【ふるなび】2022.6 .20更新

「高野町ふるさと応援寄附金」特典一覧
「高野町ふるさと応援寄附金」に1回4千円以上の寄附をしていただいた方へ、感謝の気持ちをこめて特典を贈呈します。

【ご注意】
※返礼品の受け取りは“一時所得”に該当します。詳しくは［国税庁ホームページ］をご覧ください。

・特典の送付は、町外にお住まいの方に限らせていただきます。
・寄附につきましては、年度内の回数制限は現在設けておりません。
・1回の寄附につき、特典は最大10品までお選びいただけます。

【期間限定】
お申込みできる期間です。お申込み期間内であっても返礼品の在庫に
よりご希望に添えない場合もございますことをご了承下さい。
【配送】

※特典のお届けには1～2ヶ月程度かかることがあります。

配送時期の限られてるものもございます。ご確認のうえお申し込みく
ださい。

寄附金額に合わせて下記より組み合わせてお選びください。

【2612-1365】

【2612-1366】

【2612-1367】

【2612-1368】

熊野牛 ステーキ食べ比べ6枚セット

熊野牛 赤身ステーキ3枚

熊野牛 赤身ステーキ6枚

熊野牛 ロースステーキ2枚

寄附額

61,000 寄附額

27,000 寄附額

51,000 寄附額

27,000

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

味に深みがあり、柔らかい赤身のランプ肉。

味に深みがあり、柔らかくヘルシーな赤身肉

味に深みがあり、柔らかくヘルシーな赤身肉

きめが細かく、肉そのものの味わいと程よい

きめが細かく、肉そのものの味わいと程よい

のステーキです。

のステーキです。

霜降り、お肉の甘みをお楽しみいただけるス

霜降り、お肉の甘みをお楽しみいただけるス

200gにカットしていますので、食べ応え満

テーキの王道ロース。脂肪部分が少なく、き

点！！！

テーキの王道ロース。

めが細かく柔らかいヒレ肉。
人気の三種類の部位をステーキでどうぞ。

【内容】赤身ステーキ200g×3

【内容】ステーキ用赤身肉 200g×6

【内容】ロースステーキ200g×2

【内容】ステーキ肉(ランプ)200g×2枚
ステーキ肉(ロース)200g×2枚
ステーキ肉(ヒレ)150g×2枚

【2612-1005】
熊野牛 赤身スライス1kg

寄附額

【2612-1369】
熊野牛 焼肉セット1kg

44,000 寄附額

【2612-1370】
熊野牛 焼肉用ミスジ300g

41,000 寄附額

【2612-1008】
熊野牛 焼肉用ミスジ600g

21,000 寄附額

34,000

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

味に深みのあるヘルシーな赤身肉をスライ

人気の「肩ロース」と「バラ肉」をセットし

焼肉ではとても人気のある「ミスジ」。牛1頭 焼肉ではとても人気のある「ミスジ」。牛1頭

ス。すき焼き・しゃぶしゃぶ、どちらでも美

ました。一度に二種類のお味をお楽しみいた

の中で3kgほどしか取れない希少部位です。

味しくお召し上がりいただけます。

だけます。
【内容】焼肉用 バラ肉500g
焼肉用 肩ロース500g

の中で3kgほどしか取れない希少部位です。

【2612-1009】
熊野牛 サーロインブロック2kg

寄附額

【2612-1371】
熊野牛 モモ肉ブロック1kg

117,000 寄附額

【2612-1789】
観音山完熟オレンジ梅3kg

27,000 寄附額

【2612-1790】
観音山フルーツ詰め合わせ(シルバー)

17,000 寄附額

17,000

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

【先行予約】お届けは2022年6月になります。 2人～3人用。一番のおススメ！！

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。

本場紀州の完熟梅。

詰め合わせでお届けします。お届け内容は季

キメが細かくて柔らかい、最高の肉質のサー

脂分が少ないヘルシーなモモ肉をブロック

豊かな香りとしっかりとした果肉の紀州梅を

節によって異なります。

ご注文いただいたときの「旬」のフルーツを

ロインを、どーんとブロックで2kgお届けしま で。ジューシーな赤身のモモ肉は煮込み料理

樹上完熟の状態でお届けいたします。

す。贅沢にお楽しみください。

に最適です。

梅干作りに最適です！

【内容】モモ肉ブロック500g×2

■賞味期限：3日程度

※5月下旬～6月はお届けできるフルーツが少
ないため、7月以降のお届けとなりますのでご
注意ください。
※内容・数量は変動しますので予めご了承下

【申込受付期間】2021/8/20～2022/5/30

さいませ。
※内容の指定はできません。

【(有)柑香園】
■賞味期限：1週間程度
【配送】2022年6月中旬より順次集荷

【2612-1791】

【2612-1792】

観音山フルーツ詰め合わせ(ゴールド)

観音山フルーツ詰め合わせ(プラチナ)

