAバーグハーフ 650g×2個

熊野牛 MEGAバーグ 1,350g×1個

猪肉のラグーカリー風味辛口（200g×

2箱）

お弁当やおやつにバッチリ！熊野牛コロッケ10

個入り

熊野牛 メンチカツ　100g×15個入り

猪肉のラグーカリー 200g×2箱

和歌山県産銘柄牛の熊野牛を１００％使用。自

社工場製ハンバーグです。

紀州和華牛 生ハンバーグ 10個入り

紀州和華牛 生ハンバーグ 150g×10個

贅沢に紀州和華牛を100％使用したハンバーグ

です。中はふんわりと柔らかく、たっぷりの肉

汁が溢れ出る極上の味をどうぞお召し上がりく

ださい。

猪肉は豚肉より低カロリーで貧血予防に役立つ

ビタミンB12や鉄分も豊富でコラーゲンも多く

含まれています。ビタミンB群を豊富に含んで

おり、疲労回復の効果も期待できます。

和歌山の特産ブランド牛”熊野牛”を使用して製造された弊社オリ

ジナルの熊野牛メンチカツです。素材をしっかり生かし、スパイ

シーな味付けに仕上げているので、ご飯のおかずにはもちろんの

事、メンチカツバーガーにしたりお子様のおやつ替わりにも！

60グラム×10
熊野牛メンチカツ　100g×15個

熊野牛 生ハンバーグ 8個入り

贅沢に紀州和華牛、熊野牛を100%使用したハン

バーグ2種のセットです。紀州和華牛と熊野牛の

味の違いを楽しみながらご賞味ください。

熊野牛 コロッケ 20個入り

紀州和華牛・熊野牛 ハンバーグ食べ比べ

セット 6個入り

熊野牛 MEGAバーグ 1,350g

熊野牛 ハンバーグ 100g×10個入り
外側をしっかり加熱することにより旨味を内側

に保持し、中をふんわり仕上げることで、挽き

肉の粒々の食感と美味しい肉汁のジューシーさ

を味わえる品になりました。

熊野牛 コロッケ 80g×20個入り

熊野牛コロッケに使用しているお肉の量は通常

のコロッケの2倍以上！一口食べれば熊野牛の脂

の甘味がふわっと口の中に広がります。

熊野牛 自家製ハンバーグ 10個入り

紀州グリルプレートセット 熊野牛コロッケ　60g×30ヶ

熊野牛肉入 コロッケ　60g×30ヶ

和歌山県特産和牛「熊野牛」のみを使用。良質

な熊野牛「A4等級」以上と、紀州田辺の天王醸

造の美味しいしょうゆで仕込んだわりしたで仕

上げています。

・熊野牛ハンバーグ　ステーキソース・味付けスパイス付き

(130g)×5・熊野ポークハンバーグ　ステーキソース・味付けス

パイス付き　(130g)×4・紀州山椒フランク（100g）×2・熊野

ポークあらびきガーリックフランク(100g）×1

和歌山ならではの食材を使用したシャルキュトリーブラ

ンド。職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。



CC207-NT CZ01-NT CC94

【11,000円】 【22,000円】 【11,000円】

CC12-NT CC64-NT CC63-NT

【20,000円】 【16,000円】 【11,000円】

CC29-NT CC200-NT CC93

【10,000円】 【11,000円】 【11,000円】

CC31-NT CC23-NT AV14-NT

【62,000円】 【30,000円】 【14,000円】

熊野牛 牛丼の具 5食セット

猪肉のラグーカリー風味 200g×1箱

猪肉と鹿肉のハンバーグ 200g×1箱

鹿肉のパスタソース 130g×1箱

熊野牛のハンバーグ（ステーキソース・味付け

スパイス付）　10個

熊野牛 生ハンバーグ 150g×5個

熊野牛 赤身ローストビーフ 250g×1個

ローストビーフ 専用タレ 40g×1個

和歌山県特産の熊野牛・有機栽培の国産たまね

ぎ・本味醂による旨味を伴った甘さが特長のた

れを使用。化学調味料を使用していないので、

しつこくない濃さで牛肉や玉葱のそのままの美

贅沢に熊野牛のみで作ったジューシーなハンバーグと、素材の旨

味を存分に生かしたこだわりのローストビーフのセットです

・ジビエソーセージ 猪 20g×5本入り 5P

・ジビエソーセージ 鹿 20g×5本入り 5P

わかやまジビエソーセージ 猪・鹿 10P

セット

熊野牛加工品バラエティセットミニ

和歌山のおいしい水と空気で自然豊かな中育った熊野牛は肉質が

きめ細やかで柔らかく、肉そのものが風味豊かで和歌山のブラン

ド牛として不動の人気を築いています。その熊野牛の赤身を

100％使用したフレッシュな生ハンバーグをお届けします。

熊野牛 惣菜セット

和歌山で獲れた猪、鹿の肉を原料に、豚肉を加

え食べやすくアレンジしました。

【セット内容】

 熊野牛リブロースステーキ約200g × 3枚/自家

製ステーキソース225g × 1本/ 国産うなぎ炭火

蒲焼 × 3尾/ 鰻のタレ20ccボトル × 6個/ 和歌

山県産粉山椒小袋 × 6袋

国産うなぎ蒲焼きざみパック(約60ｇ入り) × 6

パック/和歌山県産粉山椒小袋 × 6袋/鰻のタレ

20ccボトル × 6本/きざみ海苔・お吸い物の素

各6袋/熊野牛牛丼の具　約140ｇ× 6袋

熊野牛ステーキと国産炭火焼鰻の贅沢うな

牛セットB

和歌山の老舗専門店の味、熊野牛、国産う

なぎのうな牛丼セットB

鹿肉のパスタソース（130g×2箱）

鹿肉は低カロリーなのに加え高たんぱく！筋肉

を維持しながら脂肪を大幅に落とすことができ

るので筋トレやダイエット食、アスリート食と

しても注目を浴びています。

和歌山ジビエレトルト 3点セット

和歌山の老舗専門店の味国産うなぎ、熊野

牛のうな牛丼セットA

国産うなぎ蒲焼きざみパック（60ｇ入） × 3

パック、鰻のタレ20ccボトル × 3本、和歌山県

産粉山椒小袋・きざみ海苔・お吸い物の素 各3

袋、熊野牛牛丼の具140ｇ× 3袋

鹿肉のパスタソース 130g×2箱

熊野牛 牛丼の具 140g×5個

贅沢グルメを味わえる熊野牛「生」ハンバーグ

10個セット（特製ソース・スパイス付）

フランス料理界で名高いオテル・ド・ヨシノの手島シェフが皆様

に味わっていただきたいジビエ料理を作りました。

熊野牛を使用したローストビーフやハンバーグ

や牛丼の具です。

赤身ローストビーフ 250g×1個

ハンバーグ 100g×3個

 牛丼の具 140g×3個

MeatFactory 工場自家製 フランクソー

セージセット

・和歌山県産鹿肉のフランクソーセージ(和歌山県産)　100ｇ×1

本・国産鶏肉のバジルフランクソーセージ(国産鶏)　100ｇ×1

本・国産豚肉の荒挽きフランクソーセージ(国産豚)　100ｇ×1

本・工場自家製牛タンソーセージ(アメリカ産)　100ｇ×1本・国

産豚肉のピリ辛チョリソー(国産豚)　100ｇ×1本・和歌山県産猪

肉のジビエソーセージ(和歌山県産)　20ｇ×5本・和歌山県産鹿

肉のジビエソーセージ(和歌山県産)　20ｇ×5本

MeatFactory 工場自家製 ポーク加工品

セット

・工場自家製吊るし焼き豚　200g×1P　賞味期限 加工後から

21日(要冷蔵-10℃以下)・『カルマーティ』の豚肉リエット　80g

×1個　賞味期限 加工後から 4か月(直射日光を避け常温にて保

存)・工場自家製煮込みチャーシュー　200g×1個　賞味期限 加

工後から 21日(要冷蔵-10℃以下)・工場自家製ロースハムデリ

シャスブロック　賞味期限 加工後から 13日(要冷蔵-10℃以下)



AV16-NT AN34-NT AN36-NT

【50,000円】 【17,000円】 【33,000円】

CZ09-NT CZ63-NT CZ62-NT

【11,000円】 【16,000円】 【22,000円】

パテ・ド・カンパーニュ100ｇ×10個

職人のロースハムブロック・職人のベーコンブロック・鴨スモー

ク・熊野ポーク焼豚・紀州山椒ウインナー・熊野ポークあらびき

ウインナー・紀州鹿ソーセージ

「地元ブランド」で作った使った風味豊かなハムをセットにしま

した。それぞれの旨みを存分に味わってください。

「地元ブランド」熊野牛ｎｏｉｅｌ職人

セット

国産鰻の蒲焼と熊野牛ステーキの贅沢うな

牛セットA

熊野牛ステーキ200g × 2枚/自家製ステーキ

ソース165cc × 1本/国産うなぎカットパック(1

パック当たり50g～80g) 500g/鰻のタレ20ccボ

トル × 5本/和歌山県産粉山椒小袋 × 5袋

ビストロメニューの定番の田舎風パテ。ハード

系のパンでサンドイッチに、また赤ワインとと

もにそのまま召し上がるのも最高です。

【熊野牛】 紀州ごちそうオードブルセット熊野牛　紀州ジューシーソーセージセット

熊野牛ソーセージ（120ｇ）×1

紀州山椒ウインナー(120ｇ)×2

紀州山椒フランク(100ｇ)×2

熊野ポークあらびきガーリックウインナー(120

ｇ)×1

熊野ポークチーズウインナー(120ｇ)×1

【熊野牛】紀州ソーセージ　晩酌のおともセッ

ト

「地元ブランド」熊野ポークパテ・ド・カン

パーニュ(オードブル、パーティー用)

・熊野牛ソーセージ(120ｇ)×2・紀州山椒ウインナー(120ｇ)×

2・紀州山椒フランク(100ｇ)×2・熊野ポークあらびきガーリッ

クウインナー(120ｇ)×1・熊野ポークチーズウインナー(120ｇ)

×1・熊野ポークの焼き豚(200ｇ)×1・熊野ポークあらびきガー

リックフランク(100g)×1

和歌山ならではの食材を使用したシャルキュトリーブラ

ンド。職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。

・熊野牛ソーセージ(120g)×2・紀州山椒ウインナー(120g)×2・

紀州山椒フランク(100g)×2・熊野ポークあらびきガーリックウ

インナー(120g)×2・熊野ポークチーズウインナー(120g)×2・熊

野ポークあらびきガーリックフランク(100g)×2・熊野ポークの

パテドカンパーニュ(100g)×1

和歌山ならではの食材を使用したシャルキュトリーブランド。職

人が一つ一つ丁寧に手作りしています。



AU10-NT AU02-NT AU03-NT

【12,000円】 【12,000円】 【18,000円】

AU04-NT AU11-NT AU12-NT

【34,000円】 【12,000円】 【13,000円】

AU08-NT AZ01-NT

【31,000円】 【37,000円】

AZ03-NT AZ04-NT AZ05-NT

 【37,000円】 【26,000円】 【26,000円】

和歌山の畜産農家が愛情を込めて育てました。

ブランド牛の定番・熊野牛、すき焼き・しゃぶ

しゃぶ用　うす切り

和歌山の畜産農家が愛情を込めて育てました。

ロースとバラ２種類味わえる焼肉セット！

和歌山県が育んだ純国産黒毛和牛！熊野牛ロー

スステーキ (300g×2)

ロース・肩ロース 約500グラム

バラ 約500グラム

約700グラム

200g×2入り×２個（真空トレーパック）

紀州ビーフ葵(Ａ４、Ａ５等級のみ)の、赤

身モモステーキ。

約１２０g×４枚(約４８０g)です。

紀州ビーフ葵(Ａ４、Ａ５等級のみ)の赤身

モモ、ウデ部位使用。
紀州ビーフ葵(A４、A５等級のみ)の、

サーロインステーキです。

120g×4入（真空トレーパック）

スライス用５００g、サーロイン２００g×２枚

入り（真空トレーパック）

サーロインステーキ４００ｇと肩ロースｏｒ

ローススライス５００ｇの２Ｐ入セット。

純国産黒毛和牛！熊野牛ロース肩ロース・

すき焼きしゃぶしゃぶ用

600g入り（真空トレーパック）

和歌山の畜産農家が愛情を込めて育てまし

た。

和歌山県が育んだ純国産黒毛和牛！

熊野牛焼肉セット

２００g×２枚入り（真空トレーパック）250g×4個入（真空トレーパック） ５００g入（真空トレーパック）

黒毛和牛切りおとし1.0Ｋｇ(250ｇ×4個　真空

トレーパック入り)

用途は肉じゃが、野菜炒め等色々。

三角バラ、上バラのみ使用。

切りおとし

紀州ビーフ葵（A4・A5厳選）

サーロインステーキ４００g

紀州ビーフ葵(A4・A5厳選)

カルビ焼肉用

紀州ビーフ葵（A4・A5厳選）

約300グラム×2枚

和歌山県が育んだ純国産黒毛和牛！熊野牛ロー

スステーキ(200ｇ×4)

約220グラム×4枚

ロースセット

紀州ビーフ葵(A４・A５厳選)

紀州ビーフ葵(A４、A５等級のみ)の、サー

ロインステーキです。

モモステーキ

紀州ビーフ葵（A4・A5厳選）

しゃぶしゃぶ用600g

紀州ビーフ葵（A4・A5厳選）

肉好きの方にお勧めの1品！

和歌山の畜産農家が愛情を込めて育てまし

た。

サーロインステーキ800g

紀州ビーフ葵(A4・A5厳選)



AZ06-NT AZ11-NT AZ13-NT

【19,000円】 【26,000円】  【14,000円】
約500グラム×4

CC01-NT CC03-NT CC04-NT

【28,000円】 【26,000円】 【39,000円】

CC05-NT CC06-NT CC07-NT

【90,000円】 【38,000円】 【15,000円】

CC08-NT CC13-NT CC16-NT

【24,000円】 【48,000円】 【18,000円】

熊野牛 肩ロース・バラ焼肉用各500g(計1kg)

サシがきめ細かく濃厚な旨味が味わえる「肩

ロース」、赤身と脂身部分のバランスが良い

「バラ」。焼肉で人気の部位２種類をセットに

いたしました。

熊野牛 モモ・カタスライス

 500g×2P 合計1kg

脂肪が少なくヘルシーな赤身肉をすき焼き・

しゃぶしゃぶ用にカットいたしました。

熊野牛の赤身を使用したスライスで、

あっさりと食べられます。

熊野牛 モモ・カタ・バラスライス

 500g×2P(計1kg)

熊野牛 ロースステーキ 200g×2枚

熊野牛 ヒレステーキ 150×2枚

熊野牛 モモステーキ 200g×2枚(計6枚)

熊野牛で炒め物をはじめ、カレーシチュー用や

鍋物などどのような調理にでも使える便利なス

ライスです｡

熊野牛のロース、ヒレ、モモの３種類の部位を

同時に味わえるセットです。

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ 赤身

スライス 700g

熊野牛 リブロース・肩ローススライス 各

500g(計1kg)

ブランド牛肉・熊野牛をリーズナブルに！

ぜひ一度ご賞味ください。
ブランド牛肉をリーズナブルな価格で

約500グラム×2

熊野牛 サーロインブロック 2kg

赤身マニアの方にお勧め！

和歌山の畜産農家が愛情を込めて育

てました。

熊野牛 ロースステーキ 600g

熊野牛 万能スライス 1kg

熊野牛 サーロインブロック 2kg

熊野牛 赤身すき焼き・しゃぶしゃぶ  1kg
熊野牛 ステーキバラエティセット

約700グラム

豪華な熊野牛サーロインブロック肉。お

好みの厚さでお召し上がりいただけま

す。

熊野牛 ロースステーキ 1kg

純国産黒毛和牛！熊野牛モモ・すき

焼きしゃぶしゃぶ用

和歌山県が育んだ純国産黒毛和牛！熊野牛

切り落とし 500g×4

和歌山県が育んだ純国産黒毛和牛！熊

野牛切り落とし1kg

熊野牛 焼肉セット 1kg

丹精を込めて育てられた美味しい“和歌山ふるさ

との味・熊野牛”をどうぞご賞味ください。

 熊野牛 リブロースステーキ

200g×5枚(計1kg)

きめ細かく柔らかな肉質で濃厚な味わいが特徴

の牛肉の最高峰と云われるロース肉のステーキ

です。

熊野牛 リブロースステーキ

 200g×3枚(計600g)

きめ細かく柔らかな肉質で濃厚な味わいが特徴

の牛肉の最高峰と云われるロース肉のステーキ

です。

熊野牛 ロース・肩ロース すき焼き・しゃ

ぶしゃぶ 1kg

熊野牛 モモ・カタスライス 700g×1P



CC19-NT CC20-NT

【13,000円】 【16,000円】

CC33-NT CC34-NT CC35-NT

【11,000円】 【22,000円】 【11,000円】

CC36-NT CC37-NT CC38-NT

【16,000円】 【22,000円】 【11,000円】

CC39-NT CC40-NT CC41-NT

【16,000円】 【22,000円】 【11,000円】

霜降りが適度で柔らかく、濃厚で味わい深

い旨みが特徴の部位です。

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ 赤身スラ

イス 600g

熊野牛 赤身ステーキ 200g×3枚

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ肩ロー

ススライス 300g

熊野牛 モモ・カタスライス 400g×1P

熊野牛 モモ・カタスライス 600g×1P

脂肪が少なくヘルシーな赤身肉をすき焼き・

しゃぶしゃぶ用にカットいたしました。

脂肪が少なくヘルシーな赤身肉をすき焼き・

しゃぶしゃぶ用にカットいたしました。

熊野牛のモモを使用した美味しいス

テーキです。

熊野牛のモモを使用した美味しいス

テーキです。

 熊野牛 赤身ブロック 400g

 熊野牛 赤身ステーキ 200g×2枚

肩ロースを焼肉用にカットいたしました。霜降

りが適度で柔らかく、濃厚で味わい深い旨みが

特徴の部位です。

肩ロースを焼肉用にカットいたしました。霜降

りが適度で柔らかく、濃厚で味わい深い旨みが

特徴の部位です

熊野牛 赤身ブロック 真空パック 400g

熊野牛 肩ロース 焼肉用 500g 熊野牛 肩ロース 焼肉用 600g

熊野牛 肩ロース 500g 熊野牛 肩ロース 600g

熊野牛のモモ肉や肩肉を使用したブロックで

す。お家で自家製のローストビーフに最適で

す。

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ 赤身スラ

イス 800g

熊野牛 モモ・カタスライス 800g×1P

脂肪が少なくヘルシーな赤身肉をすき焼き・

しゃぶしゃぶ用にカットいたしました。

 熊野牛 肩ローススライス 300g

熊野牛 赤身ブロック 真空パック 500g

熊野牛 赤身ステーキ 200g×4枚

熊野牛 モモ・カタブロック 500g

熊野牛のモモ肉や肩肉を使用したブロッ

クです。お家で自家製のローストビーフ

に最適です。

熊野牛 モモステーキ 200g×3枚

熊野牛のモモを使用した美味しいステーキで

す。赤身で脂肪分が少なく、あっさりとヘル

シーにお召し上がりいただけます。

熊野牛 赤身ステーキ 200g×2枚 熊野牛 赤身ステーキ 200g×4枚
熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ 赤身スラ

イス 400g



CC42-NT CC43-NT CC44-NT

【16,000円】 【22,000円】 【16,000円】

CC45-NT CC46-NT CC47-NT

【16,000円】 【11,000円】 【22,000円】

CC48-NT CC49-NT CC50-NT

【11,000円】 【22,000円】 【11,000円】

CC51-NT CC52-NT CC53-NT

【22,000円】 【31,000円】 【11,000円】

各部位それぞれの触感や味わいの違いをお

楽しみください。

熊野牛 バラ 焼肉用 400g

熊野牛 バラ 400g

どちらも非常に希少な部位で、焼肉との相性が

抜群のお肉です。

※カイノミ、ササミどちらか500gになります。

一頭からわずかな量しかとれない希少部

位です。

熊野牛 サーロインステーキ 200g×2枚

熊野牛 リブロース・モモ・肩ロース・バラスラ

イス 各80g

熊野牛 希少部位 カイノミ・ササミ 焼

肉用 500g

熊野牛 すき焼き懐石 6種盛り 熊野牛 トマホーク 900g

熊野牛 サーロインステーキ 200g×1枚

 熊野牛 カイノミ、ササミ(どちらか) 500g

熊野牛 ミスジ 500g 熊野牛 サーロインステーキ 200g×1枚

熊野牛 サーロインステーキ 200g×2枚

肩ロースを焼肉用にカットいたしました。霜降

りが適度で柔らかく、濃厚で味わい深い旨みが

特徴の部位です。

牛肉の中でもきめの細かさ・見た目・旨み・柔

らかさ・脂の甘みが高い、ステーキにぴったり

な優等生の部位です。

各部位それぞれの触感や味わいの違いを

お楽しみください。

熊野牛 トマホーク 約900g

※大きさや重量は個体によって多少変わります

のでご了承ください。

なかなか一般ではお目にかかることのない珍し

い「トマホークステーキ」。

熊野牛 サーロイン、リブロース、肩ロース、カ

タ、モモ、バラスライス 各100g

牛肉の中でもきめの細かさ・見た目・旨み・柔

らかさ・脂の甘みが高い、ステーキにぴったり

な優等生の部位です。

各部位それぞれの触感や味わいの違いを

お楽しみください。

熊野牛 希少部位 ミスジ 焼肉用 500g

熊野牛 リブロース・モモ・肩ロース・バラスラ

イス 各80g

熊野牛 しゃぶしゃぶ懐石 4種盛り 熊野牛 しゃぶしゃぶ懐石 6種盛り 熊野牛 すき焼き懐石 4種盛り

各部位それぞれの触感や味わいの違いをお

楽しみください。

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ肩

ローススライス 500g

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ肩ロー

ススライス 600g

熊野牛 肩ローススライス 500g 熊野牛 肩ロース 600g

熊野牛 サーロイン、リブロース、肩ロース、

肩、モモ、バラスライス 各100g

各部位それぞれの触感や味わいの違いをお楽し

みください。

霜降りが適度で柔らかく、濃厚で味わい

深い旨みが特徴の部位です。



 CC56-NT

【11,000円】

CC57-NT CC60-NT CC201-NT

【16,000円】 【11,000円】 【16,000円】

CC202-NT CC203-NT CC204-NT

【22,000円】 【22,000円】 【22,000円】

CC205-NT CC206-NT CV12-NT

【16,000円】 【16,000円】 【30,000円】

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ リブロー

ススライス 400g
熊野牛 赤身ローストビーフ 250g×1個

熊野牛 リブロース・モモ・肩ロース・バラ 各

80g

各部位それぞれの食感や味わいの違いを

お楽しみください。

熊野牛の肩ロースをすき焼き用に手切スラ

イスしました。柔らかな肉質と旨味が、口

の中に広がります。

熊野牛 焼肉懐石 4種盛り

熊野牛 赤身ローストビーフ  250g×2個

熊野牛 ステーキ懐石 3種盛り

熊野牛 赤身ローストビーフ 250g×2個

専用タレ 40g×2個

ロースステーキ 200g×1枚

ヒレステーキ 150g×1枚

モモステーキ 200g×1枚(計3枚)

３種類の部位を同時に味わえるセットです。

熊野牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ リブロー

ススライス 500g

すき焼き用肩ロース 450g

熊野牛のモモ肉の柔らかい部分(ランプ・内モモ)

を使用したローストビーフです。

熊野牛 リブローススライス 400g
熊野牛 赤身ローストビーフ 250g×1個

専用タレ 40g×1個

ロースの中で最もきめが細かい部位で、柔らか

く、ジューシーでとても味わい深い肉質が特徴

の部位です。

熊野牛のモモ肉の柔らかい部分(ランプ・内モモ)

を使用したローストビーフです。

熊野牛 リブロース 焼肉用 500g

熊野牛 希少部位 ミスジブロック 500g

熊野牛 リブローススライス 500g×1P

きめ細かく柔らかな肉質で濃厚な味わいが特徴

の牛肉の最高峰と云われるロース肉のスライス

です。

熊野牛 リブロース焼肉 500g

牛肉の最高峰と云われるロース肉を焼肉用

にカットいたしました。

熊野牛 リブロースステーキ 200g×2枚

熊野牛 すき焼き用肩ロース 450g熊野牛 リブロースステーキ 200g×2枚

ロースの中で最もきめが細かく、柔らかく、

ジューシーでコクのある旨味をステーキでお楽

しみください。

熊野牛 ミスジブロック 500g

牛１頭の中でもほんの２～３ｋｇしかとれ

ない希少部位です。



CV14-NT CV15-NT CV16-NT

【30,000円】 【60,000円】 【60,000円】

CV17-NT CV18-NT CV19-NT

【60,000円】 【17,000円】 【17,000円】

CV20-NT CV21-NT CV22-NT

【73,000円】 【73,000円】 【73,000円】

CV23-NT CV24-NT CV25-NT

【103,000円】 【103,000円】 【103,000円】

熊野牛の中からさらに選びぬいたロース肉。肉

の旨味からくる甘みがあり、柔らかいお肉で

す。赤身と脂身の割合も丁度良く、キメが細か

くてやわらかさの中にもむっちりとした歯ごた

えが特徴です。

熊野牛の中からさらに選びぬいたロース肉。肉

の旨味からくる甘みがあり、柔らかいお肉で

す。赤身と脂身の割合も丁度良く、キメが細か

くてやわらかさの中にもむっちりとした歯ごた

えが特徴です。

しゃぶしゃぶ用ロース肉　640g

熊野牛 ロースステーキ 160g×4 熊野牛 すき焼き用もも肉 250g 熊野牛 焼肉用もも肉 250g

熊野牛 すき焼き用ロース肉 640g 熊野牛 焼肉用ロース肉 640g

すき焼き用ロース肉　960g 焼肉用ロース肉　960g

熊野牛の中からさらに選びぬいたロース肉。肉

の旨味からくる甘みがあり、柔らかいお肉で

す。赤身と脂身の割合も丁度良く、キメが細か

くてやわらかさの中にもむっちりとした歯ごた

えが特徴です。

ステーキ用にお肉をスライスしました。

柔らかな肉質と旨味が、口の中に広がり

ます。

熊野牛のモモ肉をすき焼き用にスライスし

ました。柔らかな肉質と旨味が、口の中に

広がります。

熊野牛のモモ肉を焼肉用にスライスしまし

た。柔らかな肉質と旨味が、口の中に広が

ります。

ロースステーキ 160g×4 すき焼き用もも肉　250g

しゃぶしゃぶ用ロース肉　960g

すき焼き用ロース肉　640g 焼肉用ロース肉　640g

すき焼き用肩ロース 450g×2 焼肉用　肩ロース 450g×2

熊野牛 ロースステーキ 160g×2

熊野牛の肩ロースをすき焼き用に手切スラ

イスしました。柔らかな肉質と旨味が、口

の中に広がります。

熊野牛の肩ロースを焼肉用に手切スライス

しました。柔らかな肉質と旨味が、口の中

に広がります。

ロースステーキ 160g×2

熊野牛 焼肉用ロース肉 960g 熊野牛 しゃぶしゃぶ用ロース肉 960g

熊野牛の中からさらに選びぬいたロース肉。肉

の旨味からくる甘みがあり、柔らかいお肉で

す。赤身と脂身の割合も丁度良く、キメが細か

くてやわらかさの中にもむっちりとした歯ごた

えが特徴です。

熊野牛 すき焼き用肩ロース 450g×2 熊野牛 焼肉用肩ロース 450g×2

熊野牛の中からさらに選びぬいたロース肉。肉

の旨味からくる甘みがあり、柔らかいお肉で

す。赤身と脂身の割合も丁度良く、キメが細か

くてやわらかさの中にもむっちりとした歯ごた

えが特徴です。

焼肉用もも肉　250g

熊野牛 しゃぶしゃぶ用ロース肉 640g

熊野牛の中からさらに選びぬいたロース肉。肉

の旨味からくる甘みがあり、柔らかいお肉で

す。赤身と脂身の割合も丁度良く、キメが細か

くてやわらかさの中にもむっちりとした歯ごた

えが特徴です。

ステーキ用にお肉をスライスしました。

柔らかな肉質と旨味が、口の中に広がり

ます。

熊野牛 すき焼き用ロース肉 960g



CV26-NT CV57-NT CV58-NT

【103,000円】 【120,000円】 【120,000円】

CV13-NT DX91051-NT

【30,000円】 【27,000円】
焼肉用　肩ロース 450g

熊野牛の肩ロースを焼肉用に手切スライ

スしました。柔らかな肉質と旨味が、口

の中に広がります。

熊野牛 焼肉用肩ロース 450g

ロースステーキ　240g×4 熊野牛（焼肉用）、ロース肉 640g、肩ロース

450g、もも肉 250g熊野牛の中からさらに選びぬいたロース肉。肉

の旨味からくる甘みがあり、柔らかいお肉で

す。赤身と脂身の割合も丁度良く、キメが細か

くてやわらかさの中にもむっちりとした歯ごた

えが特徴です。

焼肉用ロース肉、肩ロース、もも肉の三種類の

お肉をお届けします。

熊野牛　焼肉食べ比べ熊野牛 ロースステーキ　240g×4 熊野牛　すき焼き食べ比べ

ロース肉、肩ロース、もも肉。三種類のすき焼

き用熊野牛。

熊野牛（すき焼き用）、ロース肉 640g、肩ロー

ス 450g、もも肉 250g

熊野牛A4以上ヒレシャトーブリアンステーキ

200g(100g×2枚)＆霜降り赤身こま切れ300g

・国産黒毛和牛肉・シャトーブリアンステー

キ：約200g・赤身こま切れ：約300g

和歌山の緑豊かな自然と温暖な気候の中で、丹精込めて育てら

れた高級ブランド黒毛和牛「熊野牛」。その中でも、見た目も

美しく、上質でとろける脂を持っております。贈答用としても

お使いいただける折箱に入れてお届けします。



DP01-NT DP02-NT DP03-NT

【20,000円】 【20,000円】 【30,000円】

DP04-NT DP05-NT DP06-NT

【30,000円】 【50,000円】 【50,000円】

DM25 DM26 DM27

【28,000円】 【28,000円】 【23,000円】

AN37-NT AN38-NT AN39-NT

【44,000円】 【27,000円】 【33,000円】

【和歌山県のブランド牛】熊野牛ロース

ステーキ200g×2枚

【和歌山県のブランド牛】熊野牛ロースす

きやき用400g

【和歌山県のブランド牛】熊野牛モモしゃ

ぶしゃぶ用500g

熊野牛　ロースステーキ(200g×2枚) 熊野牛　ロース肉　(すき焼き用)　400g 熊野牛　モモ肉　(しゃぶしゃぶ用)　500g

和歌山産　高級和牛『熊野牛』ロース

しゃぶしゃぶ用

和歌山産　高級和牛『熊野牛』ロース盛合

せ焼肉

和歌山産　高級和牛『熊野牛』ステーキ

セット　ロース・ヘレ

ロースしゃぶしゃぶ用　約７００ｇ ロース３種（リブ芯・カブリ・厚切りロー

ス）　約５００ｇ

約６４０ｇ

（ロース×2枚、ヘレ×2枚）
ロース肉は、脂肪の風味がよく、程よい食感で

職人による透き通るような薄切りカットは、タ

レに絡みやすく、口に入れた瞬間、とろける食

感と脂の旨みが同時に楽しめます。

ロース肉の希少な３種盛り。それぞれに特

徴があり、柔らかさと上質な霜降りの良さ

が分かります。

霜降りの肉汁があふれ出すロース肉と柔ら

かいヒレ肉をスペシャルカットしお届け致

します。

【地元ブランド】熊野牛ロースすき焼き・

しゃぶしゃぶ用 ５００ｇ

【地元ブランド】熊野牛ロース焼肉 ５０

０ｇ

豊かな自然で育った熊野牛の旨味が凝縮された

霜降りのサーロインステーキ肉質はきめが細か

く、甘みのある風味が人気！熊野牛をステーキ

用でお届けします。

豊かな自然で育った熊野牛の旨味が凝縮された

霜降りのロースを薄切りにしました。熊野牛ス

ライスをすき焼き、しゃぶしゃぶ用でお届けし

ます。

豊かな自然で育った熊野牛の旨味が凝縮された

霜降りのロースを焼肉にしました。肉質はきめ

が細かく、甘みのある風味が人気！熊野牛ロー

スを焼肉用でお届けします。

脂肪の風味がよく、柔らかいロースを

『焼』にこだわった『すき焼き肉』の魅力

を最大限に引き出す厚さにスライスカット

いたしました。

脂肪分の少ない赤身はヘルシーで、職人による

透き通るような薄切りカットは、タレに絡みや

すく、口に入れた瞬間、とろける食感と脂の旨

みが同時に楽しめます。

すき焼き用　ロース赤身　約600g ロース　すき焼き用　約７００ｇ

脂肪分が少なくヘルシーな赤身で『焼』

にこだわった『すき焼き肉』の魅力を最

大限に引き出す厚さにスライスカットい

たしました。

熊野牛ステーキ２００ｇ×３Ｐ 熊野牛ローススライス ５００ｇ 熊野牛ロース焼肉 ５００ｇ

【地元ブランド】熊野牛サーロインス

テーキ ２００ｇ×３

但馬牛の血統を取り入れて品種改良がなされ、

「熊野牛」として地域ブランド化された国産黒

毛和牛です。焼いた時の芳ばしい香りの良さと

おいしさも熊野牛ならではです。

但馬牛の血統を取り入れて品種改良がなされ、

「熊野牛」として地域ブランド化された国産黒

毛和牛です。肉質もきめ細かで柔らかく、肉そ

のものの風味に優れた逸品です。

但馬牛の血統を取り入れて品種改良がなされ、

「熊野牛」として地域ブランド化された国産黒

毛和牛です。肉質もきめ細かで柔らかく、肉そ

のものの風味に優れた逸品です。

和歌山産　高級和牛『熊野牛』赤身

すき焼き用

和歌山産　高級和牛『熊野牛』　赤身

しゃぶしゃぶ用

和歌山産　高級和牛『熊野牛』ロース

すき焼き

ロース赤身　しゃぶしゃぶ用

約６００ｇ



DX91053-NT DX91052-NT

【15,000円】 【25,000円】

熊野牛 A4以上 霜降り 赤身 こま切れ 500g

・国産黒毛和牛肉・赤身こま切れ：約500

和歌山の緑豊かな自然と温暖な気候の中で、丹精込めて育てら

れた高級ブランド黒毛和牛「熊野牛」。その中でも、見た目も

美しく、上質でとろける脂を持っております。赤身の多い部位

をこま切れにし、贈答用としてもお使いいただける折箱に入れ

てお届けします。

熊野牛 A4以上 霜降り 肩ロース スライス 500g

・国産黒毛和牛肉・肩ロース：約500g

和歌山の緑豊かな自然と温暖な気候の中で、丹精込めて育てられた高級ブラ

ンド黒毛和牛「熊野牛」。その中でも、見た目も美しく、上質でとろける脂

を持っております。霜降りのサシが多くて柔らかく、脂の甘さと肉のコクが

バランス良く味わえるため、すき焼きやしゃぶしゃぶに最適な「肩ロース」

を、贈答用としてもお使いいただける折箱に入れてお届けします。



お魚の返礼品
（紀州備長炭干し干物、マグロ、うなぎ等）

CP01-NT CP02-NT AP01-NT

【29,000円】 【29,000円】 【17,000円】

AP06-NT AP05-NT AP10-NT

【12,000円】 【10,000円】 【11,000円】

CH06-NT CH07-NT CH08-NT

柿の葉寿司 45個入り 柿の葉寿司 30個入り 柿の葉寿司 20個入り

【22,000円】 【18,000円】 【14,000円】

加太の「海の幸」 【紀州備長炭 旨味熟成】

紀州備長炭干し詰合せ(豊麟)