寄附額

21,000 寄附額

【2612-1376】
観音山レモンツリー120cm

37,000 寄附額

【2612-1377】
観音山ほろ酔い青梅 2kg

64,000 寄附額

14,000

4人～5人用。一番のおススメ！！

5人～6人用。一番のおススメ！！

農家が栽培しているレモンの樹と同じものを

★先行予約

ご注文いただいたときの「旬」のフルーツを

ご注文いただいたときの「旬」のフルーツを

杉樽に植えたままお届けします。栽培マニュ

【申込可能期間】2022年4月11日～2022年5月

詰め合わせでお届けします。お届け内容は季

詰め合わせでお届けします。お届け内容は季

アルもついて、購入後の電話サポートも通年

31日

節によって異なります。

節によって異なります。

で承っております。

【配送時期】2022年6月

※5月下旬～6月はお届けできるフルーツが少

※5月下旬～6月はお届けできるフルーツが少

レモン栽培の北限は茨城県あたりです。その

ないため、7月以降準備出来次第のお届けとな ないため7月以降準備出来次第のお届けとなり 地域より寒い場所での栽培は困難ですのでご

本場紀州の完熟梅。

りますのでご注意ください。

ますのでご注意ください。

豊かな香りとしっかりとした果肉の紀州梅

※内容・数量は変動しますので予めご了承下

※内容・数量は変動しますので予めご了承下

を、樹上完熟の状態でお届けいたします。

さいませ。

さいませ。

梅干作りに最適です！

※内容の指定はできません。

※内容の指定はできません。

■賞味期限：1週間程度

■賞味期限：1週間程度

注意ください。

■賞味期限：3日程度

【配送】2022年6月上旬より順次発送

【2612-1378】
観音山みかんツリー 120cm

寄附額

【2612-1379】
観音山レモン 3kg

64,000 寄附額

【2612-1793】
観音山レモン特選18玉

17,000 寄附額

【2612-1794】
観音山みかん濃厚小粒ベイビー 3kg

37,000 寄附額

17,000

農家が栽培しているみかんの樹と同じものを

平成9年に皇室献上した観音山レモン。防腐

防腐剤・ワックス不使用で皮ごと安心してお

みかんは小さい方が味が濃いんです。

杉樽に植えたままお届けします。

剤・ワックス不使用で皮まで安心してお召し

召し上がりいただけます。収穫された観音山

2S・3Sサイズの観音山みかんがたっぷり入っ

栽培マニュアルもついて、購入後の電話サ

上がりいただけます。

レモンの中でも、選りすぐりの上位約2%を特

ています。

ポートも通年で承っております。

12月中旬頃お届けまではグリーンのレモンで

選品としてお届け致します。

とても小さいみかんですがその分お味や甘さ

すのでご注意ください！！

なお、12月中旬頃まではグリーンレモンのお

が凝縮されており、毎年大変人気の商品で

届けとなります。

す。

※天候によりお届時期が前後することがござ

皮も薄くてむきやすく、2個、3個とお召し上

います。予めご了承ください。

がりいただけます。
※気候により、お届けの時期が大きく前後す

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28
【配送】2020/10月上旬より順次

■賞味期限：2～3週間

る場合がございます。

【申込受付期間】202１/８/2０～2022/1/24

※ご注文の状況により受付期間内であっても

【配送】2021年10月上旬より順次

受付終了となる場合はございます。

【容量】18玉

■賞味期限：1週間程度
【申込受付期間】2021/8/20～2021/12/13
【配送】2021 /11月上旬より順次

【2612-1806】

【2612-1055】
フルーツ定期便「旬宴」 梅

観音山みかん(とろコク一番人気) 5kg

寄附額

24,000 寄附額

【2612-1394】
フルーツ定期便「旬宴」

140,000 寄附額

【2612-1807】
竹

観音山みかん(とろコク一番人気)4kg

200,000 寄附額

21,000

果汁たっぷりの人気No.1みかん！

旬のフルーツを旬の時期に農園直送で毎月(全 旬のフルーツを旬の時期に農園直送で毎月(全 果汁たっぷりの人気No.1みかん！

出荷するみかんは全て試食し、卵のように大

10回：2人～3人用)お届けします。

10回：4人～5人用)お届けします。

出荷するみかんは全て試食し、卵のように大

切に手選別してお届けしています。

切に手選別してお届けしています。

防腐剤・ワックス不使用です。

※ 5月・6月はフルーツ不足の時期の為5月・6 ※5月・6月はフルーツ不足の時期の為5月・6

防腐剤・ワックス不使用です。

※上限数に達した場合は受付期間内であって

月を除いて全10回お届けします。

月を除いて全10回お届けします。

※上限数に達した場合は受付期間内であって

も受付は終了となります。

※内容・数量は変動しますので予めご了承下

※内容の指定はできません。

も受付は終了となります。

※天候、生育状況により配送時期は前後いた

さいませ。

※内容・数量は変動しますので予めご了承下

※天候、生育状況により配送時期は前後いた

します。収穫でき次第の発送となります。

※内容の指定はできません。

さいませ。

します。収穫でき次第の発送となります。

■賞味期限：1週間程度

■賞味期限：1週間程度

【申込受付期間】2021/8/20～2021/12/31

【申込受付期間】2021/8/20～2021/12/31

【配送】2021/11月中旬より順次

【配送】2021/11月中旬より順次

【2012-1059】
ごまとうふ真空パック6個×2箱

寄附額

【2612-1836】

【2612-1837】

高野山が好きになる厳選観光タクシー 3時間プラン

聖地高野山の魅力に浸る観光タクシー 5時間ご案内プラン

9,000 寄附額

67,000 寄附額

【2612-1396】
天空般若クラフトビール6本セット

150,000 寄附額

17,000

ごまとうふは精進料理の逸品として有名で

世界遺産・高野山の魅力に触れる旅のご案内

2名様5時間プランの贅沢旅のご案内です。

生のフレッシュなホップを使用しているため

す。

です。金剛峯寺・壇上伽藍や奥之院などの各

世界遺産・高野山の魅力をたっぷりお伝えい

フルーティーで香り高いビールです。「天空

高野山のごまとうふは吉野葛と高野山の水を

所を、ガイド資格を持ったドライバーがご案

たします。金剛峯寺・壇上伽藍や奥之院など

般若」とは高野町で生まれた高野町でしか飲

使用しており、白く、舌触りがなめらかなの

内いたします。高野山駅や宿坊までお迎えに

の各所を、ガイド資格を持ったドライバーが

むことのできないビールです。(高野町富貴産

が特徴です。

まいります。

ご案内。

ホップ使用)

胡麻の香りと吉野葛のもつ食感をお楽しみい

高野山でお伝えしたいポイントを、移動とお

精進料理つきです。(時間によってお食事が不

ただけます。

話でお楽しみいただきます。

要の場合は、軽食とお土産に替えさせていた

願いが叶うと言われている三鈷の松葉も探し

だきます)高野山駅や宿坊までお迎えにまいり ■賞味期限：製造日より6か月

ましょう。

ます。

4名様ご乗車可能の3時間プランです。

願いが叶うと言われている三鈷の松葉も探し

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

時間が足りないときやご希望の追加の場合は

ましょう。2名様プランですがご乗車は4名様

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。

お申し付けください。

可能ですので、人数が増える場合は入館料と

注意：拝観される場所によっては別途拝観料

食事の追加のみで可能です。

が必要になる場合がございます。

前もってご相談ください。
注意：拝観される場所によっては別途拝観料

■容量■

が必要になる場合がございます

330ml×6本 白い箱入り

【2612-1066】
国産松茸「高野松茸」【化粧箱入】

寄附額

【2612-1067】
国産松茸「高野松茸」【化粧箱入】

80,000 寄附額

【2612-1062】
御所のぶどう (ピオーネ)2房

120,000 寄附額

【2612-1398】
湯浅醤油1800ml×6本

18,000 寄附額

41,000

【数量限定】

【数量限定】

【先行予約受付中】

醤油発祥地紀州湯浅の地にて、江戸時代より

世界遺産 和歌山県高野町で収穫された特別で

世界遺産 和歌山県高野町で収穫された特別で

【配送時期】2022年7月下旬以降～

続く醤油の老舗小原久吉商店より、再仕込醤

希少な国産松茸です。香り・歯応え・味とと

希少な国産松茸です。香り・歯応え・味とと

※天候、生育状況によって出荷予定日にズレ

油1800ml×6本を製造元より直送にてお届けし

もに最高級品です。希少な高野松茸で日本の

もに最高級品です。希少な高野松茸で日本の

が生じることがあります。

ます。

美味しい贅沢をお楽しみ頂けます。

美味しい贅沢をお楽しみ頂けます。

気象条件等でかなり前後します。あらかじめ

豊かな風味と深みのあるコクが特徴のお醤油

【内容】約200g(2～5本/大・小・開きを織り

【内容】約300g(3～8本/大・小・開きを織り

ご了承ください。

です。

交ぜたサイズおまかせ)

交ぜたサイズおまかせ)

※賞味期限が短いため離島へのお届け不可と

ゆあさ姫シール1枚、おすそ分け用袋6枚付

※仕入れ状況により発送できる数量が異なり

※仕入れ状況により発送できる数量が異なり

なります。

き。

ますので、日付指定は出来かねます。

ますので、日付指定は出来かねます。

※賞味期限が短いため、発送前に事業者より

※数量限定・期間限定商品となります。出荷

※数量限定・期間限定商品となります。出荷

ご連絡いたします。

時期は9月下旬～10月下旬頃を予定しておりま 時期は9月下旬～10月下旬頃を予定しておりま ※⾧期不在等により返礼品をお受取りできな
すが、天候等の都合上、出荷時期が変更とな

すが、天候等の都合上、出荷時期が変更とな

かった場合、再発送は出来かねますので、あ

る可能性がございます。

る可能性がございます。

らかじめご了承ください。

【お申込可能期間】2021/6/1～2021/9/30

【お申込可能期間】2021/6/1～2021/9/30

【申込受付期間】2022/4/11～2022/8/20

【配送】9月下旬～10月下旬頃を予定

【配送】 9月下旬～10月下旬頃を予定

【配送期間】2022年7月下旬～2022年9月上旬

【2612-1399】
有田みかん約9kg【秀品】

寄附額

【2612-1400】
有田みかん【秀品】と湯浅醤油

17,000 寄附額

【2612-1401】
有田みかん【秀品】紀州のぽん酢

12,000 寄附額

【2612-1402】
老舗のうすくち醤油900ml 6本

12,000 寄附額

27,000

和歌山県よりお届けします。みかんだいすき

和歌山県有田より、みかん農家さんの愛情

和歌山県有田より代々続くみかん農家の愛情

醤油発祥地和歌山県湯浅の地にて、江戸時代

なスタッフのおすすめ有田みかんです。みか

たっぷり注いで丁寧に収穫されたみかん3kg

たっぷり注いで丁寧に収穫、厳選された甘く

より続く醤油の老舗小原久吉商店より、澄ん

んの大きさは箱を開けてからのお楽しみのお

と、しょうゆの里和歌山県湯浅町にて江戸時

ジューシーな有田みかん(みかんだいすき小原 だ鮮やかな色合いのお醤油で煮物やお吸物、

まかせサイズです。(みかんの大きさによっ

代から続く老舗小原久吉商店の二度仕込湯浅

久吉商店スタッフのおすすめ有田みかん！)