各種数匹（個）ずつ さんま2枚・真あじ2枚・さば片身2枚・白鮭2

切・真ほっけ1枚・するめいか1枚

天然「加太のタイ」

1～２匹
紀淡海峡、友ヶ島水道の荒波が育んだ天然の魚

貝類の詰合せ。季節によって種類は変わります

が、青物や根魚、貝類など、新鮮で「旬」な海

の幸をお届けします。
鮮度の高いフワッフワッ干物です。

紀淡海峡、友ヶ島水道の荒波が育んだ天然のマ

ダイ。旨さ、鮮度を保つため「神経抜き」な

ど、こだわりの「活〆」でお届けします。

【紀州備長炭 旨味熟成】

紀州備長炭干し 紀州さば

紀州さば片身3枚
細かい備長炭をセイロに敷き詰めその上に紙を敷き、その上から、紀州南高梅から出来た梅酢をブレンドした塩水漬けされた魚を天然パルプの特

殊セロファンで巻き一枚ずつ丁寧に並べていきます。その上に特殊不織布をかぶせ、また備長炭を敷き詰めます。魚をサンドしている状態です。

この製法は空気に触れずに備長炭が水分と臭みだけを吸収するので劣化を防ぎ、魚本来の旨みが凝縮されるので、鮮度の高いフワッフワッ干物が

出来上がります。

特大かます3枚厳選さんま6枚

【紀州備長炭 旨味熟成】

紀州備長炭干し 厳選さんま

【紀州備長炭 旨味熟成】

紀州備長炭干し 特大かます

45個 30個 20個

昔ながらの柿の葉寿しです。

国内産のサバと良質のお米を使用した昔ながら

の製法で一つ一つ手作りで仕上げた絶品です。

昔ながらの柿の葉寿しです。

国内産のサバと良質のお米を使用した昔ながら

の製法で一つ一つ手作りで仕上げた絶品です。

昔ながらの柿の葉寿しです。

国内産のサバと良質のお米を使用した昔ながら

の製法で一つ一つ手作りで仕上げた絶品です。



CH09-NT CH10-NT CY16-NT

【11,000円】 【9,000円】 【9,000円】

AV01-NT AV02-NT AV03-NT

【12,000円】 【22,000円】 【30,000円】

AV04-NT AV05-NT AV06-NT

【50,000円】 【11,000円】 【18,000円】

柿の葉寿司 15個入り

15個

紀州職人焼一串ずつ丁寧に焼き上げ

た　国産炭火蒲焼1尾

蒲焼うなぎに相性抜群の風味豊かな和歌山県産

ぶどう山椒とのセットです。

紀州職人焼一串ずつ丁寧に焼き上げ

た　国産炭火蒲焼5尾

国産うなぎ食べきりきざみパック5袋ひつ

まぶしにも!!!

蒲焼うなぎに相性抜群の風味豊かな和歌山県産

ぶどう山椒とのセットです。

国産うなぎ食べきりきざみパック3袋

ひつまぶしにも!!!

昔ながらの柿の葉寿しです。

国内産のサバと良質のお米を使用した昔ながら

の製法で一つ一つ手作りで仕上げた絶品です。

柿の葉寿司 10個入り

国産うなぎ蒲焼2尾、和歌山県産ぶどう山椒7g入り1袋、鰻のタ

レ20ｃｃボトル4本

10個

紀州職人焼一串ずつ丁寧に焼き上げた

国産炭火蒲焼3尾

紀州職人焼一串ずつ丁寧に焼き上げた

国産炭火蒲焼2尾

昔ながらの柿の葉寿しです。

国内産のサバと良質のお米を使用した昔ながら

の製法で一つ一つ手作りで仕上げた絶品です。

特大サイズ（約130～140g）3尾

紀州仕立ての子持ち鮎を醤油と水飴で一昼夜煮詰め、

鮎の味を残しながらもほんのり甘い味付けに仕上げま

した。骨まで柔らかいので頭から尻尾まで丸ごと美味

しくいただけます。

【特大サイズ】手土産に☆卵たっぷり　子

持ち鮎のほねうま煮セット（特大3）

国産うなぎ蒲焼3尾、和歌山県産ぶどう山椒7g入り1袋、鰻のタ

レ20ｃｃボトル6本

蒲焼うなぎに相性抜群の風味豊かな和歌山県産

ぶどう山椒とのセットです。

国産うなぎ蒲焼5尾、和歌山県産ぶどう山椒７g

入り１袋、鰻のタレ20ｃｃボトル10本

国産うなぎ蒲焼きざみパック（60ｇ入）3

パック、和歌山県産ぶどう山椒7g入り1

袋、鰻のタレ20ｃｃボトル3本、きざみ海

苔、お吸い物の素各3袋

国産うなぎ蒲焼きざみパック（60ｇ入）5

パック、和歌山県産ぶどう山椒7g入り1

袋、鰻のタレ20ｃｃボトル5本、きざみ海

苔、お吸い物の素各5袋
蒲焼うなぎに相性抜群の風味豊かな和歌山県産

ぶどう山椒とのセットです。

国産うなぎ蒲焼１尾、和歌山県産ぶどう山椒７g入り１袋、鰻

のタレ20ｃｃボトル2本



AV07-NT AV08-NT AV09-NT

【30,000円】 【24,000円】 【50,000円】

CY14-NT AP12-NT

【5,000円】 【16,000円】

DM115 DM116 DM114

【7,000円】 【7,000円】 【8,000円】

DM117 DX042-NT DX043-NT

【15,000円】 【25,000円】 【18,000円】

自然解凍するだけでおいしく食べられる冷凍寿司です。 「紀

州 あせ葉寿司」と、「棒寿し」をセットにしました。※4月～

10月は、お召し上がりの6～7時間前に、11月～3月は、お召し

上がりの7～8時間前に冷凍庫から出して必ず、自然解凍でお

召し上がり下さい。

自然解凍するだけでおいしく食べられる冷凍寿司です。 厳選

した魚と艶やかに炊き上げた寿司飯を一つ一つ丁寧に、あせの

葉で包みました。※4月～10月は、お召し上がりの6～7時間前

に、11月～3月は、お召し上がりの7～8時間前に冷凍庫から出

して必ず、自然解凍でお召し上がり下さい。

自然解凍するだけでおいしく食べられる冷凍寿司です。 厳選し

た魚と艶やかに炊き上げた寿司飯を一つ一つ丁寧に、あせの葉

で包みました。※4月～10月は、お召し上がりの6～7時間前

に、11月～3月は、お召し上がりの7～8時間前に冷凍庫から出

して必ず、自然解凍でお召し上がり下さい。

紀州和歌山の棒鯖寿司　1本

棒鯖寿司1本

自然解凍するだけでおいしく食べられる冷凍寿司です。

お店独自のタレに漬け込んだ鯖と、独自の製法で炊き上げた肉厚昆布

に、シャリはコシヒカリ最高級ランクで創り上げた鯖 (さば) 棒寿しで

す。近海で捕れた脂の乗った1尾 700g～800gの真鯖の片身とじっくり

煮込んだ肉厚昆布の旨味が、たまらなく絶妙な味わいを作り上げてい

ます。

紀州和歌山の棒鯖寿司とあせ葉寿司（鯛4個・

鮭3個）セット

うなぎ蒲焼（1尾あたり約１７０g前後）〔2尾〕

/たれ約40ｇ×2

しょうゆの芳醇な香りにコクのある深い味わい

で経験から生まれる熟練された焼き加減でより

一層うなぎの味を引立ててます。

瞬間凍結で生きたままの足赤海老を数分で凍結・真空パック

し、鮮度・旨み・甘み・食感をそのままに、お届けいたしま

す。※水揚げの関係上　発送にお時間かかる場合がございま

す。

紀州和歌山のあせ葉寿司鮭7個　化粧箱入

り

紀州和歌山のあせ葉寿司鯛7個　化粧箱入

り

あせ葉寿司鮭7個入り あせ葉寿司鯛7個入り

国産うなぎ蒲焼2尾、白焼1尾、和歌山県産ぶど

う山椒７g入り１袋、鰻のタレ20ｃｃボトル6本

蒲焼うなぎに相性抜群の風味豊かな和歌山県産

ぶどう山椒とのセットです。

鮎まんまの素（２合用×２パック）

紀州職人焼　一串ずつ丁寧に焼き上げた

国産炭火蒲焼2尾白焼1尾

国産うなぎ蒲焼カットパック（1パック当

たり50-80ｇ）500ｇ、和歌山県産ぶどう

山椒7g入り1袋、鰻のタレ20ｃｃボトル5

本

大人気！「鮎うまみ焼き ほねうま」を丸ごと一

匹以上使用した、ほぐし身たっぷりの鮎ごはん

の素です。無添加なので安全・安心にお召し上

がり頂けます。

【鮎まんまの素（２合用）】約110g×２袋

いつでもうな丼1人前食べきりカットパッ

ク1㎏セット！

国産うなぎ蒲焼カットパック（1パック当

たり50-80ｇ）1㎏、和歌山県産ぶどう山

椒7g入り2袋、鰻のタレ20ｃｃボトル10本

いつでもうな丼1人前食べきりカットパッ

クセット！

紀州・雑賀崎漁港名産　足赤海老［中］16尾

セット

足赤海老　生食用

500g16尾セット（250g（8尾）×2パック）

うなぎ蒲焼（1尾あたり約１７０g前後）〔3尾〕

/たれ約40ｇ×3

大型サイズふっくら柔らか　国産うなぎ蒲

焼き　3尾

大型サイズふっくら柔らか　国産うなぎ蒲焼き

2尾

しょうゆの芳醇な香りにコクのある深い味わい

で経験から生まれる熟練された焼き加減でより

一層うなぎの味を引立ててます。

棒鯖寿司1本/はせ葉寿司鯛4個/はせ葉寿司鮭3個



DX044-NT

【10,000円】
うなぎ蒲焼(約１７０g前後)　1尾/たれ約40ｇ

×1

国産大型うなぎを絶品のタレで焼き上げた逸

品！ 皮はパリッと身はふっくらジューシーを堪

能してください。40年以上継ぎ足してきたタレ

にはうなぎの旨味が濃縮されています。

大型サイズ　ふっくら柔らか国産うなぎ蒲焼き

約2人前　化粧箱入



お米&野菜等の返礼品

CQ27-NT CQ27-NT CA104-NT

【7,000円】 【14,000円】 【10,000円】

CA105-NT CQ31-NT CA102-NT

【15,000円】 【20,000円】 【10,000円】

CA103-NT CA106-NT CA107-NT

【30,000円】 【50,000円】 【100,000円】

CQ25-NT BG02-NT BL02-NT

【15,000円】 【15,000円】 【10,000円】
約5kg

単一原料米10割 長野県産コシヒカリ〔6kg(2kg

×3袋)〕

金芽ロウカット玄米の特徴は、そのロウ層をカットした玄米な

ので、白米と同じようにふっくら炊きあがります。又、無洗米

仕上げなので、洗わずに炊くことが可能です。

2kg×4

① 白米のように食べやすい② 玄米とほぼ同等

に栄養価が高い③ 簡単に炊ける④ 消化性に優

れている、⑤ 白ご飯よりカロリー約３０％オフ

といった特長があります。

① 白米のように食べやすい② 玄米とほぼ同等

に栄養価が高い③ 簡単に炊ける④ 消化性に優

れている、⑤ 白ご飯よりカロリー約３０％オフ

といった特長があります。

2kg×4

【和歌山工場製造】金芽ロウカット玄米

(無洗米) 6kg(2kg×3袋)

旬をお届け！和歌山市産・野菜または果物の詰

め合わせ

7種類前後の季節野菜または果物の詰め合わせ(※時期

により種類数は異なります。)

白米2Kg×2、玄米2Kg×1

五分づき米2Kg×1

【障がい者施設製品】農薬や除草剤を使用せず、雑草

を手作業で取り除き、植物性乳酸菌（ＬＢＦ-403菌）

を肥料として育てた商品です。

150g×24食×2ケース

① 白米のように食べやすい② 玄米とほぼ同等

に栄養価が高い③ 簡単に炊ける④ 消化性に優

れている、⑤ 白ご飯よりカロリー約３０％オフ

といった特長があります。

複数原料米 国内産10割〔5kg/国内産〕×12回

（毎月）

乳酸菌で育てた（玄米、五分づき、白

米）詰め合わせ

金芽ロウカット玄米の特徴は、そのロウ層をカットした玄米な

ので、白米と同じようにふっくら炊きあがります。又、無洗米

仕上げなので、洗わずに炊くことが可能です。

複数原料米 国内産10割〔5kg/国内産〕

金芽ロウカット玄米ごはん　150g×48食

セット

【和歌山工場製造】金芽ロウカット玄米

(無洗米) 4kg(2kg×2袋)

単一原料米10割 長野県産コシヒカリ〔4kg(2kg

×2袋)〕

【和歌山工場製造】国内産100％ 金芽米

(無洗米) 5kg

複数原料米 国内産10割〔5kg/国内産〕×6回

（毎月お届け）

金芽米とは、栄養と美味しさを両立した健康志向のお

米。白米と同じ口あたりで、白米よりも旨味・甘味が

あり、栄養価が高いのが特徴であります。

金芽米とは、栄養と美味しさを両立した健康志向のお

米。白米と同じ口あたりで、白米よりも旨味・甘味が

あり、栄養価が高いのが特徴であります。

【和歌山工場製造】国内産100％ 金芽米

(無洗米) 15kg(5kg×3袋)

★1年間で12回届く頒布会★

金芽米とは、栄養と美味しさを両立した健康志向のお米。白米

と同じ口あたりで、白米よりも旨味・甘味があり、栄養価が高

いのが特徴であります。

国内産100％ 金芽米(無洗米)5kg（年12回

お届け）

★半年間で6回届く頒布会★

金芽米とは、栄養と美味しさを両立した健康志向のお米。白米

と同じ口あたりで、白米よりも旨味・甘味があり、栄養価が高

いのが特徴であります。

5kg×2

カロリー約17％オフ、糖質約14％オフ！さ従来の精

米・無洗米とは一線を画した、ふっくらとおいしい金

芽米をぜひご賞味ください。

金芽ロウカット玄米 8kg（2kg×4） 金芽ロウカット玄米 8kg（2kg×4）

複数原料米 国内産10割〔15kg(5kg×3袋)/国内

産〕

金芽米ベストセレクト10kg（5kg×2）

国内産100％金芽米(無洗米)5kg（半年間

で6回お届け）



特産グルメの返礼品
（梅干、和歌山ラーメン等）

AT01-NT AT02-NT AT03-NT

【9,000円】 【14,000円】 【9,000円】

AT04-NT AF01-NT AF02-NT

【14,000円】 【9,000円】 【15,000円】

AF03-NT AF04-NT AB01-NT

【24,000円】 【32,000円】 【11,000円】

AB02-NT AF05-NT AF06-NT

【18,000円】 【8,000円】 【15,000円】

紀州産南高梅 宝梅550g 紀州産南高梅 宝梅1kg 紀州南高梅 宝梅紀のなごみ12粒

550ｇ、粒サイズ：3L 1ｋｇ、粒サイズ：4L 12粒入り（約276g）、粒サイズ：4L

選りすぐりの紀州南高梅をはちみつでやさし

く仕上げました。ふっくらとした果肉と塩分

控えめのまろやかな梅干です。（塩分約：

10％）

できたての風味をそのまま、ひとつひとつ大

切に包み込んでいます。きめ細かい柔らかな

皮に、ふっくらとした果肉が絶品の梅干で

す。（和紙個包装/塩分約：10％）

紀州南高梅 宝梅紀のなごみ20粒
大粒の紀州南高梅 人気のはちみつ仕立

て「極」12包

大粒の紀州南高梅 人気のはちみつ仕立

て「極」20包

20粒入り（約460g）、粒サイズ：4L はちみつ仕立て個包装梅干し 12粒 はちみつ仕立て個包装梅干し 20粒

選りすぐりの紀州南高梅をはちみつでやさし

く仕上げました。ふっくらとした果肉と塩分

控えめのまろやかな梅干です。（塩分約：

10％）

できたての風味をそのまま、ひとつひとつ大

切に包み込んでいます。きめ細かい柔らかな

皮に、ふっくらとした果肉が絶品の梅干で

す。（和紙個包装/塩分約：10％））

心をこめて包まれた大粒の梅干しは、すっぱ

さを押さえたまろやかさな味。ジューシーな

梅の果肉とはちみつの甘みが互いを引き立た

せます。（塩分約8％）

心をこめて包まれた大粒の梅干しは、すっぱ

さを押さえたまろやかさな味。ジューシーな

梅の果肉とはちみつの甘みが互いを引き立た

せます。（塩分約8％）

大粒の紀州南高梅

「極重ね」三段（三種詰合せ）

大粒の紀州南高梅

「極重ね」四段（三種詰合せ）

はちみつ入り福豊梅和紙包み

12粒木箱入り

はちみつ仕立て個包装梅干し10粒、甘仕立て個包装梅干し

10粒、金の紫蘇仕立て個包装梅干し10粒

はちみつ仕立て個包装梅干し20粒、甘仕立て個包装梅干し

10粒、金の紫蘇仕立て個包装梅干し10粒

和紙包み12粒木箱入り

福豊梅・４Ｌサイズ・塩分約8％

甘仕立て個包装梅干し6粒、金の紫蘇仕立て個包装梅干し6

粒、贅沢茶漬け4袋、燻し梅ピューレ120ｇ

木で完熟させた南高梅(Ａ級品)をじっくりと二度漬けを致し

ました逸品です。皮が薄くとろけるような果肉が特徴です。

（塩分約8％）合成着色料、合成保存料、人工甘味料は使用

しておりません。

大粒の梅、ご飯に良く合う「甘仕立て」を4粒と、華やかなパッケージに

上品な個包装和紙に包んだ、人気の「はちみつ仕立て」を7粒詰合せまし

た。また、真ん中には、お茶漬けによく合う「甘仕立て」と「甘仕立て

によく合うお茶漬けの素をセットしています。

大粒「極」サイズで「甘仕立て」「金の紫蘇仕立て」2種類お楽しみした

だけます。また、お湯をかけるだけでそのまま贅沢な梅茶漬けができ

る、梅1粒まるごと使った「贅沢梅茶漬け」を4袋と、新商品「燻し梅

ピューレ」を詰合せました。

１粒１粒、心をこめて包まれた大粒の梅干しが、一段づつお

味を変えてセットされています。（一段）「はちみつ仕立

て」。（二段）「甘仕立て」。（三段）塩分控えめな紫蘇漬

け「金の紫蘇仕立て」。

１粒１粒、心をこめて包まれた大粒の梅干しが、一段づつお

味を変えてセットされています。（一段・二段）「はちみつ

仕立て」。（三段）「甘仕立て」。（四段）「金の紫蘇仕立

て」。

木で完熟させた南高梅(Ａ級品)をじっくりと二度漬けを致し

ました逸品です。皮が薄くとろけるような果肉が特徴です。

（塩分約8％）合成着色料、合成保存料、人工甘味料は使用

しておりません。

和紙包み20粒木箱入り

福豊梅・４Ｌサイズ・塩分約8％

甘仕立て個包装梅干し4粒、はちみつ仕立て7粒、

甘仕立て90ｇ、お茶漬けの素7袋

はちみつ入り福豊梅和紙包み

20粒木箱入り

紀州南高梅詰合せ＆梅干し専門店の贅沢

茶漬け Aセット(S30)

紀州南高梅詰合せ＆梅干し専門店の贅沢

茶漬け Bセット(S5018)



DC01-NT DC02-NT AF07-NT

【11,000円】 【18,000円】 【10,000円】

BJ01-NT CF01-NT AM01-NT

【5,000円】 【8,000円】 【14,000円】

BF02-NT BA02-NT CQ28-NT

【10,000円】 【11,000円】 【6,000円】
冷凍パン6種(各4個入)×6袋

あらげちゃんキクラゲ

紀州南高梅　夢葵　彩の舞　16粒 紀州南高梅　夢葵　彩の舞　25粒

16粒（210g）

爽やかな抹茶の風味とあと味の良さをお楽し

みください。

【障害者施設製品】完全国産キクラゲで、天日干し

することで、栄養価も高くなります

★キクラゲは栄養価も高く、健康食品と言われてい

ます。

グリーンソフト 10個

国産小麦使用！ふくらむ魔法の冷凍パン

セット

紀州南高梅　はちみつ仕立て1kgとお茶漬け

の素10食セット

20ｇ×３袋

「Handmadeせんべい」詰め合わせ

紀州南高梅を使用し、４種のこだわり梅を詰め合わせまし

た。甘さ・酸味・塩味・旨味・香り・食感など　多彩な梅の

味をお楽しみ頂けます。はちみつ梅・しそ漬け梅・昆布包み

梅・桜葉包み梅の4種各4粒（210g）

バタークリーム入りチョコロールケーキ(直径6㎝×長さ24

㎝)×1本塩レモンバターケーキ(高さ4.5㎝×横8.5㎝×長さ

23㎝)×1本

ぶらくり丁のイメージを表現したオリジナル

ケーキです。

懐かしのぶらくり丁ロールとブラクリー

ゼの青春ケーキセット

抹茶入りソフトクリーム　グリーンソフト

10個入り

25粒（375g）

金芽米の米粉　パンケーキミックス

（150g×6）

１５０ｇ×６袋

小麦粉を一切使わない『金芽米』の米粉を１

００％使用したパンケーキミックスが出来ま

した！牛乳と卵を入れて焼くだけで、美味し

いパンケーキが出来上がります。

一箱に３０g入りせんべいが１５個（にんじん３個・ホウレ

ン草３個・生姜３個・きな粉３個・緑茶３個）

【障がい者施設製品】国産小麦、国産バター、平飼い鶏卵、

黒潮海水塩、特別栽培野菜に手づくり国産大豆のきな粉など

など原材料にはしっかりとこだわっています。

２４個セット。6種類のパンが楽しめます。

メロンパン、バターボール(プレーン)、バ

ターボール(クルミ)、クロワッサン、あんパ

ン、カレーパン

調味梅干（はちみつ仕立て）：500g×2パック

お茶漬けの素：5g×10袋

食べごたえたっぷりの大粒パックと、1食に1粒と毎日楽し

んで頂ける中粒パックの2種でたっぷり1kg。更においしい

お茶漬けの素を10食分お付けしてお届け致します。

紀州南高梅を使用し、５種のこだわり梅を詰め合わせまし

た。甘さ・酸味・塩味・旨味・香り・食感など　多彩な梅の

味をお楽しみ頂けます。はちみつ梅・しそ漬け梅・昆布包み

梅・桜葉包み梅・赤紫蘇包み梅の5種各5粒（375g）



BF01-NT BG04-NT BL10-NT

【10,000円】 【10,000円】 【14,000円】

DG07-NT DG08-NT DG09-NT

【10,000円】 【10,000円】 【36,000円】

DG10-NT DG11-NT DG13-NT

【40,000円】 【13,000円】 【7,000円】

BR02-NT

【15,000円】

【和歌山市チャレンジ新商品認定商品】生姜

専門店がパリッと感を出す為にこだわった一

品。ピリッとした味わい、パリッとした食感

が楽しめるチップス。

1袋５０g×５袋

和歌山産厳選生姜使用 しょうが

ちっぷす

創業550有余年、伝統の製法を受け継いだ羊羹。

食べやすい一口サイズで、煉羊羹、大納言羊羹、栗羊羹の3

種類各4本、計12本の詰合せ。

金芽ロウカット玄米の特徴は、そのロウ層を

カットした玄米なので、白米と同じように

米糀で発酵させた駿河屋の代表菓子『本の字饅頭』

をクール便（冷凍）でお届け。温めるとご家庭で出

来立ての本の字饅頭をご賞味頂けます。

ほんのり薫る酒の風味をお楽しみください。

創業550有余年、伝統の製法を受け継いだ、極上の羊羹で

す。厳選した材料を使って作られた煉羊羹、大納言羊羹、栗

羊羹の自慢の3棹。木箱入。

【羊羹】総本家駿河屋『極上本煉羊羹』 木

箱入

極上本煉羊羹2500号 木箱入

（煉羊羹・大納言・栗羊羹 3棹入）

総本家駿河屋【金の本ノ字饅頭】１８個

鶴寿　2棹　木箱入（煉羊羹・大納言）

27.5×18.5×7.8ｃｍ（縦×横×高)