て、みかんの入っている数が違います)

醤油300ml×1本(濃厚な味とコクが特徴でいろ と、醤油発祥地、紀州湯浅にて江戸時代より

しく引き立てるうすくちしょうゆ900ml×6本

いろなお料理になんにでもよく合う再仕込み

入です。

【内容】約3kg×3ケース

代々続く醤油の老舗小原久吉商店より湯浅醤

醤油)を湯浅町の製造蔵元より心を込めてお送 油にゆず果汁とだしを加え、風味豊かに仕上
りいたします。

鍋物などのおうちで素材の良さをさらに美味

小原久吉商店オリジナルキャラクター「ゆあ

げた、こだわりの紀州のぽん酢(湯浅ぽん酢)。 さ姫」シール1枚付。
和歌山県湯浅町の製造元より直送にて、お届
【内容】有田みかん約3kg

【内容】有田みかん約3kg

けします。

紀州のぽん酢300ml×1本

湯浅醤油300ml×1本
【期間限定】2020/8/26～2020/11/29

【期間限定】2020/8/26～2020/11/29

【期間限定】2020/8/26～2020/11/29

【配送】2020/11月下旬より順次

【配送】2020/11月下旬より順次

【配送】2020/11下旬より順次

【2612-1403】

【2612-1404】

【2612-1405】

【2612-1406】

金山寺みそ ゆあさたまり湯浅醤油こだわりセット

老舗の味紀州のぽんず

老舗の味白しょうゆ

老舗の味しろだし

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

醤油発祥地紀州湯浅の地にて、江戸時代より

醤油発祥地、和歌山湯浅にて江戸時代より続

醤油発祥地、和歌山湯浅にて江戸時代より続

お料理をもっと楽しく。醤油発祥地、和歌山

続く味噌・醤油の老舗小原久吉商店より、ご

く老舗小原久吉商店のこだわりのぽん酢セッ

く老舗小原久吉商店の風味豊かで淡く上品な

湯浅にて江戸時代より続く老舗小原久吉商店

飯に添えたりお茶漬けの上に乗せてそのまま

トです。

味わいに仕上げた、老舗こだわりの白しょう

の風味豊かで上品な味わいに仕上げた便利な

食べるおかず味噌の甘口金山寺みそと、おさ

水たき、湯どうふ、しゃぶしゃぶ、ちり鍋、

ゆ。

こだわりの白だしです。だし巻き玉子やお吸

しみ・お寿司・まぐろ丼にまろやかな甘味の

かつおのたたき、ぎょうざ、揚げ物、焼肉、

素材の色合いを活かし風味良く素材の旨さを

物、うどん、茶わん蒸し、炊き込みご飯、煮

ゆあさたまり(たまり醤油)をそのままつけた

焼魚などにおすすめです。毎日のお料理のお

引き立てます。お吸い物や茶碗蒸し、だし巻

物、酢の物などいろいろなお料理におすすめ

り、かけたり、煮物や炒め物など幅広くお使

いしさをゆずの香りとさっぱりお酢がふんわ

き玉子などにおすすめです。

です。

いいただける湯浅醤油(再仕込み醤油)。

り引き立てます。

プレゼントボックス(化粧箱)に入れてオリジナ プレゼントボックス(化粧箱)に入れてオリジナ

【内容】

プレゼントボックス(化粧箱)に入れてオリジナ ルギフト包装をして和歌山県湯浅町にある製

ルギフト包装をして製造元湯浅町より直送に

甘口金山寺みそ400g

ルギフト包装紙で商品を包装して、和歌山県

造元より直送にてお届けします。

てお届けします。

ゆあさたまり(たまりしょうゆ)300ml

湯浅町の製造元より直送にてお届けします。

湯浅醤油(さいしこみしょうゆ)300ml

【内容】500ml 3本セット
【内容】500ml3本セット

【内容】500ml3本セット

【2612-1407】

【2612-1408】

【2612-1409】

【2612-1410】

甘干し四郷柿氷温熟成

むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞 特上干物

むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞(A)

むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞(B)

寄付額

12,000 寄附額

31,000 寄附額

14,000 寄附額

14,000

この干し柿は完熟柿の風味を残した干し柿で

和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌山 和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌山 和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌

す。

県名産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤油とコ 県名産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤油とコ 山県名産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤
ラボさせて作った和歌山県ならではの魚義商店オ ラボさせて作った和歌山県ならではの魚義商店オ 油とコラボさせて作った和歌山県ならではの

商品到着時は冷凍ですので凍っており、その

リジナル商品です。

リジナル商品です。

魚義商店オリジナル商品です。

ままナイフ等で切れますので適当な大きさに

【内容】

【内容】

【内容】

切り分けてお召し上がりください。

金目タイ開き特大1尾・タイ開き特大1尾

イサキ開き 1尾

・タイ開き 中1尾

カマス開き 1尾

真アジ開き大1尾

・アイゴ開き特大1尾

真アジ開き 中1尾

・カマス開き 2尾

カマス開き大2尾

・丸アジ開き1尾

アイゴ開き 小2尾

・サバ開き 1尾

イサキ開き 中1尾 ・丸アジ開き 中1尾

真サバ開き1尾

・太刀魚開き大2尾

サバ味醂干し 2枚

・太刀魚開き 2尾

サバ味醂干し2枚

・サンマ味醂干し2尾

太刀魚味醂干 2尾

・丸アジ開き 中1尾

イカ一夜干し 1尾

・さんま味醂干し 2尾

【内容】80g×6個入り

※季節により商品内容が変わる事があります。

＊季節により商品内容が変わる事があります。

・タイ開き 中1尾

太刀魚味醂干し 2尾・太刀魚開き 中1尾
サバ開き 中1尾

・アイゴ開き 中1尾

真アジ開き 中1尾 ・サンマ味醂干し 2尾
＊季節やにより商品内容が変わる事がありま
す。

【2612-1411】

【2612-1412】

むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞(C)

むらおこし特産品特別賞受賞 味醂干しセット

寄附額

14,000 寄附額

【2612-1084】
高野槇 2尺2本くくり2束

14,000 寄附額

【2612-1085】
高野槇 1尺7寸3本くくり2束

5,000 寄附額

5,000

和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌 和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌 1本の木からわずか1割しか取れない希少な枝

高野槇の中層から上層にかけて育つ枝花。

山県名産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤

山県名産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤

花を使用。お墓用・お寺の本堂用としても使

1番人気のサイズで、お仏壇用、お墓用に最

油とコラボさせて作った和歌山県ならではの

油とコラボさせて作った和歌山県ならではの

用できます。

適。

魚義商店オリジナル商品です。

魚義商店オリジナル商品です。

※写真は全てイメージです。記載内容以外の

※写真は全てイメージです。記載内容以外の

食材や薬味、容器等は含まれません。

食材や薬味、容器等は含まれません。

※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合ってお

※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合ってお

【内容】

【内容】・サンマ味醂干し 2尾入り2袋

金目タイ開き 1尾

・タイ開き 1尾

・サバ味醂干し 2枚入り2袋

り、お届けが多少遅れる場合があります。予

り、お届けが多少遅れる場合があります。予

真アジ開き 中2尾

・小アジ開き 3尾

・太刀魚味醂干し 2尾入り2袋

めご了承ください。

めご了承ください。

アイ開き 中1尾

・丸アジ開き 1尾

・アジ味醂干し 3尾入り2袋

※商品は無くなり次第終了とさせて頂きま

※商品は無くなり次第終了とさせて頂きま

ヒメチ丸干し 8尾

・サバ開き 1尾

※季節により商品内容が変わる事がありま

す。

す。

太刀魚開き 中1尾

・サンマ味醂干し 2尾

す。
【内容】約60cmの枝花2本を1束に(2束入り)

【内容】約50cmの枝花3本を1束に(2束入り)

※季節により商品内容が変わる事がありま
す。

【2612-1086】

【2612-1087】

【2612-1413】

【2612-1778】

高野槇 1尺5寸2本くくり2束

高野槇 2尺3本くくり2束

高野山麓 美人優菜

手作り凍豆腐2個セット

寄附額

4,000 寄附額

7,000 寄附額

10,000 寄附額

9,000

高野槇の下層から中層にかけて育つ枝花。

1本の木からわずか1割しか取れない希少な枝

乳酸菌入り高級サプリ野菜詰合せ。弊社では、国 昔から高野山の精進料理に使われてきた高野

収穫量も多く廉価な花として人気がありま

花を贅沢に使用。

際基準を取得した4種類のリーフ野菜を「美人優

す。

お墓用・お寺の本堂用として最適。

菜ブランド」として栽培しています。このレタス の凍み豆腐です。

お仏壇用、お墓用として色花とともに。

※写真は全てイメージです。記載内容以外の

※写真は全てイメージです。記載内容以外の

食材や薬味、容器等は含まれません。

は「機能性健康野菜」として開発し乳酸菌やアミ 手作り豆腐のうまみはそのまま、食べ応えの
ノ酸等が含まれています。腸内環境を整え、内側 ある食感で肉の代わりに使えば高たんぱくヘ

食材や薬味、容器等は含まれません。

※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合ってお

※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合ってお

り、お届けが多少遅れる場合があります。予

り、お届けが多少遅れる場合があります。予

めご了承ください。

めご了承ください。※商品は無くなり次第終

※商品は無くなり次第終了とさせて頂きま

了とさせて頂きます。

す。

【内容】約40cmの枝花2本を1束に(2束入り)

【内容】約60cmの枝花3本を1束に(2束入り)

豆腐。乾燥させず凍った状態のものがこちら

からきれいになっていただくことを目的として栽 ルシーです。高野豆腐のように水戻しが要ら
培しています。
ず、なべや煮物にそのまま使えます。
グローバルGAP認証取得(GN：4059883579826)
(弊社HP：https：//mitsuboshi-farm.com/)
【内容】三ツ星ブーケ(グリーンリーフ・ルビー
レタス・クローバーレタス)3束、ルビーレタス1

【内容】手作り凍み豆腐(約500g)×2個

束、クローバーレタス1束

【2612-1779】
手作りこんにゃく・金山寺味噌セット

寄附額

【2612-1780】
手作り田舎味噌・金山寺味噌セット

9,000 寄附額

【2612-1092】
高野山銘菓詰め合わせ

9,000 寄附額

【2612-1414】
白木24cm丸盆

10,000 寄附額

12,000

高野山の麓花坂で、地元素材から丁寧に手作

高野山の麓花坂で、地元素材から丁寧に手作

あっさりとしたコシあんに、栗・葛粉などを

タンバリンにも用いられている合板曲げ輪の

りした金山寺味噌と生芋こんにゃくのセット

りした手作り田舎味噌と金山寺味噌のセット

配合した蒸し菓子【栗蒸し羊羹】、北海道産

技術を利用してお盆が出来上がりました。

です。金山寺味噌ははちみついりで食べやす

です。

の小豆を丹念に炊き上げた粒あんの入った最

今のライフスタイルに合った日本の作り手に

いおかず味噌。

金山寺味噌ははちみついりで食べやすいおか

中【高野四郎】と粒あんを、ミルクやバター

よる日本らしいお盆です。

こんにゃくはこんにゃく生芋100%使用、もち ず味噌。

の入った生地で包み焼きあげた洋風感覚のお

商品の性質上、色彩、柄、形状が多少異なる

もちとした食感で大変ご好評いただいており

菓子【高野三山】をセットにしたすべて手作

場合がございます。

大変ご好評いただいております。

ます。

りの当店を代表する銘菓の詰め合わせです。
【内容】

【内容】

【内容】

栗蒸ようかん 1本

手作り生芋こんにゃく(約500g)×1ケ

手作り田舎味噌(約500g)×1ケ

高野三山 4個

手作り金山寺味噌(約300g)×1ケ

手作り金山寺味噌(約300g)×1ケ

名鐘もなか[高野四郎]4個

【内容】Φ24×2.5cm

渕/樺曲げ合板

天底/シナ合板 ウレタン塗装

【2612-1415】

【2612-1416】

【2612-1417】

【2612-1418】

白木30cm丸盆

里山スープボール LBR 5個入り

里山スープボール NA 5個入り

ボコボコ椀 DBR(S) 3個入り

寄附額

14,000 寄附額

34,000 寄附額

34,000 寄附額

21,000

タンバリンにも用いられている合板曲げ輪の

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

技術を利用してお盆が出来上がりました。

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

今のライフスタイルに合った日本の作り手に

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

よる日本らしいお盆です。

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

※商品の性質上、色彩、柄、形状が多少異な

わせてお使いください。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

る場合がございます。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

【内容】φ30×2.5cm

渕/樺曲げ合板

天底/シナ合板 ウレタン塗装

【2612-1419】
ボコボコ椀 WR(S) 3個入り

寄附額

【内容】φ11.5×7cm

5個入り、天然木・ケ 【内容】φ11.5×7cm

イ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1420】
ボコボコ椀 DBR(S) 5個入り

21,000 寄附額

5個入り、天然木・ケ 【内容】φ12×7cm

イ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1421】
DSスープボール(L) NA・DBRペア

31,000 寄附額

3個入り、天然木・ケイ

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1422】
DSスープボール(L) NA 3個入り

21,000 寄附額

31,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

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

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

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。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

【内容】φ12×7cm

3個入り、天然木・ケイ 【内容】φ12×7cm

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

5個入り、天然木・ケイ 【内容】φ14×7cm

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

ペア、天然木・ケイ素

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【内容】φ14×7cm

3個入り、天然木・ケイ

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1423】

【2612-1103】

【2612-1104】

【2612-1424】

DSスープボール(L) DBR 3個入り

DSスープボール(L) NA 5個入り

DSスープボール(L) DBR 5個入り

四季スープボールDBR 3個入り

寄附額

31,000 寄附額

44,000 寄附額

44,000 寄附額

21,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

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

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

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。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

【内容】φ14×7cm

3個入り、天然木・ケイ 【内容】φ14×7cm

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

5個入り、天然木・ケイ 【内容】φ14×7cm

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

5個入り、天然木・ケイ 【内容】φ12.5×6.5cm

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

3個入り、天然木・

ケイ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1425】
四季スープボール NA 3個入り

寄附額

【2612-1426】
四季スープボール LBR 3個入り

21,000 寄附額

【2612-1108】
四季スープボール DBR 5個入り

21,000 寄附額

【2612-1109】
四季スープボール NA 5個入り

34,000 寄附額

34,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

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

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

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。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

【内容】φ12.5×6.5cm

【内容】φ12.5×6.5cm

【内容】φ12.5×6.5cm

【内容】φ12.5×6.5cm

3個入り、天然木・

ケイ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1110】
四季スープボール LBR 5個入り

寄附額

3個入り、天然木・

ケイ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1427】
里山スープボール DBR 3個入り

34,000 寄附額

5個入り、天然木・

ケイ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1428】
里山スープボール NA 3個入り

21,000 寄附額

5個入り、天然木・

ケイ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1429】
里山スープボール LBR 3個入り

21,000 寄附額

21,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

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

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

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。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