金の本ノ字　6個入　3箱セット

総本家駿河屋の定番、駿河屋プリンです。新鮮たまごを使用

した、食感はしっかりめの素朴なプリン。食べきり小さめサ

イズが嬉しいプリン。5個入パッケージ2本で10個です。

プリン　10個

総本家駿河屋【プリン】１０個
【羊羹】　総本家駿河屋『鶴寿』木箱入

銘菓『本の字饅頭』のこしあんに、和歌山は平和酒造「紀

土」の酒粕を混ぜ込み焼き上げました。もちもちとした食感

の皮との相性が絶妙の新感覚の菓子です。6個入の箱、3箱

となっておりますので、手土産などにおすすめです。

創業550有余年、伝統の製法を受け継ぎ、厳選した材料を

使って作られた羊羹、『鶴寿』。煉羊羹、大納言羊羹、各1

棹。木箱入。

和歌山ゼリー「柑橘三味」
即席おしるこ詰合せ わかやまの恵みをお届け！

JAわかやま　加工品セット

一箱に７０ml入りゼリーが１５個（みかん５個・八

朔５個・ゆず５個）が入っています。

１３個 約15kg未満

10種類前後の加工品の詰め合わせ(※時期に

より商品内容、種類数は異なります。)【障がい者施設製品】お湯を注ぐだけで

おいしい「おしるこ」の完成です。

【障がい者施設製品】地元和歌山の柑橘3種の果汁をたっぷ

り使ったほんまもんの柑橘ゼリーです。余計なものを使用せ

ず果汁と砂糖だけで手づくりしたこだわりの逸品です。

総本家駿河屋【本ノ字饅頭】１５個 総本家駿河屋【ひとくち羊羹・美似芭里

絵】１２本

本ノ字饅頭　15個 美似芭里絵 箱入　（煉羊羹・小倉羊羹・栗羊羹

各4本　計12本入）



AN06-NT AN08-NT AN09-NT

【13,000円】  【16,000円】  【16,000円】

AN10-NT AN11-NT

【19,000円】 【22,000円】

EF01-NT EF02-NT EF03-NT

 【10,000円】  【15,000円】 【20,000円】

EK01-NT EK02-NT EK03-NT

 【11,000円】  【16,000円】 【22,000円】
500g（麺量 108g）/1食分

毎日店舗にて手間暇かけて炊き出した豚骨醤油ストレート

スープ、こだわりの自家製面と具材が全てパックされている

のでお店の味がそのまま自宅で簡単に調理してお召し上がり

頂けます。

丸田屋のお土産用中華そば（和歌山ラーメ

ン）４食セット

丸田屋のお土産用中華そば（和歌山ラーメ

ン）6食セット

丸田屋のお土産用中華そば（和歌山ラーメ

ン）8食セット

500g（麺量 108g）/1食分

毎日店舗にて手間暇かけて炊き出した豚骨醤油ストレート

スープ、こだわりの自家製面と具材が全てパックされている

のでお店の味がそのまま自宅で簡単に調理してお召し上がり

頂けます。

500g（麺量 108g）/1食分

毎日店舗にて手間暇かけて炊き出した豚骨醤油ストレート

スープ、こだわりの自家製面と具材が全てパックされている

のでお店の味がそのまま自宅で簡単に調理してお召し上がり

頂けます。

井出商店 中華そば 4食入り 井出商店 中華そば 6食入り 井出商店 中華そば 8食入り

4食入り

1食あたりの内訳：麺110g、スープ

400ml、ねぎ、メンマ、チャーシュー、

かまぼこ

6食入り

1食あたりの内訳：麺110g、スープ400ml、

ねぎ、メンマ、チャーシュー、かまぼこ

8食入り

1食あたりの内訳：麺110g、スープ400ml、

ねぎ、メンマ、チャーシュー、かまぼこ

①和歌山ラーメン物語：4食入り　②アロチ本家丸高中華そ

ば3食入り③車庫前系湯浅醤油入り　茶箱：内容量459g（め

ん110g×3食、スープ43g×3食）④元祖和歌山ラーメンこっ

てり　赤箱：総量471g（めん110g×3食　スープ47g×3

食）

和歌山ラーメン赤箱3食入り×5箱

（めん110g×3食　スープ47g×3食：総

量471g）

和歌山ラーメン車庫前系湯浅醤油入り茶

箱

和歌山アロチ本家丸高中華そば★5箱

セット★

和歌山ラーメン茶箱3食入り×5箱

（めん110ｇ×3食、スープ47g×3食：総量

471g）×5箱

和歌山ラーメンあおい祭り4点セット
和歌山ラーメン元祖こってり赤箱★

5箱セット★

和歌山ラーメン3食入り×5箱

（生めん110g×3食、醤油とんこつアジスー

プ53g×3食：総量489g）

和歌山ラーメン物語：4食入り総量：634ｇ

（めん110g×4袋、スープ(１)48g　(２)48g

(３)44g　(４)54g）

4つの味が楽しめる

和歌山ラーメン物語



BD05-NT BD07-NT BD08-NT

【3,000円】 【4,000円】 【5,000円】

BD09-NT BD10-NT BD11-NT

【8,000円】 【10,000円】 【13,000円】

濃厚タレでパリッと仕上げた味付海苔

3本セット

濃厚タレでパリッと仕上げた味付海苔

4本セット

濃厚タレでパリッと仕上げた味付海苔

10本セット

10切50枚（板のり5枚分）×8本詰 10切50枚（板のり5枚分）×10本詰

10切50枚（板のり5枚分）×2本詰

濃厚タレでパリッと仕上げた味付海苔

2本セット

味・質・香りのよい九州有明産海苔を原料に

使用し、弊社秘伝の濃厚タレで仕上げていま

す。

味・質・香りのよい九州有明産海苔を原料に

使用し、弊社秘伝の濃厚タレで仕上げていま

す。

味・質・香りのよい九州有明産海苔を原料に

使用し、弊社秘伝の濃厚タレで仕上げていま

す。

味・質・香りのよい九州有明産海苔を原料に

使用し、弊社秘伝の濃厚タレで仕上げていま

す。

味・質・香りのよい九州有明産海苔を原料に

使用し、弊社秘伝の濃厚タレで仕上げていま

す。

味・質・香りのよい九州有明産海苔を原料に

使用し、弊社秘伝の濃厚タレで仕上げていま

す。

10切50枚（板のり5枚分）×3本詰 10切50枚（板のり5枚分）×4本詰

10切50枚（板のり5枚分）×6本詰

濃厚タレでパリッと仕上げた味付海苔

6本セット

濃厚タレでパリッと仕上げた味付海苔

8本セット



お酒・ジュースの返礼品

BY01-NT BY02-NT BE02-NT

【3,000円】 【3,000円】 【8,000円】

BE01-NT DD01-NT DD02-NT

【8,000円】 【12,000円】 【19,000円】

紅茶スティック セレビティー 12本（２

パック）詰め合わせ

温州みかんジュース500ｍｌ×2本、はっさくジュース

500ｍｌ×2本、トマトジュース500ｍｌ×1本

2.5g × 12
和歌山発の紅茶ブランド『セレビティー』。本

格的な紅茶をカジュアルに楽しむスタイルをご

提案します。２種類のアソートパックの詰め合

わせです。

【障がい者施設製品】和歌山県産100％の原材

料にこだわり、素材の味を最大限に引き出して

います。

2.5g × 24

和歌山発の紅茶ブランド『セレビティー』

２種類のアソートパックとイングリッシュブ

レックファースト、マンゴーマジックの詰め合

わせです。

250ml×6本 250ml×6本 温州みかんジュース180ｍｌ×3本、はっさくジュース

180ｍｌ×3本、トマトジュース180ｍｌ×3本
和歌山県産の新生姜を丸しぼりにし、そのシ

ロップと炭酸を合わせた本格派ジンジャーエー

ルです。

生姜シロップに南高梅を加えたほんのり梅香る

ジンジャーエールです。
【障がい者施設製品】和歌山県産100％の原材

料にこだわり、素材の味を最大限に引き出して

います。

生姜丸しぼりジンジャーエール6本箱 梅ひと雫ジンジャーエール6本箱

無添加・果汁100％わかやまジュースのじかん

500ｍｌセット

紅茶スティック セレビティー

24本（４パック）詰め合わせ

無添加・果汁100％わかやまジュースのじ

かん180ｍｌセット



AH01-NT AH03-NT AH04-NT

【85,000円】 【29,000円】 【15,000円】

AH02-NT AH05-NT AH06-NT

【43,000円】 【12,000円】 【9,000円】

AG02-NT AY01-NT AY02-NT

【16,000円】 【11,000円】 【8,000円】
720ml 1.8L 

AY03-NT AY04-NT AY05-NT

【4,000円】 【5,000円】 【16,000円】
720ml 1.8L

吉 宗 （本醸造） 720ml 高野山（純米酒） 超特撰 純吟 （純米吟醸酒）

720ml

燗でも冷でも飲みやすく、飲み飽きしない

すっきりとしたやや辛口の本醸造酒です。

昭和５９年（１９８４年）に高野山で行われた「弘法大師御入定

千百五十年御遠忌大法会奉修」を祈念して発売したシリーズのお

酒で、『高野山』の商標登録を取っています。すっきりした口当

たりのやや辛口の純米酒です。

すっきりした口当たりで飲みやすい純米吟醸酒

です。ラベルの『純吟』の文字は昭和天皇の侍

従長をされていた入江相政様の筆です。

褒紋大吟醸＜イチ＞ Ｓ-50 八代将軍 吉 宗 （大吟醸） 720ml 吉 宗 （本醸造） 1.8L

1.8Ｌ瓶（化粧箱入り）

紀州の銘醸蔵世界一統の蔵人たちが丹精込めて

製造したお酒で、スローフードジャパン燗酒コ

ンテスト2015プレミヤム燗酒部門金賞受賞酒

すっきりした口当たりの辛口でありなが

ら、それを感じさせないほどのフルー

ティーな大吟醸酒です。

燗でも冷でも飲みやすく、飲み飽きしない

すっきりとしたやや辛口の本醸造酒です。

大吟醸７２０ml×6本 大吟醸７２０ml×１本

梅酒７２０ml×１本

純米吟醸７２０ml×１本

純米からくち７２０ml×１本
果実のような香りとやわらかな口当たり。酸味

と甘みがほどよく調和した淡麗のお酒です。冷

酒◎

果実を思わせる香りに、酸味と甘みが調和した淡麗の大

吟醸と、地元の南高梅をたっぷり使い、日本酒で仕込ん

だ甘さひかえめの梅酒です。

こだわり醸した、喉ごしすっきりな「さとこのお酒」

と、先代が守り続けてきた米本来の旨みをいかした辛口

「羅生門」の飲み比べセット

1989年以来、モンドセレクション最高金賞を連

続受賞。優雅で上品な香り、お米本来の旨みを

味わえる逸品です。冷酒◎

1989年以来、モンドセレクション最高金賞を連

続受賞。優雅で上品な香り、お米本来の旨みを

味わえる逸品です。冷酒◎

1989年以来、モンドセレクション最高金賞を連

続受賞。優雅で上品な香り、お米本来の旨みを

味わえる逸品です。冷酒◎

羅生門 鳳寿 大吟醸720ml×6本入 羅生門 鳳寿 大吟醸・羅生門 日本酒仕

込み梅酒セット

さとこのお酒 純米吟醸・羅生門 純米

からくちセット

羅生門 龍寿 純米大吟醸720ml×6本入 羅生門 龍寿 純米大吟醸 1800ml 羅生門 龍寿 純米大吟醸

純米大吟醸７２０ml×6本 純米大吟醸1800ml×1本 純米大吟醸720ml×1本



AY07-NT AY08-NT AY09-NT

【5,000円】 【6,000円】 【10,000円】
720ml 720ml 720ml

AG09-NT AG10-NT AG11-NT

【8,000円】 【4,000円】 【47,000円】

１．８L　一升瓶 ７２０ｍｌ　４合瓶 1.8L　一升瓶×６本入

AG12-NT AG13-NT AG14-NT

【24,000円】 【28,000円】 【14,000円】

７２０ｍｌ　４合瓶 1800ml　一升瓶 720ml　四合瓶

AG15-NT AG16-NT

【110,000円】 【42,000円】

1800ml　一升瓶×４本入 720ml　四合瓶×３本入

大吟醸　南方　極撰＜一升瓶＞桐箱入

４本入

兵庫県産山田錦を贅沢に精米歩合35％まで磨き

上げ、小仕込みで、じっくりと丁寧に時間をか

けて醸された蔵人渾身の逸品。

大吟醸　南方　極撰＜四合瓶＞桐箱入

３本入

熊野路 （純米酒） 高野山 （本醸造） 天長 上撰 マップボトル（和歌山）

すっきりした口当たりのやや辛口で冷かオ

ン・ザ・ロックだとさらに旨い純米酒で

す。

昭和５９年（１９８４年）に高野山で行われた「弘法大師御入定

千百五十年御遠忌大法会奉修」を祈念して発売したシリーズのお

酒で、『高野山』の商標登録を取っています。すっきりした口当

たりのやや辛口の本醸造酒です。

和歌山県の形状をした多治見焼の陶器ボト

ルに和歌山県の観光地図を印刷した県地図

ボトルです。

兵庫県産山田錦を贅沢に精米歩合35％まで磨き

上げ、小仕込みで、じっくりと丁寧に時間をか

けて醸された蔵人渾身の逸品。

フルーティーな香りが、口いっぱいに広がり、

甘みとスッキリとした後味が楽しめます。日本

酒好きの方からあまり日本酒を飲まれない方で

も満足して頂ける逸品です。

純米吟醸　南方＜四合瓶＞　６本入

フルーティーな香りが、口いっぱいに広がり、

甘みとスッキリとした後味が楽しめます。 日本

酒好きの方からあまり日本酒を飲まれない方で

も満足して頂ける逸品です。

純米吟醸　南方＜一升瓶＞

フルーティーな香りが、口いっぱいに広がり、

甘みとスッキリとした後味が楽しめます。 日本

酒好きの方からあまり日本酒を飲まれない方で

も満足して頂ける逸品です。

純米吟醸　南方＜一升瓶＞６本入

フルーティーな香りが、口いっぱいに広がり、

甘みとスッキリとした後味が楽しめます。 日本

酒好きの方からあまり日本酒を飲まれない方で

も満足して頂ける逸品です。

大吟醸　南方　極撰＜四合瓶＞桐箱入

兵庫県産山田錦を贅沢に精米歩合35％まで磨き

上げ、小仕込みで、じっくりと丁寧に時間をか

けて醸された蔵人渾身の逸品。

大吟醸　南方　極撰＜一升瓶＞桐箱入

兵庫県産山田錦を贅沢に精米歩合35％まで磨き

上げ、小仕込みで、じっくりと丁寧に時間をか

けて醸された蔵人渾身の逸品。

純米吟醸　南方＜四合瓶＞



CR11-NT CR10-NT CR09-NT

【54,000円】 【49,000円】 【43,000円】

CR08-NT CR07-NT CR06-NT

【39,000円】 【35,000円】 【31,000円】

CR05-NT CR04-NT CR03-NT

【25,000円】  【22,000円】 【18,000円】

CR02-NT CR01-NT AG04-NT

【13,000円】 【11,000円】 【13,000円】

ペールエール330ｍｌ×7,ＩＰＡ330ｍｌ×7,

ヴァイツェン330ｍｌ×7

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

ペールエール330ｍｌ×2,ＩＰＡ330ｍｌ×

2,ヴァイツェン330ｍｌ×2

ペールエール330ｍｌ×1,ＩＰＡ330ｍｌ×1,

ヴァイツェン330ｍｌ×1

720ｍｌ瓶×3本　化粧箱入り

( 南部の梅酒720ml×1,龍神の柚子酒720ml×1,

桃山の桃酒720ml×1)
本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

和歌山県産果実を100％使用した、日本酒ベースのリキュール

で、食前・食中・食後とあらゆるシーンで果実そのものを楽しめ

るお酒です。

ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ6本セット ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ3本セット 和歌のめぐみギフトセットA （ＳＬ-

40）

ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ15本セット ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ12本セット
ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ9本セット

ペールエール330ｍｌ×5,ＩＰＡ330ｍｌ×5,

ヴァイツェン330ｍｌ×5

ペールエール330ｍｌ×4,ＩＰＡ330ｍｌ×4,

ヴァイツェン330ｍｌ×4

ペールエール330ｍｌ×3,ＩＰＡ330ｍｌ×3,

ヴァイツェン330ｍｌ×3

ペールエール330ｍｌ×6,ＩＰＡ330ｍｌ×6,

ヴァイツェン330ｍｌ×6

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

本場ヨーロッパの希少なホップを数種類ブレンドし、奥深い味わ

いをひきだしております。和歌山市以外の出荷はしておりません

のでこの機会に是非お楽しみください

ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ24本セット

ペールエール330ｍｌ×8,ＩＰＡ330ｍｌ×8,

ヴァイツェン330ｍｌ×8

ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ21本セット ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ18本セット

ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ33本セット ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ30本セット ＡＧＡＲＡｃｒａｆｔ27本セット

ペールエール330ｍｌ×11,ＩＰＡ330ｍｌ×11,

ヴァイツェン330ｍｌ×11

ペールエール330ｍｌ×10,ＩＰＡ330ｍｌ×10,

ヴァイツェン330ｍｌ×10

ペールエール330ｍｌ×9,ＩＰＡ330ｍｌ×9,

ヴァイツェン330ｍｌ×9



AG05-NT AG06-NT AG07-NT

【13,000円】 【14,000円】 【14,000円】

AG08-NT

【14,000円】

「あら川の桃」を使用した「桃酒（ももさけ）」

 「有田みかん」を使用した「蜜柑酒（みかんさけ）」のセット

になります。

「和歌のめぐみ」プレミアム　WMP－1

（桃酒・柚子酒）

「和歌のめぐみ」プレミアム　WMP

－2（桃酒・蜜柑酒）

720ｍｌ瓶×3本　化粧箱入り

 (有田の甘夏酒720ml×1,有田の八朔酒720ml×1,由良の檸檬酒

720ml×1)

「有田みかん」を使用した「蜜柑酒（みかんさけ）」

「龍神村の柚子」を使用した「柚子酒（ゆずさけ）」のセットに

なります。

和歌山県産果実を100％使用した、日本酒ベースのリキュール

で、食前・食中・食後とあらゆるシーンで果実そのものを楽しめ

るお酒です。

「あら川の桃」を使用した「桃酒（ももさけ）」「龍神村の柚

子」を使用した「柚子酒（ゆずさけ）」のセットになります。

720ml×2本(化粧箱入)

和歌のめぐみプレミアム桃酒×1本

和歌のめぐみプレミアム柚子酒×1本

「和歌のめぐみ」プレミアム　WMP－3

（柚子酒・蜜柑酒）

720ml×2本(化粧箱入)

和歌のめぐみプレミアム蜜柑酒×1本

和歌のめぐみプレミアム柚子酒×1本

和歌のめぐみギフトセットB （ＳＬＫ

-40）

720ml×2本(化粧箱入)