わせてお使いください。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※電子レンジは非対応です。

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

に異なります。ご理解、ご了承ください。

【内容】φ12.5×6.5cm

5個入り、天然木・

ケイ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【内容】φ11.5×7cm

3個入り、天然木・ケ 【内容】φ11.5×7cm

イ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1430】
里山スープボール DBR 5個入り

寄附額

【2612-1115】
KOZUE -槙-

34,000 寄附額

3個入り、天然木・ケ 【内容】φ11.5×7cm

イ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1116】
紅南高梅酒

10,000 寄附額

3個入り、天然木・ケ

イ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1117】
樽仕込み梅酒 百薬

7,000 寄附額

9,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコート

高野山の霊木とされている「高野槙」を使用

太陽の光を浴びて赤く染まった高級品「紅南

南高梅で漬け込んだ梅酒をオーク樽で3年間

を施しており、家庭用食洗機にも対応可能で

し香りづけされたお酒(ジン)です。

高梅」と呼ばれる非常に希少価値の高い梅実

ゆっくりと熟成させた、樽の高貴な香りと梅

す。汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨー

柑橘類の甘酸っぱさの後に、山椒の辛さと爽

のみを使用した梅酒です。

酒の熟成香が味わい深い梅酒です。

グルト、抹茶などいろいろな用途に使えま

やかな香りが楽しめます。

アルコール度数：20%

アルコール度数：20%

す。和・洋どちらにでもライフスタイルに合

アルコール度数：47%
※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。

【内容】容量720ml

【内容】容量720ml

わせてお使いください。
※電子レンジは非対応です。

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

※天然木のため木目の出方や色味はそれぞれ

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください

に異なります。ご理解、ご了承ください。
【内容】φ11.5×7cm

5個入り、天然木・ケ 【内容】容量700ml

イ素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)
【配送】※発送は2021年2月以降になります。

【2612-1118】
純米酒 黒牛

寄附額

【2612-1119】
和歌のめぐみ 龍神の柚子酒

5,000 寄附額

【2612-1120】
和歌のめぐみ 和歌山のじゃばら酒

6,000 寄附額

【2612-1121】
和歌のめぐみ 有田のみかん酒

6,000 寄附額

6,000

麹ともとは山田錦、蒸米は五百万石などの酒

和歌山県田辺市龍神村で栽培された柚子を使

独特の風味が特徴で生産地区の限られている

みかんで有名な有田市で収穫された「有田み

造好適米を用い、⾧期低温で丁寧に仕上げて

用しています。香り豊かでフレッシュな果汁

果実です。じゃばら独特のほろ苦さや酸味を

かん」を使用。みかんの良さを生かしたみか

います。芳香で、幅と広がりのある旨味や味

を清酒と合わせています。

飲みやすく糖度と酸度をバランスよく仕上げ

ん酒です。

わいです。

アルコール度数：8%

ています。

アルコール度数：8%

アルコール度数：15度以上16度未満

アルコール度数：8%
※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。
【内容】容量720ml

寄附額

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。
【内容】容量720ml

【2612-1122】
超辛口純米酒 南方

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま
※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

【内容】容量720ml

【2612-1123】
生麩まんじゅう 笹巻あんぷ

6,000 寄附額

【内容】容量720ml

【2612-1124】
檜のおもちゃ IKONIH ミニキッチン

11,000 寄附額

【2612-1431】
檜のおもちゃ IKONIH 食材セット

70,000 寄附額

44,000

山田錦を使用した特別純米酒を超辛口に仕上

文政年間操業、高野山唯一の生麩屋が作る生

本物そっくりのキッチン。カチカチとダイヤ

げました。スッキリとしたキレの良さに米の

麩まんじゅう笹巻あんぷ。

ルを回せる3口ガスコンロにお玉やフライ返し るとザクッとした手ごたえがあり、食品の断

旨味を醸し出す事で余韻の愉しめる日本酒で

よもぎを混ぜた生麩にこしあんをくるみ、熊

などの調理器具も揃っています。和歌山産の

面には、音がする面テープがついています。

す。

笹で包みました。ほのかに漂う笹の香りと

檜を使って、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げ

蓋がまな板になるロゴ入りのお片付けBOX付

アルコール度数：18%

しっとりとした心地よい口当たりの生麩独特

た無塗装の檜のおもちゃです。安全認証(CE認 き。和歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一つ

飲み方：冷やして飲むのがお勧めです。

の風味をお楽しみください。

証・STマーク)にも対応しています。

手作業で仕上げた無塗装の檜のおもちゃで

消費期限：冷蔵で3日、冷凍で3ケ月

※ギフト対応をご希望の場合は備考欄にご入

す。安全認証(CE認証・STマーク)にも対応し

力ください。

ています。

Size：W305xH210XD245 Weight：1,700g

Size：W195xH145XD145 Weight：860g

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

かわいい食品のおままごとセット。包丁で切

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。
【内容】容量720ml

【内容】
生麩まんじゅう笹巻あんぷ 20入約800g

【2612-1432】

【2612-1433】

【2612-1434】

【2612-1435】

檜のおもちゃ IKONIH ままごと冷蔵庫

檜のおもちゃ IKONIH オルゴールカー

檜のおもちゃ IKONIH オルゴールトレイン

檜のおもちゃ IKONIH オルゴールトラック

寄附額

44,000 寄附額

24,000 寄附額

27,000 寄附額

27,000

リアルなミニチュア冷蔵庫。冷蔵庫には、マ

前に動かしても後ろに動かしても音楽の流れ

前に動かしても後ろに動かしても音楽の流れ

前に動かしても後ろに動かしても音楽の流れ

ヨネーズ・ケチャップ・牛乳が入っていま

るオルゴールカー。シンプルな形が子供たち

るオルゴールトレイン。ノスタルジーを感じ

るオルゴールトラック。アイコニーのロゴの

す。食材セットの野菜や食べ物を入れて遊べ

に大人気です。窓があいているので子供たち

させる汽車ポッポは、思い出をのせてどこま

入った荷台は、本物と同じように動きます。

ば、一層楽しいままごとになります。和歌山

の小さな指でもしっかりと車をつかんで走ら

でも。和歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一

和歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一つ手作

産の檜を使って、丁寧に一つ一つ手作業で仕

せることができます。和歌山産の檜を使っ

つ手作業で仕上げた無塗装の檜のおもちゃで

業で仕上げた無塗装の檜のおもちゃです。安

上げた無塗装の檜のおもちゃです。安全認証

て、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げた無塗装

す。安全認証(CE認証・STマーク)にも対応し

全認証(CE認証・STマーク)にも対応していま

(CE認証・STマーク)にも対応しています。

の檜のおもちゃです。安全認証(CE認証・ST

ています。

す。

マーク)にも対応しています。

※ギフト対応をご希望の場合は備考欄にご入

※ギフト対応をご希望の場合は備考欄にご入

力ください。

力ください。

メロディ：海の見える街(魔女の宅急便より)

メロディー：Country road(耳をすませばより)

Size：W90×H100×D135 Weight：370g

Size：W148×H105×D113 Weight：390g

メロディー：いつも何度でも(千と千尋の神隠
Size：W160×H320×D160 Weight：1,500g しより)
Size：W110×H85×D123 Weight：270g

【2612-1436】
檜のおもちゃ IKONIH オルゴールバス

寄附額

【2612-1437】
【2612-1438】
檜のおもちゃ IKONIH 魚釣りセット 檜のおもちゃ IKONIH 整備士セット

31,000 寄附額

44,000 寄附額

【2612-1133】
檜のおもちゃ IKONIH 大工セット

67,000 寄附額

71,000

前に動かしても後ろに動かしても音楽の流れ

可愛い海の生き物たちを捕まえられる釣竿の

それぞれの部品から、車を組み立てられるお

本物そっくりの大工セット。

るオルゴールバス。おもちゃやお人形を乗せ

セット。檜の抗菌性を生かし、檜の香りを楽

もちゃ。色々な組み立て方に想像力を働か

たたいたり、回したり、つかんだりと色々な

て走らせれば遠足気分。和歌山産の檜を使っ

しみながら親子でお風呂釣りを楽しめます。

せ、自分だけのオリジナルカーを作ってみて

遊びに使え、外箱は、部品をそれぞれ組み替

て、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げた無塗装

和歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一つ手作

ください。大人が想像つかない不思議な車が

えてオリジナル工具箱にすることが出来ま

の檜のおもちゃです。安全認証(CE認証・ST

業で仕上げた無塗装の檜のおもちゃです。安

沢山出来上がるに違いありません。安全認証

す。

マーク)にも対応しています。

全認証(CE認証・STマーク)にも対応していま

(CE認証・STマーク)にも対応しています。

安全認証(CE認証・STマーク)にも対応してい

※ギフト対応をご希望の場合は備考欄にご入

す。

力ください。

※ギフト対応をご希望の場合は備考欄にご入

ます。
※ギフト対応をご希望の場合は備考欄にご入

力ください。

Size：D215×W240×H85(Box)