和歌のめぐみプレミアム桃酒×1本

和歌のめぐみプレミアム蜜柑酒×1本



体験・宿泊券の返礼品

CJ01-NT CJ02-NT CE01-NT

【110,000円】 【130,000円】 【100,000円】

CE02-NT CE03-NT CE04-NT

【140,000円】 【170,000円】 【200,000円】

AX08-NT AX09-NT AX03-NT 

【100,000円】 【130,000円】 【54,000円】
大人2名１室

AX04-NT AX05-NT AX06-NT

【60,000円】 【28,000円】 【32,000円】
大人2名１室

和歌山城に歩いて行けるホテルのツインルームに

宿泊いただき、和歌山産にこだわったわ北での夕

食、朝食は贅沢バイキングをお楽しみいただけま

す。ご利用日について、設定除外日がある場合が

ございます。

アバローム紀の国熊野古道ヒーリングツインルーム1泊

朝食付きコース（大人2名１室）

アバローム紀の国シングルルーム1泊朝食付き

コース

和歌山城に歩いて行けるホテルの熊野古道をイ

メージしたツインルームでご宿泊いただき、朝食

は和歌山産にこだわった贅沢バイキングをお楽し

みいただけます。ご利用日について、設定除外日

がある場合がございます。

和歌山城に歩いて行けるホテルで和をイメージしたス

イートルームでご宿泊いただき、朝食は和歌山産にこ

だわった贅沢バイキングをお楽しみいただけます。ご

利用日について、設定除外日がある場合がございま

す。

和歌山城に歩いて行けるホテルのシングルルームにご

宿泊いただき、朝食は和歌山産にこだわった贅沢バイ

キングをお楽しみいただけます。ご利用日について、

設定除外日がある場合がございます。

和歌山城に歩いて行けるホテルのツインルームでご宿

泊いただき、朝食は和歌山産にこだわった贅沢バイキ

ングをお楽しみいただけます。ご利用日について、設

定除外日がある場合がございます。

アバローム紀の国ビジネスシングルルーム1泊朝

食付きコース

大人1名１室

和歌山城に歩いて行けるホテルのマッサージチェア付

のビジネスシングルルームでご宿泊いただき、朝食は

和歌山産にこだわった贅沢バイキングをお楽しみいた

だけます。ご利用日について、設定除外日がある場合

がございます。

アバローム紀の国ツインルーム1泊2食付き

コース（大人2名１室）

アバローム紀の国スイートルーム1泊朝食付き

コース（大人2名１室）

アバローム紀の国ツインルーム1泊朝食付きコー

ス（大人2名１室）

大人2名様1室夕・朝食付き

平日限定プラン・海の座フロアーデラックス客

室（レストラン食）

除外日：休・祝前日　年末年始　ゴールデン

ウィーク　お盆期間等

大人2名１室 大人2名１室

和歌の浦温泉　萬波★平日限定★スタンダード客室&デラッ

クス料理一泊二食付宿泊招待券

和歌の浦温泉　萬波★平日限定★海の座デラックス客室一泊二食

付宿泊招待券

和歌の浦温泉　萬波★平日限定★海の座デラックス客室&デラッ

クス料理一泊二食付宿泊招待券

大人2名様1室夕・朝食付き

平日限定プラン・海の座フロアーデラックス客室と海

里旬の三大味覚会席（レストラン食）

除外日：休・祝前日　年末年始　ゴールデンウィーク

お盆期間等

大人2名様1室夕・朝食付き

平日限定プラン・スタンダード客室（和室8畳一間・定員4

名）と海里旬の三大味覚会席（レストラン食）

除外日：休・祝前日　年末年始　ゴールデンウィーク　お盆

期間等

大人1名１室

加太淡嶋温泉大阪屋ひいなの湯★平日限定★

一泊二食付きペア宿泊券

加太淡嶋温泉大阪屋ひいなの湯★土日祝限定★

一泊二食付きペア宿泊券

和歌の浦温泉　萬波★平日限定★スタンダード客室一泊二食付宿

泊招待券

大人2名様1室夕・朝食付き

平日限定プラン・スタンダード客室（和室8畳一間・定

員4名・レストラン食）

除外日：休・祝前日　年末年始　ゴールデンウィーク

お盆期間等

穏やかな紀淡海峡と沖の友が島が織り成す海景色

を眺めながらの湯浴みは、まさに極上の癒しで

す。特に夕暮れ時、海が茜色に染まる景色は絶景

です。あたたかな天然温泉でのんびり寛ぎ、日ご

ろの疲れを癒してください。【除外日】年末年始

ゴールデンウィーク　お盆期間等

穏やかな紀淡海峡と沖の友が島が織り成す海景色を眺

めながらの湯浴みは、まさに極上の癒しです。特に夕

暮れ時、海が茜色に染まる景色は絶景です。あたたか

な天然温泉でのんびり寛ぎ、日ごろの疲れを癒してく

ださい。【除外日】年末年始　ゴールデンウィーク

お盆期間等



AX07-NT CD01-NT CD02-NT 

【32,000円】 【40,000円】 【74,000円】

BB10-NT CR12-NT BU01-NT

【37,000円】 【510,000円】 【81,000円】

DQ01-NT DQ02-NT DQ03-NT

【10,000円】 【50,000円】 【100,000円】

DZ03-NT DZ02-NT DZ01-NT

【18,000円】 【18,000円】 【10,000円】
インターボウル　ボウリング10ゲーム利用券

引換え券（貸し靴付き）

1～10名様のグループでご利用できるチケッ

トとなります。貸し靴付きプランとなってお

ります。

てんとう虫パーク和歌山店ペア（2枚）１日利用　引換え券（ト

ランポリン、ドリンクバー付）※小学生以上～大人

たくさんの遊びができます！ 和歌山店では、なんとボウリング

投げ放題です。そしてトランポリンパーク＆ソフトドリンクも飲

み放題付きプランです。

てんとう虫パーク和歌山店お一人様１日利用　引換え券（トラン

ポリン、ドリンクバー付）※小学生以上～大人

たくさんの遊びができます！ 和歌山店では、なんとボウリング

投げ放題です。そしてトランポリンパーク＆ソフトドリンクも飲

み放題付きプランです。

【ご宿泊やお食事に使える！】加太海

月館内利用券3000点分

加太海月館内利用券3000点分

本券は加太海月のご宿泊、お食事、ご入浴で

ご利用いただける宿泊補助券です。

インターボウル　ボウリング10ゲーム

利用券（貸し靴付き）

普段はなかなか見ることのできない登録有形文化財の検査場

や車両を見学。プライベート見学なので、ゆっくりと車庫内

を見学したり写真を撮影したりできます。見学時間は約30

分を予定しております。※GW期間、お盆（8月13日～15

日）、年末年始(12月30日～1月3日)はご予約頂くことができ

ません。

オーシャンビューバス・バルコニーツインルーム。ヨットハー

バーを眺めながら、贅沢なバスタイムを満喫でき、まるで外国の

リゾートに来ているような気分に浸ることができるお部屋です。

ご利用日について、設定除外日がある場合がございます。

5名様まで

加太海月館内利用券15,000点分

本券は加太海月のご宿泊、お食事、ご入浴でご

利用いただける宿泊補助券です。

てんとう虫パーク和歌山店 ペア（２枚）１日利用券（トランポ

リン、ドリンクバー付） ※小学生以上～大人

★平日限定★和歌山マリーナシティホテルペアご宿泊

券（一泊御朝食付）

アバローム紀の国レディースシングルルーム1泊朝食付

きコース

大人1名１室

和歌山城に歩いて行けるホテルの女性を意識した

インテリアのお部屋でご宿泊頂き、朝食は和歌山

産にこだわった贅沢バイキングをお楽しみいただ

けます。ご利用日について、設定除外日がある場

合がございます。

登録有形文化財の検査場（伊太祈曽駅）見学

＆たま駅長代理と記念撮影

紀三井寺ガーデンホテルはやし 一泊二食付ペア

宿泊券

ツインルーム2名一室利用

紀三井寺ガーデンホテルはやし 一泊朝食付ペア

宿泊券

和歌山市役所十四階農園30人以下夜間特別貸切90分飲

み放題付宴会コース

徳川八代将軍吉宗祈願所としても名高い西国三十三箇

所第２番札所「紀三井寺」のお膝元、天然温泉「花の

湯」でごゆっくりいただけます。利用日について、設

定除外日がある場合がございます。

ツインルーム2名一室利用

本券は加太海月のご宿泊、お食事、ご入浴でご

利用いただける宿泊補助券です。

【ご宿泊やお食事に使える！】加太海月館

内利用券30,000点分

加太海月館内利用券30,000点分

徳川八代将軍吉宗祈願所としても名高い西国三十三箇

所第２番札所「紀三井寺」のお膝元、天然温泉「花の

湯」でごゆっくりいただけます。利用日について、設

定除外日がある場合がございます。

和歌山市役所の14階にあるバイキングスタイルレストランを特

別に貸切。ライトアップされた和歌山城を贅沢にご覧いただけま

す。これだけ近くでライトアップされた和歌山城を見ながら食事

できるところは和歌山にはありません。

30名様まで

【ご宿泊やお食事に使える！】加太海月館

内利用券15,000点分

てんとう虫パーク和歌山店 お一人様１日利用券（トランポリ

ン、ドリンクバー付） ※小学生以上～大人



DZ05-NT DZ04-NT

【52,000円】 【35,000円】

1～30名様のグループでご利用できるチケッ

トとなります。貸し靴付きプランとなってお

ります。

1～20名様のグループでご利用できるチケットと

なります。貸し靴付きプランとなっておりま

す。

インターボウル　ボウリング30ゲーム

利用券（貸し靴付き）

インターボウル　ボウリング20ゲーム利用券

（貸し靴付き）

インターボウル　ボウリング30ゲーム利用券

引換え券（貸し靴付き）

インターボウル　ボウリング20ゲーム利用券　引換え券（貸し

靴付き）



和歌山市のアイディア商品・工芸品
BB05-NT

5

【4,000円】

BB11-NT BB12-NT BB13-NT

 【9,000円】  【9,000円】  【9,000円】

BB14-NT BB15-NT BB16-NT

 【9,000円】  【13,000円】  【15,000円】

CU01-NT

【30,000円】

ニタマ駅長のニットマスク2枚【Mサイズ】レン

ズ・アクアグリーン

サイズL：縦　約14.5㎝、

　　　　  横 （耳ひもまで）約27cm

　　　　  横　約14.5cm

ニタマ駅長のニットマスク2枚【Mサイズ】オフ

ホワイト・ペールグレー

8枚入り　箱サイズ：約297×210×28mm

【たま＆ニタマ駅長×勝僖梅　コラボレーション商品】勝喜梅の梅干

しを生地に練りこんだ、和歌山ならではの焼き菓子です。梅干の塩分

がラングドシャの甘味を引き立てて糖分控えめながら、甘さもしっか

り感じられる味です。かわいいたま・ニタマ駅長のコースターが2枚

着いています。

ニタママスク薄地タイプ　Mサイズ

オフホワイト、ペールグレー各1枚

サイズM：  縦　約13.5cm

　　　　　  横（耳ひもまで）約24.5cm

　　　　　  横　約13.0cm

サイズL：縦約14.5㎝、

　　　　  横（耳ひもまで）約27cm、

　　　　  横約14.5cm

よんたま駅長のニットマスク3枚【Mサイズ】 ニタマ駅長人気グッズセット

サイズM：  縦　約13.5cm

　　　　　  横（耳ひもまで）約24.5cm

　　　　　  横　約13.0cm

ニタマ駅長のニットマスク2枚【Lサイズ】オフ

ホワイト・ペールグレー

ニタママスク薄地タイプ　Lサイズ

オフホワイト、ペールグレー各1枚

ニタママスク薄地タイプ　Lサイズ

レンズ、アクアグリーン各1枚

貴志川線　たま名誉永久駅長とタマ二

世駅長ニタマのグッズがふるさと納税

返礼品となりました。

ニタママスク薄地タイプ　Mサイズ

レンズ、アクアグリーン各1枚

ニタママスク薄地タイプ　Mサイズ

バイオレット、グレイッシュピンク、ピーチ各１枚

ニタマ駅長のニットマスク2枚【Lサイズ】レ

ンズ・アクアグリーン

① たまニタマスケッチブック② ニタママグ

カップ③ ニタマアップリケパスケース④ たま

ニタマス付箋⑤ ニタマクリア―ストラップ

⑥ ニタマ駅長クリップボールペン

サイズM：  縦　約13.5cm

　　　　　  横（耳ひもまで）約24.5cm

　　　　　  横　約13.0cm

1箱2枚入り

たまニタマラングドシャ

和歌山市内中小企業者（法人又は個

人）が開発した優れた新商品につい

て、和歌山市が「チャレンジ新商品」

として認定した商品に一部をふるさと

納税の返礼品としてご紹介します。

関連URL：

http://www.city.wakayama.wakayam

a.jp/1016047/sangyoukigyousien/10

02340.html

イスdeベット

折りたたみイスを利用した、強化ダンボール製簡易ベッドで

す。組立が簡単、保管時は小スペース、処分時にリサイクルが

可能となっております。和歌山大学災害科学教育研究センター

との共同研究品です。イスは付属されておりません。



CM01-NT CM02-NT

【31,000円】 【31,000円】

CM03-NT CM04-NT CM07-NT

【17,000円】 【15,000円】 【10,000円】

CM08-NT  CM09-NT

【7,000円】 【27,000円】

AN33-NT

【15,000円】

穏やかな使い心地と確かな実力で、ご家族皆さまのスキンケア

にお役立てくださいませ。

＜サイズ＞約140×240cm　シングルサイズ＜組成＞アクリル

87％、ポリエステル　13％

＜カラー＞ビターブラウン、ピーチブロッサム

シングルブランケット（約140×200cm）

 【カラー】バニラ・チョコレートブラウン・ワイン・ストロベ

リーピンク・グリーン・ラベンダー・ダークブラウン

シングル（約150×240cm）　フラットタイプ

マゼンタピンク、ベリーティーピンク、レモン、セージグリー

ン、ミントブルー、ラベンダー、ブラウン、ホワイト

サイズ：約97×205㎝

組成：アクリル50％　綿40％　ポリエステル10％

　　　横糸（表面の毛羽部分）はアクリルとなりま

　　　す。アクリルは極細マイクロアクリル繊維を使用

　　　しています。

敷きパッド式

カラー：キャメル・ボルドー・モスグリーン・ネイビー

あったか起毛シーツ

・アットオリーブ ベビーオイル 〔80ml〕×1本

・アットオリーブ オリーブハンドクリーム〔50g〕×1本

・アットオリーブ オリーブソープ〔100g〕×1個

コットンとモダールをストライプ調に編み上げ、ストレッチを

入れた生地を使用。優しくつつまれるようなひざ掛け

【やさしさ満点の使い心地】アットオ

リーブ スキンケアセット

綿・モダールのストレッチ生地を丁寧に起毛加工しや

わらかく仕上げたブランケットです。

雑貨・日用品

綿モダール　のびふわストレッチブランケット

何度も丁寧に起毛加工を繰り返し、なめらかなベロア調に仕上

げた高級感あふれるフラットシーツです。

匠のベロア調　フラットシーツ

アクリルの糸を使用し丁寧に何度も起毛を施した、おもわず

「ほおずり」したくなるようなシーツに仕上げています。

マイクロアクリル起毛シーツ シングル

サイズ

約70×100cm（伸縮性があるので多少変動します。）カラー：

バニラ・ワインレッド・ストロベリーピンク・チョコブラウ

ン・ダークブラウン・セージグリーン・ラベンダー・ネイビー

のびふわひざ掛け

＜サイズ＞150×210cm　シングル

＜カラー＞マゼンタピンク・ベリーティーピンク・セージグ

リーン・ミントブルー・ラベンダー・ブラウン・ホワイト

匠のベロア調　布団カバー

空気を含みやすい糸をパイル地にし丁寧に起毛することで綿

毛布のようなタッチに仕上げています。

編み込まれたパイル糸を毛起こししていますので多少毛羽落

ちしますが、ソフトな肌触りです。

マシュマロベビーケット

＜サイズ＞ 約70×100cm

 ＜組成＞パイル部分：綿　90％、ポリエステル　10％　地糸

部分：ポリエステル　100％

＜カラー＞ピンク、イエロー、ブルー



DY01-NT CK01-NT AD05-NT

【12,000円】 【54,000円】 【9,000円】

AJ01-NT BK01-NT BK02-NT

【37,000円】 【8,000円】 【15,000円】

BK03-NT BK04-NT BK05-NT

【9,000円】 【17,000円】 【9,000円】

ミニチュアグランドマンホール（和歌山市タイ

プ）
ロング靴べら

緊急用携帯トイレ 「行っトイレ」（５セッ

ト）

長さ74.5cmの木製ロング靴べら台座付きです。和歌山で職人が

1つ1つ手作業で作っています。 握りやすい持ち手とかかとに

フィットする形状で、屈まず楽に靴を履くことができます。
小さくて持ち運びが便利で、いざという時、袋から出して約３０秒

で完成する緊急携帯用トイレ。女性の視点から考えられた製品のた

め、従来の緊急用トイレキットにはなかった目隠しシート付属。廃

棄時には外袋として使用可能

紙容器、袋、吸収シート、生理用品、ティッシュ、目隠し用

の黒いビニールシート

ロング靴べら　1個

足首まもるくん（O脚補正靴下オープントゥタ

イプ）

O脚補正靴下八木式ラウンドタイプ

フリーサイズ（22～26cm）

カラー　黒色 ※27ｃｍの方でも着用可能です。

【和歌山市チャレンジ新商品認定商品】整体師自らの体験と現

場の悩みから生み出した他に類のない商品。足関節と足周囲の

収縮により体の重心の安定を期待できます。

O脚補正靴下八木式足袋型2足セット

【和歌山市チャレンジ新商品認定商品】整体師自らの体験と

現場の悩みから生み出した他に類のない商品。足関節と足周

囲の収縮により体の重心の安定を期待できます。

◆BK02a：22.5～24.5ｃｍ

◆BK02b：24.5～26.5ｃｍ

【和歌山市チャレンジ新商品認定商品】整体師自らの体験と

現場の悩みから生み出した他に類のない商品。足関節と足周

囲の収縮により体の重心の安定を期待できます。

O脚補正靴下八木式ラウンドタイプ　2足

セット

【和歌山市チャレンジ新商品認定商品】面白い！珍しい！メッセージ

付き似顔絵はんこ「似てルンです！?」5個セットは、お客様それぞれ

の似顔絵で作ったはんこのセット（5個セット）。自分の似顔絵が

入ったはんこを使うことで、人と人との結びつきがより親密になる。

100%オーダーメイドの商品。大切な方へのプレゼントにも適していま

す！

5個セット（印面サイズ22mm×22mm角）

ミニチュアグラウンドマンホール本体（直径約180mm・厚み約

30mm・重量約2.5kg）、×1個、飾り台×1個、取り扱い説明書

◆BK04a：22.5～25.5ｃｍ

◆BK04b：25.5～27.7ｃｍ

◆BK01a：22.5～24.5ｃｍ

◆BK01b：24.5～26.5ｃｍ

本物のマンホール鉄蓋を、約1／3.5に縮小した観賞用

ミニチュアマンホール鉄蓋です。本物と同じ材料・工

程を用い、１点１点職人による手作業で製造しており

ます。

【和歌山市チャレンジ新商品認定商品】整体師自らの体験と現

場の悩みから生み出した他に類のない商品。足関節と足周囲の

収縮により体の重心の安定を期待できます。

O脚補正靴下八木式足袋型

【和歌山市チャレンジ新商品認定商品】整体師自らの体験と現

場の悩みから生み出した他に類のない商品。足関節と足周囲の

収縮により体の重心の安定を期待できます。

◆BK03a：22.5～25.5ｃｍ

◆BK03b：25.5～27.7ｃｍ

メッセージ付き似顔絵はんこ「似てルンで

す！?」5個セット



CA91-NT CA92-NT CA93-NT

【10,000円】 【12,000円】 【15,000円】

CA94-02 CA96-02 CA176

【10,000円】 【15,000円】 【10,000円】

CA178 CA177 CA180

【10,000円】 【15,000円】 【15,000円】

CA100-NT CA109-NT CA110-NT

【35,000円】 【10,000円】 【12,000円】
400g アタックZEROワンハンド 2本、360g ア

タックZEROワンハンド(詰替用) 5個

★セット内容★

アタックZEROギフトセット（本体 400g（1本）、つめかえ用

360g（5袋））を４セット分お届け

400g アタックZEROワンハンド 1本、

360g アタックZEROワンハンド(詰替用) 4個

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥＲ

Ｏワンハンドギフト〈ＫＡN４０〉

●片手で計るワンハンドタイプ。洗たく物量に合わせて、

プッシュ回数で量を調整できます●蛍光剤無配合●すすぎ1回

でも使えます●清々しいリーフィブリーズの香り（微香）

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥＲＯギフト〈ＫＡＢ３

０〉４箱セット【ご家庭用】

・アタック抗菌 EX 贈答用 本体２ 本

・アタック抗菌 EX 贈答用 詰替７袋

汚れ・ニオイ・菌のエサまで根本洗浄できる液体のアタックと

キュキュットが入ったセット。
汚れ・ニオイ・菌のエサまで根本洗浄

●片手で計るワンハンドタイプ。洗たく物量に合わせて、プッ

シュ回数で量を調整できます●蛍光剤無配合●すすぎ1回でも使

えます●清々しいリーフィブリーズの香り（微香）

ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生乾き臭・洗剤残りゼロへ。

 洗うほど衣類がよみがえります

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥＲ

Ｏワンハンドギフト〈ＫＡN３０〉

・アタック抗菌　EX 贈答用 本体 １本

・アタック抗菌　EX 贈答用 詰替３袋

・キュキュットクリア除菌贈答用 ２本

【和歌山工場製造】花王　アタック抗

菌EXバラエティギフト〈ＫＡU-30〉

【和歌山工場製造】花王　アタック抗

菌EXギフト〈ＫＡR-50〉

【和歌山工場製造】花王 アタックプレミ

アムギフト〈ＫＡO３０/粉末洗剤〉

【和歌山工場製造】花王 アタックプレ

ミアムギフト〈ＫＡO５０/粉末洗剤〉

K・AO-30　アタックプレミアム贈答用

本体900g×１箱　詰替810ｇ×４袋

K・AO-50　アタックプレミアム贈答用

本体900g×２箱、詰替810ｇ×７袋

ギフト限定のロイヤルホワイトソープの香りの粉末アタック。

特別な白に包まれたときのしあわせな気持ちをあの人のもと

に。お中元やお歳暮にはもちろん、ちょっとしたお礼にも、も

らって助かるアタックを贈ってみませんか？

ギフト限定のロイヤルホワイトソープの香りの粉末アタック。

特別な白に包まれたときのしあわせな気持ちをあの人のもと

に。

本体 400g（2本）

つめかえ用 360g（8袋）

ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生乾き臭・洗剤残りゼロへ。洗

うほど衣類がよみがえります。

お中元やお歳暮にはもちろん、ちょっとしたお礼にも、もらっ

て助かるアタックを贈ってみませんか？

ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生乾き臭・洗剤残りゼロへ。洗

うほど衣類がよみがえります。

お中元やお歳暮にはもちろん、ちょっとしたお礼にも、もらっ

て助かるアタックを贈ってみませんか？

ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生乾き臭・洗剤残りゼロへ。

洗うほど衣類がよみがえります。

お中元やお歳暮にはもちろん、ちょっとしたお礼にも、も

らって助かるアタックを贈ってみませんか？

本体 400g（1本）

つめかえ用 360g（5袋）

本体　400g（2本）

つめかえ用　360g（6袋）

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥ

ＲＯギフト〈ＫＡＢ３０〉

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥ

ＲＯギフト〈ＫＡＢ4０〉

【和歌山工場製造】花王 アタックＺ

ＥＲＯギフト〈ＫＡＢ5０〉

汚れ・ニオイ・菌のエサまで根本洗浄できる液体のアタック

とキュキュットが入ったセット。

【和歌山工場製造】花王　アタック

抗菌EXギフト〈ＫＡR-30〉

・アタック抗菌　EX 贈答用 本体 １本　　・

アタック抗菌　EX 贈答用 詰替４袋

汚れ・ニオイ・菌のエサまで根本洗浄

【和歌山工場製造】花王　アタック

抗菌EXバラエティギフト〈ＫＡU-

・アタック抗菌　EX 贈答用 本体 １本

・アタック抗菌　EX 贈答用 詰替６袋

・キュキュットクリア除菌贈答用 ４本



CA111-NT CA114-NT CA115-NT

【16,000円】 【35,000円】 【30,000円】

CA158-NT CA172 CA173

【30,000円】 【8,000円】 【12,000円】

CA174 CA165 CA166

【8,000円】 【40,000円】 【25,000円】

【和歌山工場製造】花王 アタック抗菌EX 部屋干し用 詰め替え

用(特大パック) 1000g×6袋【ご家庭用】

 1000g×6袋 アタック抗菌EX 部屋干し用 詰め替

え用(特大パック)

抗菌EXスーパークリアジェルが生まれ変わりました！洗って

乾ききるまで●フルタイム抗菌●抗菌水洗浄・洗タク槽防カ

ビ抗ウイルス●すすぎ１回でもつかえます。

1000×6袋　アタック抗菌ＥＸ　つめかえ用

●独自の抗菌水洗浄 で洗浄から乾燥までニオイ菌を含む菌の増

殖を抑えるフルタイム抗菌　●抗ウイルス　●洗濯槽の防カビ

〇アタックＺＥＲＯギフト〈ＫＡＢ５０〉2箱セット

本体 400g（2本）×2

つめかえ用 360g（8袋）×2

衣類よみがえるゼロ洗浄へ。ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生

乾き臭・洗剤残りゼロへ。 洗うほど衣類がよみがえります。

【和歌山工場製造】花王 アタック抗菌EX 部屋干し用 詰め替

え用(超特大パック) 1500g×6袋【ご家庭用】

花王　アタック抗菌EX　つめかえ用　1000ｇ×6袋

【和歌山工場製造】アタックＺＥＲＯギフト〈ＫＡＢ５０〉2箱

セット【ご家庭用】

 1500g×6袋 アタック抗菌EX 部屋干し用 詰め

替え用(超特大パック)

抗菌EXスーパークリアジェルが生まれ変わりました！洗って乾

ききるまで●フルタイム抗菌●抗菌水洗浄・洗タク槽防カビ抗

ウイルス●すすぎ１回でもつかえます。

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥＲ

Ｏワンハンドギフト〈ＫＡN５０〉

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥＲＯワンハンドギフト

〈ＫＡN３０〉４箱セット【ご家庭用】

【和歌山工場製造】花王 アタックＺＥＲＯワンハンドギフト

〈ＫＡN５０〉2箱セット【ご家庭用】

●片手で計るワンハンドタイプ。洗たく物量に合わせて、

プッシュ回数で量を調整できます●蛍光剤無配合●すすぎ1回

でも使えます●清々しいリーフィブリーズの香り（微香）

●片手で計るワンハンドタイプ。洗たく物量に合わせて、プッ

シュ回数で量を調整できます●蛍光剤無配合

●すすぎ1回でも使えます●清々しいリーフィブリーズの香り

（微香）

●片手で計るワンハンドタイプ。洗たく物量に合わせて、プッ

シュ回数で量を調整できます●蛍光剤無配合●すすぎ1回でも使

えます●清々しいリーフィブリーズの香り（微香）

アタックZEROワンハンドギフトセット（本体 400g（2

本）、つめかえ用 360g（7袋））を2セット分お届け

400g アタックZEROワンハンド 2本、360g ア

タックZEROワンハンド(詰替用) 7個

アタックZEROワンハンドギフトセット（本体 400g（1本）、

つめかえ用 360g（4袋））を４セット分お届け

【和歌山工場製造】花王 アタックZERO詰め替え用(超特大

パック) 1.2kg×6袋【ご家庭用】

【和歌山工場製造】花王 アタックZERO詰め替え用(特大パック)

850g×15袋【ご家庭用】

850g×15袋 アタックZERO詰め替え用(特大パッ

ク)

衣類よみがえるゼロ洗浄へ。抗菌洗剤を超えた＊消臭力、生乾き臭ゼロへ。

アタック液体史上最高の洗浄力、落ちにくい汚れゼロへ。洗剤残りのないセ

ンイ本来の肌触りに、洗剤残りゼロへ。洗たく槽のニオイにも。●蛍光剤無

配合●すすぎ1回でも使えます●清々しいリーフィブリーズの香り（微香）

 1.2kg×6袋　アタックZERO詰め替え用(超特

大パック) 1.2kg×6袋

衣類よみがえるゼロ洗浄へ。抗菌洗剤を超えた＊消臭力、生乾き臭ゼロ

へ。アタック液体史上最高の洗浄力、落ちにくい汚れゼロへ。洗剤残りの

ないセンイ本来の肌触りに、洗剤残りゼロへ。洗たく槽のニオイにも。●

蛍光剤無配合●すすぎ1回でも使えます●清々しいリーフィブリーズの香り

（微香）



CA171-NT

【20,000円】

K・AO-30　アタックプレミアム贈答用 ●本体900g（1箱）　×

2　●詰替810ｇ（４袋）　×2

ギフト限定のロイヤルホワイトソープの香

りの粉末アタック。

【和歌山工場製造】花王 アタックプレミアムギフト〈ＫＡO３

０／粉末洗剤〉２箱セット【ご家庭用】



DX08-NT DX01-NT

【10,000円】 【15,000円】

DX50-NT

【10,000円】
・スケソウダラ切身〔３枚×２/アメリカ産orロ

シア産〕

・アカウオ切身〔３枚×２/アメリカ産〕

・カラス鰈切身〔２枚×２/ノルウェー産orロシ

ア産〕

こちらは和歌山県湯浅町の返礼品

になります。

平成31年総務省告示第179号第5条

第8号イ「市区町村が近隣の他の市

区町村と共同で前各号いずれかに

該当するものを共通の返礼品等と

するもの」に該当する返礼品とし

て出品しているものです。

紅鮭切身〔約1kg／ロシア産ｏｒアメリカ産〕 

和歌山魚鶴の国産あじ干物20尾

丸あじ干物、又は真あじ干物［8尾／国産］

国産の豊かな自然に恵まれ大きく育ったあじ

は身はふっくら柔らかく自然な甘味が特徴で

す。150g以上の大型サイズを厳選し、脂ノリ

も申し分なく肉厚で食べ応え十分です。

甘口仕立てで身がとても柔らかく、口の中でと

ろけるような食感にコクのある甘味が特徴で

す！ 独自の製法により、より旨味が詰まった紅

鮭切身に仕上げました。

和歌山魚鶴仕込の魚切身詰め合わせ３種８

枚×２セット

和歌山魚鶴仕込の天然紅サケ切身約1kg



DX51-NT DX52-NT

【10,000円】 【10,000円】

DM28 DM29

【10,000円】 【10,000円】

DM31 DM44 DM45

【10,000円】 【10,000円】 【12,000円】

DM46 DM96 DM97

【8,000円】 【10,000円】 【10,000円】

和歌山魚鶴の国産あじ干物１４尾 国産塩さばフィレ14枚入（真空パック入）

丸あじ干物or真あじ干物〔１４尾/国産〕 塩さばフィレ〔14枚／国産〕

おかずの定番!しっかりと脂の乗った塩サバ。焼

くだけ簡単、食べやすい切り身タイプ。肉厚な

脂ノリの良い旬のさばをフィレにしました。

国産の豊かな自然に恵まれ大きく育ったあじは

身はふっくら柔らかく自然な甘味が特徴です。

【謹製】無糖マイルドアイスコーヒー

1000ml×5本セット

1箱4種9尾入り/和歌山県産（サンマは北海道産）

地元名産の湯浅醤油を使用した自家製の秘伝タレを漬け込み、味

醂干しにしました。

・アジ味醂干し3尾・サンマ味醂干し2尾・サバ味醂干し2尾・太

刀魚味醂干し2尾

※内容は一部変更する場合がございます。

1箱800g（400g×2パック）/和歌山県湯浅町産

（しらす屋前福）

ストロングブレンド300g

ヨーロピアンブレンド300g

カリタコーヒーフィルター102濾紙（100枚入）

1袋

/和歌山県湯浅町産

1箱：無糖アイスコーヒー　1000ml×5本/和歌

山県湯浅町産

徹底して素材にこだわったその日水揚げされた新鮮なしらすをお

届けします。その日湯浅湾で水揚げされたばかりの新鮮なしらす

をきれいな有田川の伏流水を使い、赤穂の天然塩のみで釜茹でし

ました。

キリマンジャロ300g

モカイルガチェフェ300g

カリタコーヒーフィルター102濾紙（100枚入）

1袋

/和歌山県湯浅町産

素材を特に吟味して、丹念に抽出し、香りとコ

クを大切に調整したこだわりアイスコーヒーで

す。

1箱6種10尾入り/和歌山県産（サンマは北海道産）

紀州南高梅塩や、湯浅醤油とコラボさせて作り上げた干物セット

です。

・サバ開き1尾・真アジ開き2尾・太刀魚開き2尾・イサギ開き1

尾・ウオゼ開き2尾・サンマ味醂干し2尾

※内容は一部変更する場合がございます。

1箱7種11尾入り/和歌山県産（サンマは北海道産）

紀州南高梅塩や、湯浅醤油とコラボさせて作り上げた干物セッ

トです。

・タイ開き1尾・サバ開き1尾・真アジ開き2尾・太刀魚開き2

尾・イサギ開き1尾・ウオゼ開き2尾・サンマ味醂干し2尾※内

容は一部変更する場合がございます。

自家焙煎コーヒー豆（ストロング・ヨーロピアン）各300gとカ

リタ102コーヒーフイルター100枚セット

和歌山の近海でとれた新鮮魚の鯛入り梅塩干物と湯浅醤油みり

ん干し7品種11尾入りの詰め合わせ

和歌山の近海でとれた新鮮魚の梅塩干物と湯浅醤油みりん干し6

品種10尾入りの詰め合わせ

自家焙煎コーヒー豆（キリマンジャロ・モカイルガチェフェ）各

300gとカリタ102コーヒーフイルター100枚セット

和歌山県湯浅湾のワンランク上の新鮮こだわり釜揚げしらす

400g（木箱入り）

新鮮素材とこだわりのゆで方で炊き上げた和歌山県湯浅湾の釜揚

げしらす800g（400g×2パック）

和歌山の近海でとれた新鮮魚の湯浅醤油みりん干し4品種9尾入

りの詰め合わせ

1箱400g（木箱入り）/和歌山県湯浅町産（し

らす屋前福）

徹底して素材にこだわったその日水揚げされた新鮮なしらすを

お届けします。その日湯浅湾で水揚げされたばかりの新鮮なし

らすをきれいな有田川の伏流水を使い、赤穂の天然塩のみで釜

茹でしました。



DX13-NT DX14-NT DX15-NT

【13,000円】 【13,000円】 【13,000円】

DX16-NT DX17-NT

【13,000円】 【8,000円】

DM39 DM40

【18,000円】 【12,000円】

DM41 DM42 DM56

【12,000円】 【13,000円】 【12,000円】

果汁100％田村そだちみかんジュース　970ml×

3本

濃厚！田村そだちみかんゼリー

みかんゼリー　〔115ｇ×12個／和歌山産〕

濃厚なみかん果汁をふんだんに使用し、とろけ

るような食感が特徴のゼリーです。

有田みかん果汁100％ジュース　「味皇」

720ml×2本

うんしゅうみかんジュース　720ml×2本

和歌山県有田の中でも、特においしいみかんが出来る田村地区の

品質の優れた、みかんだけを使用して、雑味がはいらないように

丁寧にしぼりました。

果汁100％田村そだちみかんジュース

180ml×12本

うんしゅうみかんジュース〔180ml×12本／和

歌山産〕

フルーティーの中に濃醸さをもつ「日本城」純米大吟醸酒と精

米歩合58%仕様の丸い角のない旨味を感じ、「旨味」と「酸

味」の2つのバランスがとれた「根来」純米吟醸酒を是非ご堪

能下さい。

こちらは和歌山県岩出市の返礼品

になります。

 平成31年総務省告示第179号第5条

第8号イ「市区町村が近隣の他の市

区町村と共同で前各号いずれかに

該当するものを共通の返礼品等と

するもの」に該当する返礼品とし

て、 和歌山県内で合意した市町村

間で出品しているものです。

本格焼酎2種セット(米焼酎、米芋混和焼酎「錐鑚(きりもみ)」

720ml各1本)     和歌山県・吉村秀雄商店/和歌山県岩出市産

濃厚なみかん果汁をふんだんに使用し、とろけるような食感が

特徴のゼリーと田村みかん果汁100%ジュースをセットにしま

した。

「日本城」吟醸純米酒と特別本醸造1.8L×

2種セット

濃厚でコクがありながらさっぱりとしたキレのある口当たりが特

徴のジュースです。

720mlのビン1本に対して約25個～30個分のみかんを搾りこんで

おります。

「紀州完熟南高梅・ねりうめ酒」と「じゃ

ばら酒」各720ml

本格リキュール（「紀州完熟南高梅・ねりうめ酒(720ml)」と

「じゃばら酒(720ml)」各1本） 和歌山県・吉村秀雄商店/和歌山

県岩出市産

精米歩合55%の白米、米麹と紀ノ川の自然な軟水で、円熟味を

増した旨味濃醸さと華やかな香りをもつ吟醸純米酒です。

【紀州の地酒】吟醸純米酒「日本城」1.8ml

「日本城」吟醸純米酒　1800ml

吉村秀雄商店/和歌山県岩出市産

本格米焼酎と本格米芋混和焼酎「錐鑚」720ml×2種

梅の実を食べるような濃厚さのねりうめ酒とじゃばらを皮ごとま

るまる日本酒に絞り込んだじゃぱら酒です。）

日本酒で11度の金賞受賞、日本酒仕込みの蔵元が造る伝統的な

酒造りの技術を活かして造った本格焼酎です。

和歌山県有田の中でも、特においしいみかんが出来る田村地区の

品質の優れた、みかんだけを使用して、雑味がはいらないように

丁寧にしぼりました。

日本酒2種セット(「日本城」吟醸純米酒と特別本醸造1800ml 各

1本)和歌山県・吉村秀雄商店/和歌山県岩出市産

・みかんゼリー(115ｇ×8個／和歌山産)

・うんしゅうみかんジュース(970ml×1本／和歌山産)