メロディー：さんぽ(となりのトトロより)

Size：W170×H70×D295 Weight：590g

3種類の車が作れる本体,車輪,車軸,ネジ,ナット,

力ください。

Size：W180×H115×D105 Weight：550g

釣竿2本,12種類の生き物たち,トロ箱1箱,乾燥

スパナ,ドライバー,飾りマグネット2種,収納箱

Size：W155×H90×D225 Weight：715g

及び収納袋1つ

【2612-1439】

【2612-1440】

檜のおもちゃ IKONIH ドロップボックス 檜のおもちゃ IKONIH ガラガラシリーズ

寄附額

34,000 寄附額

【2612-1441】
檜のおもちゃ IKONIH 積み木

31,000 寄附額

【2612-1442】
檜のおもちゃ IKONIH ナンバータワー

27,000 寄附額

31,000

丸や三角、台形、ひし形など9種類にくりぬか 人気の3種類RATTLE(KOROKORO RATTLE、

ブロックは6種類がバランスよくセットされて 縦に積み上げていくタワー型のおもちゃ。4面

れたボックスにそれぞれの型をはめて遊ぶお

D RATTLE、MUSHROOM RATTLE)がセット

います。並べたり、つみ重ねたり、くずした

それぞれに、アラビア数字、ローマ数字、漢

もちゃです。図形の認知能力、小さいブロッ

になっており、男女を問わないので、出産祝

りとあそびを繰り返す中で空間認知能力を養

数字、英語の4種類の文字で数字が書かれてい

クをつまむ指先の巧緻性、上手にはめること

いなどにもぴったりです。和歌山産の檜を

い、集中力やバランス感覚を身につけていき

ます。順番通りにしか積み上げる事が出来な

が出来た時の達成感など、様々な方面からの

使って、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げた無

ます。元に戻す場所のヒントを書いたお片付

い為、自然と4種類の数字表記を覚えます。和

刺激を子供たちに与えます。和歌山産の檜を

塗装の檜のおもちゃです。安全認証(CE認証・ けBOX付き。和歌山産の檜を使って、丁寧に

歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一つ手作業

使って、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げた無

STマーク)にも対応しています。

一つ一つ手作業で仕上げた無塗装の檜のおも

で仕上げた無塗装の檜のおもちゃです。安全

塗装の檜のおもちゃです。安全認証(CE認証・ Size：

ちゃです。安全認証(CE認証・STマーク)にも

認証(CE認証・STマーク)にも対応していま

STマーク)にも対応しています。

KOROKORO RATTLE：W60×H60×D65

対応しています。

す。

D RATTLE：W35×H90×D71

※ギフト対応をご希望の場合は備考欄にご入

MUSHROOM RATTLE：W35×H70×D135

力ください。

Size：W150×H130×D150
12種類の形状のブロック

Size：W225×H35×D175 Weight：640g

Size：W90×H285×D90

Weight：570g

【2612-1443】

【2612-1444】

【2612-1445】

【2612-1446】

檜のおもちゃ IKONIH ひのきコースター

檜のおもちゃ IKONIH なみのりバブル

檜のおもちゃ IKONIH ジャンボなみのりバブル

檜のおもちゃ IKONIH アルファベット

寄附額

54,000 寄附額

34,000 寄附額

57,000 寄附額

31,000

軽快な音をたてておりていくひのきのコース

揺れ動く波間に浮かぶ泡をのせていくバラン

揺れ動く波間に浮かぶ泡をのせていくバラン

遊びながらアルファベットが学べるおもちゃ

ターたち。シンプルな昔ながらのおもちゃゆ

スおもちゃ。ゆらゆらとゆれる波間に泡を置

スおもちゃ。ゆらゆらとゆれる波間に泡を置

です。アルファベットの裏面のイラストを見

え、子供たちはあきる事なく、何度も何度も

くのは大人でも難しいのです。サイコロを

くのは大人でも難しいのです。サイコロを

ながら、楽しくABCを覚えることが出来ま

繰り返して遊びます。和歌山産の檜を使っ

振って出た数の波をのせるスリリングなゲー

振って出た数の波をのせるスリリングなゲー

す。木製カードをクルリと回すことで、指先

て、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げた無塗装

ムも楽しめます。のせる波の数が多ければ多

ムも楽しめます。のせる波の数が多ければ多

の巧緻性も養うことができます。和歌山産の

の檜のおもちゃです。

いほど、難易度UP！

いほど、難易度UP！

檜を使って、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げ

安全認証(CE認証・STマーク)にも対応してい

た無塗装の檜のおもちゃです。安全認証(CE認

ます。
Size：コースター台 D100×W320×H400

証・STマーク)にも対応しています。
Size：波 W232×H47×D150、バブル 35mm

Size：波 W370×H90× D210、バブル62mm

×6個(ひのき)・42mm×5個(ウォールナッ

×10個(ひのき)・52mm×12個(ひのき)・

3両コースター・2両コースター・木球 1,156g ト)・46mm×4個(ひのき)、コットン袋 W285 42mm×8個(ウォールナット)、コットン袋、
×H360、サイコロ 2個

Weight：600g

サイコロ 2個

Weight：1,600g

Size：W320×H298× D25(最大140)
Weight：700g

【2612-1447】

【2612-1448】

檜のおもちゃ IKONIH アイコニーハウス

檜のおもちゃ IKONIH 26面体ブロック

寄附額

54,000 寄附額

【2612-1144】
檜のおもちゃ IKONIH 木馬

34,000 寄附額

【2612-1145】
檜のおもちゃ IKONIH キッズデスク

146,000 寄附額

115,000

10種類の可愛い動物たち(うさぎ・きつね・ね 26面体にカットされた球体の12個セット。

国産檜で作られたシンプルであたたかみのあ

子供つくえ。文具や小さな宝物を入れられる

こ・いぬ・こうま・うし・りす・ぶた・あひ

複雑な角度でのカットのため、シンプルに見

る木馬です。お子様が成⾧されたあとも美し

引きだしつき。角はカーブをつけた丸型仕上

る・ひつじ)が住んでいる檜でできたおうち

えて難しいおもちゃです。なので子供たちの

い木目は、お部屋のインテリアとしてもぴっ

げの優しいつくりとなっています。お子様の

で、屋根も扉も開きます。和歌山産の檜を

想像力を広げます。和歌山産の檜を使って、

たりです。

成⾧に合わせて高さ調整が可能です。セット

使って、丁寧に一つ一つ手作業で仕上げた無

丁寧に一つ一つ手作業で仕上げた無塗装の檜

和歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一つ手作

で使える椅子もあります。

塗装の檜のおもちゃです。安全認証(CE認証・ のおもちゃです。安全認証(CE認証・STマー

業で仕上げた無塗装の檜のおもちゃです。全

※組み立てはお客様自身でとなります。

STマーク)にも対応しています。

認証(CE認証・STマーク)にも対応していま

※引出しの開閉がスムーズにできるように引

す。

出し横にスチールのレールが装着されまし

ク)にも対応しています。

た。
Size：W210×H165×D175 Weight：800g

Size：W164×H67×D213 Weight：800g

Size：W220×H445×D760
Weight：2,010g

【2612-1146】
檜のおもちゃ IKONIH キッズチェア

寄附額

Size：W70×H54.5×D40

【2612-1147】

【2612-1148】

【2612-1449】

檜のおもちゃ キッズデスク＆キッズチェア

檜のおもちゃ IKONIH クッキングセット

檜のおもちゃ IKONIH オクタラインズ

70,000 寄附額

173,000 寄附額

140,000 寄附額

31,000

子供いす。角はカーブをつけた丸型仕上げの

文具や小さな宝物を入れられる引きだし付の

子供たちの大好きなお母さんの真似が出来る

8列四方の陣地を取り合うゲーム。

優しいつくりとなっています。お子様の成⾧

子ども机と、子どもイスのセットです。角は

クッキングセット。

収納用のコットン袋がゲーム盤になっていま

に合わせて高さ調整が可能ですので⾧く愛用

カーブをつけた丸型仕上げの優しいつくりと

遊んだ後はきちんとしまう事で、お片付けの

すので、旅行などへも持ち運びが簡単。

していただけます。セットで使える机もあり

なっております。お子様の成⾧に合わせて高

習慣がつきます。

ます。

さ調整が可能です。

※組み立てはお客様自身でとなります。

※セット商品です。

【ミニキッチン】

※組み立てはお客様自身でとなります。

Size：W305×H210×D245、Weight：1700g

【駒】64個

Size：W35×H37.2×D47

直径30mm×厚み10mm Weight：280g

【食材セット】

Weight：2,640g

【机】Size：W70×H54.5×D40

Size：W195×H145×D145、Weight：860g

【椅子】Size：W35×H37.2×D47

【冷蔵庫】
Size：W160×H320×D160
Weight：1500g

【2612-1150】
檜のおもちゃ IKONIH 絵本棚

寄附額

【2612-1450】

【2612-1451】

【2612-1809】

檜のおもちゃ IKONIH はたらく車シリーズ

檜のおもちゃ IKONIH 乗り物シリーズ

和歌山魚鶴仕込の天然紅サケ切身約2kg

228,000 寄附額

27,000 寄附額

31,000 寄附額

21,000

大容量の収納が可能な本棚です。

男の子の大好きなはたらく車です。

男の子が大好きな乗り物のおもちゃです。

甘口仕立てで身がとても柔らかく、口の中で

本棚には段差があり、絵本の表紙がはっきり

誕生日やクリスマス、出産祝いなどの男の子

お部屋のインテリアとしても可愛いです。

とろけるような食感にコクのある甘味が特徴

と見えるので、楽しく絵本を選ぶことができ

向けの御祝いに非常に喜ばれています。

和歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一つ手作

です！

ます。また、本棚の下段部分の収納には高さ

和歌山産の檜を使って、丁寧に一つ一つ手作

業で仕上げた無塗装の檜のおもちゃです。

独自の製法により、より旨味が詰まった紅鮭

のあるものを収納することも可能です。

業で仕上げた無塗装の檜のおもちゃです。

安全認証(CE認証・STマーク)にも対応してい

切身に仕上げました。

おもちゃや小物などを収納することも可能で

安全認証(CE認証・STマーク)にも対応してい

ます。

※商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して

す。

ます。

Size：800×300×780 Weight：12.9kg

Size：W65×D90×L355 Weight：400g

ください。
※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存し、お早め
Size：W125×D130×L455