うんしゅうみかんジュース〔970ml×3本／和歌

山産〕

田村そだちみかんゼリー＆ジュースセッ

ト

精米歩合55%の白米、米麹と紀ノ川の自然な軟水で、円熟味を増

した旨味濃醸さと華やかな香りをもつ吟醸純米酒と精米歩合58%

の軽快なる香味をもって、濃醸にて風味良好な特別本醸造の2種

セットをお届けします。

日本酒2種セット(「日本城」純米大吟醸酒(720ml)と「根来」

純米吟醸酒(720ml)各1本) 和歌山県・吉村秀雄商店/和歌山県

岩出市産

「日本城」純米大吟醸酒と純米吟醸酒

「根来」720ml飲み比べセット



DM57 DM58 DM106

【9,000円】 【10,000円】 【10,000円】

DM107 DM108

【10,000円】 【10,000円】

DM63 DM61

【12,000円】 【12,000円】

DM62

【12,000円】

コーヒー飲料720ml×3本

 ／和歌山県海南市

程よい苦みと控えめの甘さにこだわった、すっ

きりとした後味のこだわり特製コーヒーです。

寺尾牧場のこだわり特製コーヒー3本セット

（720ml×3本）

こちらは和歌山県により優れた県

内産品として、プレミア和歌山に

認定されている海南市の返礼品で

す。

 平成31年総務省告示第179号第5条

第8号イ「市区町村が近隣の他の市

区町村と共同で前各号いずれかに

該当するものを共通の返礼品等と

するもの」に該当する返礼品とし

て出品しているものです。

「ねりうめ酒」　720ml×1本/ 「完熟梅酒」　720ml×1本

和歌山県岩出市（吉村秀雄商店）

蒸留後15年の長期貯蔵した本格米焼酎「黒潮波」と紀州の完熟

南高梅を使った「梅酒」のセットです。

梅の本場である和歌山の紀州完熟南高梅を使用した濃厚タイプ

と芳醇タイプの梅酒の飲み比べです。

焼酎 黒潮波（くろしおなみ）720mlと紀州

完熟南高梅「梅酒」720mlの2本セット

こだわり濃厚牛乳とコーヒー豆の自然抽出にこ

だわった甘すぎない大人のコーヒーのセットで

す。

和歌山県生石高原山頂の牧場で搾られた原乳のみを使用した寺

尾牧場の牛乳は、牛乳特有の嫌な臭いもなく、濃厚、まろやか

ですっきりしたあと味です。

寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳（ノンホモ牛乳）

とコーヒー3本セット

牛乳（ノンホモ牛乳）900ml×3本

 ／和歌山県海南市

寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳（ノンホモ牛

乳）3本セット（900ml×3本）

じゃばら酒720ml
【紀州完熟南高梅使用】濃厚「ねり梅酒」と芳醇「梅酒」各

720mlの飲み比べ

◆焼酎 黒潮波（くろしおなみ）720ml ◆紀州完熟南高梅「梅

酒」720ml  吉村秀雄商店/和歌山県岩出市産

「黒潮波」720ml　2本/ 和歌山県岩出市（吉村秀雄商店）

蒸留後15年の長期貯蔵した紀州和歌山の本格米焼酎「黒潮波」

の2本セットです。

 本格米焼酎　『黒潮波』は『日本城』の蔵元が造る、伝統的な

酒造りの技術を活かして造った本格焼酎です。

【本格米焼酎・長期熟成】黒潮波720ml×2本セット
【紀州の地酒】純米吟醸酒「根来」と長期熟成山廃仕込み「根来

桜」各720ml×2本セット

じゃばら酒720ml　吉村秀雄商店/和歌山県岩出市産

酸味、甘み、苦み、が一体となった、まさに、通好みの大人のリ

キュールです。じゃばらは和歌山県北山村の原産で、ゆずよりも

果汁が豊富で、糖度と酸度のバランスのとれたまろやかな味が特

徴で、ゆず、すだち、かぼすとも異なった独特の香りや風味を

もっています。

旨味と酸味のバランスがとれた純米吟醸酒と長期熟成山廃仕込み

の紀州の地酒を堪能できる日本酒です。

 2種類の紀州の地酒を飲み比べてみて下さい。

◆牛乳（ノンホモ牛乳）900ml×2本◆コーヒー飲料720ml×1本

 ／和歌山県海南市

「根来」720ml　1本/ 「根来桜」70ml　1本

 和歌山県岩出市（吉村秀雄商店）



CZ20-NT CZ21-NT

【22,000円】 【22,000円】

CZ22-NT CZ23-NT CZ24-NT

【22,000円】 【22,000円】 【22,000円】

CZ25-NT CZ26-NT CZ27-NT

【22,000円】 【22,000円】 【11,000円】

CZ40-NT CZ29-NT CZ41-NT

【18,000円】 【11,000円】 【18,000円】

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統

とともにお届けします。

高級南高梅うす塩500g入【紀州塗箱

網代模様仕上】

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統

とともにお届けします。

高級南高梅食べ比べ4種計1kg入【紀州塗箱

網代模様仕上】

高級南高梅はちみつ梅1kg入 【紀州塗箱

網代模様仕上】

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17

㎝×8㎝

 【はちみつ梅1㎏×1】・塩分約5％

高級南高梅うす塩・はちみつ個包装計20粒入

【紀州塗箱 網代模様仕上】

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約24㎝×25㎝

×5㎝

 【うす塩　個包装10粒】・塩分8％

 【はちみつ梅　個包装10粒】・塩分5％

高級南高梅うす塩1kg入 【紀州塗箱 網

代模様仕上】

こちらは和歌山県海南市の返礼品

になります。

平成31年総務省告示第179号第5条

第8号イ「市区町村が近隣の他の市

区町村と共同で前各号いずれかに

該当するものを共通の返礼品等と

するもの」に該当する返礼品とし

て、和歌山県内で合意した市町村

間で出品しているものです。

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

高級南高梅うす塩・邑咲（昆布旨味）個包装

計20粒入【紀州塗箱 網代模様仕上】

高級南高梅邑咲（昆布旨味）個包装20粒入【紀州塗箱 網代模様

仕上】

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統

とともにお届けします。

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統

とともにお届けします。

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

 紀州塗箱と梅干はどちらも一つ一つ心を込めて手作りしており

ます。

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)

・サイズ：約24㎝×25㎝×5㎝

 【うす塩　個包装10粒】・塩分8％

 【邑咲　個包装10粒】・塩分約8％

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約24㎝×25㎝

×5㎝

 【うす塩梅 個包装20粒×1】・塩分約8％

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約24㎝×25

㎝×5㎝

 【はちみつ梅個包装20粒×1】・塩分約5％

高級南高梅はちみつ梅・邑咲（昆布旨味）個包

装計20粒入【紀州塗箱 網代模様仕上】

高級南高梅はちみつ梅個包装20粒入【紀州塗

箱 網代模様仕上】

高級南高梅うす塩個包装20粒入【紀州

塗箱 網代模様仕上】

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約24㎝×25㎝

×5㎝

 【邑咲　個包装20粒×1】塩分約8％

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

【紀州塗箱(外箱)×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約24㎝

×25㎝×8㎝【木箱(内箱)×4】・漆器塗(蓋のみ/4枚のうち2

枚)・サイズ：約11.3㎝×11.3㎝×7.3㎝

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約24㎝×25㎝

×5㎝

 【はちみつ梅　個包装10粒】・塩分5％

 【邑咲　個包装10粒】・塩分約8％

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17

㎝×4㎝

 【うす塩梅500g×1】・塩分約8％

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

高級南高梅はちみつ梅500g入 【紀州塗箱 網代

模様仕上】

うす塩梅250ｇ×1〔塩分約8％〕/はちみつ梅(蜜っこ)250ｇ×1

〔塩分約5％〕/白干梅(皆平白梅)250ｇ×1〔塩分約20％〕/しそ

漬小梅250ｇ×1〔塩分約13％〕

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×4㎝

 【はちみつ梅500g×1】・塩分約5％

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×8㎝

 【うす塩梅1㎏×1】・塩分約8％



CZ31-NT CZ42-NT CZ33-NT

【11,000円】 【18,000円】 【11,000円】

CZ43-NT CZ44-NT CZ45-NT

【18,000円】 【18,000円】 【18,000円】

CZ46-NT CZ47-NT CZ65-NT

【18,000円】 【18,000円】 【11,000円】

CZ65-NTGFT CZ66-NT CZ66-NTGFT

【11,000円】 【18,000円】 【18,000円】

紀州南高梅に国産温州みかんの果汁を加えて漬け込んだオリジナ

ル梅干。柔らかな果肉にみかん果汁がたっぷりとしみこみ、さっ

ぱりとした味わいです。冷やしてお召し上がりいただくとより

いっそうおいしくなります。

【紀州塗箱×1】 ・網代模様箱(漆器塗) ・約17ｃｍ×17ｃｍ

×8ｃｍ 【みかん梅1kg×1】・塩分約5％

紀州南高梅に国産温州みかんの果汁を加えて漬け込んだオリジ

ナル梅干。柔らかな果肉にみかん果汁がたっぷりとしみこみ、

さっぱりとした味わいです。冷やしてお召し上がりいただくと

よりいっそうおいしくなります。

【紀州塗箱×1】 ・網代模様箱(漆器塗) ・約17ｃｍ×17ｃｍ

×4ｃｍ 【みかん梅500g×1】・塩分約5％

紀州南高梅に国産温州みかんの果汁を加えて漬け込んだオリジ

ナル梅干。柔らかな果肉にみかん果汁がたっぷりとしみこみ、

さっぱりとした味わいです。冷やしてお召し上がりいただくと

よりいっそうおいしくなります。

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×8㎝

 【うす塩500g×1】・塩分約8％

 【しそ梅500g×1】・塩分約13％

高級南高梅しそ漬梅500g入 【紀州塗

箱 網代模様仕上】

高級南高梅うす塩・はちみつ梅計1kg

入 【紀州塗箱 網代模様仕上】

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×4㎝

 【しそ漬梅500ｇ×1】・塩分約13％

高級南高梅しそ漬梅1kg入 【紀州塗箱

網代模様仕上】

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統

とともにお届けします。

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×8㎝

 【しそ漬梅1kg×1】・塩分約13％

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。。

【紀州塗箱×1】 ・網代模様箱(漆器塗) ・約17ｃｍ×17ｃｍ×8

ｃｍ 【みかん梅1kg×1】・塩分約5％

【ギフト用】高級南高梅みかん梅1kg入

紀州塗箱　網代模様仕上

高級南高梅みかん梅1kg入　紀州塗箱　網

代模様仕上

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×8㎝

 【うす塩500g×1】・塩分約8％

 【白干梅500ｇ×1】・塩分約20％

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

高級南高梅みかん梅500g入　紀州塗

箱　網代模様仕上

高級南高梅 白干梅500g入 【紀州塗

箱 網代模様仕上】

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17

㎝×4㎝

 【白干梅500ｇ×1】・塩分約20％

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統

とともにお届けします。

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17

㎝×8㎝

 【はちみつ梅500g×1】・塩分約5％

 【しそ梅500g×1】・塩分約13％

高級南高梅はちみつ梅・しそ漬梅計

1kg入 【紀州塗箱 網代模様仕上】

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

高級南高梅 白干梅1kg入 【紀州塗箱 網代模様仕

上】

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×8㎝

 【白干梅1kｇ×1】・塩分約20％

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

 紀州塗箱と梅干はどちらも一つ一つ心を込めて手作りしており

ます。

【紀州塗箱×1】・網代模様箱(漆器塗)・サイズ：約17㎝×17㎝

×8㎝

 【うす塩500g×1】・塩分約8％

 【はちみつ梅500g×1】・塩分約5％

高級南高梅うす塩・しそ漬梅計1kg入 【紀州塗

箱 網代模様仕上】

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南高梅を入れて伝統と

ともにお届けします。

【ギフト用】高級南高梅みかん梅500g入

紀州塗箱　網代模様仕上

高級南高梅うす塩・白干梅計1kg入 【紀州塗箱

網代模様仕上】

【紀州塗箱×1】 ・網代模様箱(漆器塗) ・約17ｃｍ×17ｃｍ×4

ｃｍ 【みかん梅500g×1】・塩分約5％

紀州南高梅に国産温州みかんの果汁を加えて漬け込んだオリジナ

ル梅干。柔らかな果肉にみかん果汁がたっぷりとしみこみ、さっ

ぱりとした味わいです。冷やしてお召し上がりいただくとより

いっそうおいしくなります。



AN12-NT AN13-NT AN14-NT

【28,000円】 【40,000円】 【40,000円】

AN15-NT AN16-NT AN25-NT 

【66,000円】 【66,000円】 【29,000円】

AN26-NT AN28-NT AN31-NT

【29,000円】 【48,000円】 【26,000円】

AN29-NT

【48,000円】

里山ｽｰﾌﾟﾎﾞｰﾙ　DBR　3個入り

φ11.5×7㎝

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

わせてお使いください。

φ１４×７㎝

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを

施しており、家庭用食洗機にも対応可能です。

和・洋どちらにでもライフスタイルに合わせて

お使いください。

四季スープボール　DBR　3個入り

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

わせてお使いください。

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを

施しており、家庭用食洗機にも対応可能です。

和・洋どちらにでもライフスタイルに合わせて

お使いください。

DSスープボール(L)NA5個入

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを

施しており、家庭用食洗機にも対応可能です。

和・洋どちらにでもライフスタイルに合わせて

お使いください。

DSスープボール(L)NA3個入 DSスープボール（L）DBR3個入

φ１４×７㎝φ１４×７㎝

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

わせてお使いください。

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを

施しており、家庭用食洗機にも対応可能です。

和・洋どちらにでもライフスタイルに合わせて

お使いください。

DSスープボール（L）DBR5個入

φ12.5×6.5㎝

φ１４×７㎝

φ12.5×6.5㎝

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを

施しており、家庭用食洗機にも対応可能です。

和・洋どちらにでもライフスタイルに合わせて

お使いください。

四季スープボール　NA　5個入り

φ12.5×6.5㎝

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを

施しており、家庭用食洗機にも対応可能です。

和・洋どちらにでもライフスタイルに合わせて

お使いください。

φ１４×７㎝

四季スープボール　NA　3個入り

φ12.5×6.5㎝

四季ｽｰﾌﾟﾎﾞｰﾙ　DBR　5個入り

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを

施しており、家庭用食洗機にも対応可能です。

和・洋どちらにでもライフスタイルに合わせて

お使いください。

ＤＳスープボール（L）　ＮＡ・ＤＢＲペア　2

個入り



DM01 DM02

【10,000円】 【10,000円】

DM03 DM04 DM98

【6,000円】 【6,000円】 【10,000円】

DM99

【10,000円】

1箱800g/和歌山県印南町産

紀州南高梅使用　しそ仕込み完熟梅干し

800g

100％国産はちみつと素材にこだわり、保存料・着色料・化学調

味料など一切使用していない梅本来の味を生かしながら後味良く

仕上げています。塩分は約7％。

紀州南高梅使用　はちみつうす塩味完熟梅干

し 無選別1kg

紀州産赤しそや長崎産削りかつおなど素材にこだわり、保存

料・着色料・化学調味料など一切使用していない梅本来の味を

生かしながら後味良く仕上げています。塩分は約10％。

紀州南高梅使用　はちみつうす塩味完熟梅干し

800g

1箱800g/和歌山県印南町産

こちらは和歌山県印南町の返礼品にな

ります。

 平成31年総務省告示第179号第5条第8

号イ「市区町村が近隣の他の市区町村

と共同で前各号いずれかに該当するも

のを共通の返礼品等とするもの」に該

当する返礼品として、

 和歌山県内で合意した市町村間で出品

しているものです。

1箱1kg/和歌山県印南町産

和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を使用して愛情たっぷ

りに仕上げた梅干しです。

 自家栽培の紀州南高梅を使用し、素材にこだわり、無添加で作

り上げました。塩分は約10％

1箱400g/和歌山県印南町産

スイーツ感覚でパンやヨーグルトとともに食べても良し、ごはん

のお供に食べても良しです。また、梅干が苦手な方やお子様にも

大人気の梅干です。塩分は約6％。

1箱400g/和歌山県印南町産

梅干と栄養効果がすごい天然サプリと言われているレーズンを楽

しめる商品です。お酒のおつまみに、お子様のおやつにおすすめ

の梅干です。塩分は約6％。

和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を使用して愛情たっ

ぷりに仕上げた梅干しです。

 自家栽培の紀州南高梅を使用し、素材にこだわり、無添加で

作り上げました。塩分は約7％

紀州南高梅使用　しそ仕込み完熟梅干し 無選別

1kg

紀州南高梅使用　いちご風味完熟梅干し　400g

1箱1kg/和歌山県印南町産

紀州南高梅使用　れーずん入り完熟梅干し

400g



DM35 DM36

【10,000円】 【18,000円】

DM37

【38,000円】

FH006-NT FH007-NT

【11,000円】 【18,000円】

掲載されている情報は令和４年10月時点のものです。

改訂や取扱終了する場合がありますのでご注意ください。

こちらは和歌山県みなべ町との返礼品

になります。

 平成31年総務省告示第179号第5条第8

号イ「市区町村が近隣の他の市区町村

と共同で前各号いずれかに該当するも

のを共通の返礼品等とするもの」に該

当する返礼品として、出品しているも

のです。

梅三華 3種各150g 紀州五代の夢想 16粒

紀州五代梅(塩分約10％)・しそ漬梅(塩分約

13％)・こんぶ梅(塩分約11％)各150ｇ

紀州五代梅の心8粒(はちみつ入り梅干塩分約10％)、

紀州五代の夢8粒(こんぶ梅塩分約11％)

紀州五代梅、しそ漬梅、こんぶ梅。五代庵の定

番梅干し３種を木箱へ詰め合わせています。

紀州南高梅の３つの華が美味しく咲きました。

良質な物のみを選び抜き個包装した、紀州五代梅の心(はちみ

つ入り梅干)、紀州五代梅の夢(こんぶ梅)。

五代庵が丹精込めて作り上げた、極上梅干しの２種詰め合わ

せ。様々な贈り物に。

「南紀白浜　富田の水」など素材こだわり、

ビール職人しか味わえなかった麦芽100%の

ピュアビールです。

白浜富田の水使用の地ビール「ナギサ

ビール」3種6本セット

「南紀白浜　富田の水」など素材こだわり、

ビール職人しか味わえなかった麦芽100%のピュ

アビールです。

白浜富田の水使用の地ビール「ナギ

サビール」3種12本セット

アメリカンウィート、ペールエール、インディアンペールエール

330ml3種×各2本/和歌山県白浜町産

アメリカンウィート、ペールエール、インディアンペールエー

ル330ml3種×各4本/和歌山県白浜町産

「南紀白浜　富田の水」など素材こだわり、

ビール職人しか味わえなかった麦芽100%のピュ

アビールです。

こちらは和歌山県により優れた県内産

品として、プレミア和歌山に認定され

ている白浜町の返礼品です。

 平成31年総務省告示第179号第5条第8

号ロ「都道府県が当該都道府県の区域

内の複数の市区町村と連携し、 当該連

携する市区町村の区域内において前各

号のいずれかに該当するものを当該都

道府県及び当該市区町村の共通の返礼

品等とするもの」に該当する返礼品と

して出品しているものです。

アメリカンウィート、ペールエール、インディアンペールエール

330ml3種×各10本/和歌山県白浜町産

白浜富田の水使用の地ビール「ナギサ

ビール」3種30本セット