Weight：500g

にお召し上がりください。
※画像はイメージです。
消費期限：商品到着後60日
【内容】天然紅さけ切身 約2kg

【2612-1469】
高級ブランド田村みかん 5kg

寄附額

【2612-1470】
紀州有田産濃厚甘熟温州みかん 5kg

12,000 寄附額

【2612-1471】

【2612-1478】

【ご家庭用訳アリ】紀州有田産温州みかん 7.5kg

とにかくジューシー清見オレンジ5kg

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

【先行予約】

下旬頃に順次発送予定

下旬頃に順次発送予定

下旬頃に順次発送予定

【申込可能期間】2022/5/1～2023/3/25

濃厚な味わいに糖度と酸味のバランスが絶妙

濃厚な味わいに糖度と酸味のバランスが絶妙

黒潮の恵みを受ける紀伊水道の潮風から運ば

【配送期間】2023年4月上旬頃～2023年5月上

の田村みかんで、甘さとコクがぎゅっとつ

の有田みかんで、甘さとコクがぎゅっとつ

れる天然のミネラル分をたっぷりと取りこん

旬頃のお届けとなります。

まっています。※画像はイメージです。※到

まっています。※画像はイメージです。※到

でいます。※画像はイメージです。※到着後

和歌山県・有田郡田地区は全国有数の柑橘生

着後は、箱から取り出し風通しのよい冷暗所

着後は、箱から取り出し風通しのよい冷暗所

は、箱から取り出し風通しのよい冷暗所にて

産地。温暖な気候と太陽の恵みが、濃厚で

にて保存ください。※一部に多少のすり傷等

にて保存ください。※一部に多少のすり傷等

保存ください。

ジューシーな果汁たっぷりの清見オレンジを

が見受けられる場合がございますが、品質に

が見受けられる場合がございますが、品質に

※すり傷等がございますが、品質には問題あ

育てました！デコポン・ポンカンと並び“平成

は問題ありません。※果皮表面の白粉が付着

は問題ありません。※果皮表面の白粉が付着

りません。※果皮表面の白粉が付着している

の三大柑橘”とも呼ばれています。

していることがありますが、石灰と硫黄の混

していることがありますが、石灰と硫黄の混

ことがありますが、石灰と硫黄の混合剤で

※到着後は、お早めにお召し上がりくださ

合剤です。みかんの味と日保ちを良くするた

合剤です。みかんの味と日保ちを良くするた

す。みかんの味と日保ちを良くするためのも

い。

めのものですので品質には問題ありません。

めのものですので品質には問題ありません。

のですので品質には問題ありません。

※一部に傷などが見受けられる場合がござい

賞味期限：出荷日より7日

賞味期限：出荷日より7日【容量】5㎏

賞味期限：出荷日より6日

ますが、品質には問題ありません。

【申込可能期間】2022年02/1～2022年12/31

【申込可能期間】

【申込可能期間】

※画像はイメージです。
【容量】5kg

【容量】5㎏

2022年02月1日～2022年12月31日

2022年02月1日～2022年12月31日

【2612-1479】

【2612-1480】
初夏のみかん なつみ5kg

【ご家庭用訳アリ】紀州有田産清見オレンジ 7.5kg

寄附額

12,000 寄附額

【2612-1481】
紀州湯浅産 初夏の柑橘 甘夏みかん 7kg

12,000 寄附額

【2612-1482】
赤秀品 紀州和歌山ハウスみかん

12,000 寄附額

21,000

【先行予約】

★先行予約

★先行予約受付

【先行予約】

【申込可能期間】2022/5/1～2023/3/25

【申込可能期間】2022/5/15～2023/3/30

【申込可能期間】2022年6月1日～2023年4月

ハウス内で徹底した温度・水分のコントロー

【配送期間】2023年4月上旬頃～2023年5月上 【発送時期】2023年4月中旬頃～2023年4月下 30日

ルがされるため、果肉がとろけるように柔ら

旬頃のお届けとなります。

旬頃

【発送期間】2023年5月中旬～2023年5月下旬 かく糖度の高いみかんに仕上がります。

和歌山県・有田郡田地区は全国有数の柑橘生

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ

頃

※画像はイメージです。

産地。温暖な気候と太陽の恵みが、濃厚で

りますのでご理解下さい。

甘夏の独特の苦みは、爽やかな初夏の果物と

※新鮮なうちにできるだけお早めにお召し上

ジューシーな果汁たっぷりの清見オレンジを

「なつみ」はカラマンダリンと吉浦ポンカン

して根強い人気があります。

がりください。

育てました！デコポン・ポンカンと並び“平成 の交配から誕生しました。

粒の一つ一つがプチプチとした食感がありま

※発送予定日が多少前後する場合がございま

の三大柑橘”とも呼ばれています。

見た目はみかんに近く、大きさも同じくら

す。

す。あらかじめご了承ください。

※到着後は、お早めにお召し上がりくださ

い、薄皮なので手で剥けて簡単に食べられま

味は酸味が強めですが、それと共に甘みがあ

※風通しの良い場所で保管してください。

い。

す。

り、全体にさっぱりとした清清しい味が楽し

【内容】2.5kg

※一部に傷などが見受けられる場合がござい

■賞味期限：出荷日より7日

めます。

ますが、品質には問題ありません。

※果肉に種がある場合がありますのでご注意

※画像はイメージです。

【期間限定】2021年08月01日～2022年06月29

※画像はイメージです。
【内容】7.5kg
※賞味期限：出荷日より6日

ください。※一部に多少の傷や表面の凹凸が
【容量】5kg

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所
【容量】7kg

日
【配送】2022年6月下旬～2022年7月下旬頃

※賞味期限：出荷日より7日

賞味期限：出荷日より7日

【2612-1489】
紀州かつらぎ山のあんぽ柿 化粧箱入

寄附額

【2612-1490】

【2612-1491】
夏みかん7.2kg

紀州かつらぎ山の食べやすい干し柿 化粧箱入

12,000 寄附額

12000 寄附額

【2612-1492】
和歌山県産たねなし柿7.5kg

12,000 寄附額

12,000

【先行予約】

【先行予約】

【先行予約】

柿生産日本一の和歌山県から「たねなし柿」

「紀州かつらぎ山のあんぽ柿」は、和歌山県

和歌山県かつらぎ町特産のひらたねなし柿を

初夏の時期に食べられるミカンと言う事で夏

をお届けします。霊峰高野山のふもとで採れ

かつらぎ町特産のひらたねなし柿を熟練の技

食べやすいサイズにカットして、丁寧に干し

ミカンと呼ばれるようになりました。ジャム

た美味しい柿をどうぞご賞味ください。種が

で一つひとつ丁寧に干し上げた「あんぽ柿」

上げました。お茶請うけに、おやつに、つま

(マーマレード)やゼリー、お菓子の材料などに ないのでナイフでスイスイ切り分けられま

です。独自に開発した「低温乾燥法」でじっ

みやすいのでドライブのお供にも最適です。

適しています。皮が厚いのでナイフで少し切

す。種が気になるお年寄りやお子様も種の心

くりと時間をかけて表面はしっかりと干し上

楽しいひとときにぜひお召し上がりくださ

り込みを入れるとむきやすくなります。

配なく食べられます。

げ、内部はトロリとした絶妙な食感に仕上げ

い。

※画像はイメージです。

ています。

※画像はイメージです。

※到着後は、箱から取り出し風通しのよい冷

※画像はイメージです。直射日光及び高温多

※直射日光及び高温多湿を避けて保存してく

暗所にて保存ください。

湿を避けて保存してください。

ださい。

※お届け時期が多少前後する場合がございま

【内容】約500g(８個～10個)

【内容】25g×10個

※賞味期限：発送日より2週間

※賞味期限：発送日より6ヶ月

【期間限定】2021/2/15～2021/12/31

【期間限定】2021/2/15～2021/12/31

【申込可能期間】2021/5/15～2022/3/31

【期間限定】2020/9/15～2020/10/11

【配送】2022/1月中旬～随時

【配送】2022/1月中旬～随時

【配送】2022年4月下旬頃

【配送】2020/9月下旬～2020/10月下旬

す。
※賞味期限：出荷日より6日

【内容】
7.5キロ・サイズ(M～2L)(32個～40個)

【2612-1493】
老舗の白だしうすくちしょうゆ

寄附額

【2612-1494】

【2612-1495】
【無地のし】湯浅醤油

(南高梅入り)・紀州のぽんず(湯浅ぽん酢)

10,000 寄附額

10,000 寄附額

【2612-1496】
【ありがとうのし】湯浅醤油

12,000 寄附額

12,000

醤油発祥地、和歌山湯浅にて江戸時代より続

醤油発祥地、和歌山湯浅にて江戸時代より続

伝えたい思いが伝わるこだわり再仕込み醤

醤油発祥地である自然豊かな紀州湯浅の地に

く醤油の老舗小原久吉商店より、上品な味に

く醤油の老舗小原久吉商店より、紀州南高梅

油。

て、江戸時代から八代続く醤油の老舗小原久

仕上がる便利なしろだし(濃縮タイプ)、澄んだ の梅肉を使った爽やかな酸味と甘みが特徴の

醤油発祥地である自然豊かな紀州湯浅の地に

吉商店より、たっぷりサイズの『さいしこみ

鮮やかな色合いのお醤油で煮物やお吸物、鍋

梅ドレッシング、湯浅醤油にゆず果汁とだし

て、

しょうゆ』900ミリ×3本セットを和歌山県湯

物、だしなど素材の彩りを生かし、お料理を

を加え、風味豊かに仕上げた、こだわりの紀

じっくり時間をかけて作る二度仕込み醤油(再 浅町の製造蔵元直送にてお届けします。じっ

美味しくひきたてる香りの良いうすくちしょ

州のぽん酢(湯浅ぽん酢)です。

仕込醤油)は、豊潤な風味と深みのあるコクが くり時間をかけて作る二度仕込み醤油(再仕込

うゆ。しょうゆの里、和歌山県湯浅町にて江

特徴の少しリッチな味を感じるのお醤油で

醤油)は、豊潤な風味と深みのあるコクが特徴

戸時代後期嘉永年間の創業より約180年、代々

す。

の少しリッチな味を感じるお醤油です。

8代に渡り、醤油屋を営んでおります。
【内容】しろだし300ml×1本

【内容】湯浅醤油(再仕込醤油) 900ml×3本

うすくちしょうゆ300ml×1本

【内容】梅ドレッシング300ml×1本

【内容】湯浅醤油(再仕込醤油) 900ml×3本

紀州のぽんず(湯浅ぽん酢)300ml×1本

【2612-1497】
【お歳暮のし】湯浅醤油

寄附額

【2612-1201】
タレ付きハラミ800g 自家製だれ

12,000 寄附額

【2612-1498】
【秋の味覚】たねなし柿

17,000 寄附額

【2612-1499】
【希少】紀の川柿約4kg秀選品

14,000 寄附額

17,000

いつもお世話になっているあの方にお礼のお

米国産トップチョイスの牛ハラミを自家製秘

豊かな水、水はけの良い有機質に富んだ土壌

樹上で果実が実ったままの状態で、ひとつず

品をプレゼント！

伝のたれに付け込んだ自慢の一品です。

と柿に適した環境など、美味しい種なし柿の

つビニールの袋をかけ、渋抜き処理と熟成を

大切な人に美味しさで感謝の気持ちを伝えた

冷蔵にて出荷いたしますので、冷蔵庫で保存

産地より、農家さんが愛情や真心いっぱいに

行なった種無し柿です。切ると、黒砂糖を全

い。つたえたい思いが伝わるこだわり再仕込

してください。

育てた人気の種なし柿(平核無柿)をお届けしま 体にまぶしたような茶色の模様をしています

み醤油。醤油発祥地である自然豊かな紀州湯

自家製だれ：醤油、砂糖、みりん、ニンニ

す！緻密で柔らかい果肉は、果汁と甘味たっ

が、タンニンが固形化したものです。より甘

浅の地にて、江戸時代から八代続く醤油の老

ク、土生姜、コチジャン、酢、米糀、ごま

ぷりです。

味が強く、コクと味わいのある鮮やかで色の

舗小原久吉商店より、たっぷりサイズの『さ

油、みずあめ、胡椒、アミノ酸

いしこみしょうゆ』900ミリ×3本セットで

※原材料の一部に大豆・小麦を使用

濃い果肉が完成しました。

す。

【内容】約4kg
【内容】タレ付きハラミ 800g×1

【内容】約7.5kg

※玉数は12玉か13玉のいずれかをお送りしま

※M～4Lサイズおまかせ(個数：24玉～40玉)

すが、ご指定いただけません。

※サイズ・玉数のご指定はできません。

※賞味期限：発送日より7日

【期間限定】2020/9/10～2020/11/17

【期間限定】2020/10/1～2020/10/11

【期間限定】 2020/10/1～2020/10/31

【配送】11月

【配送】2020/9/10～2020/10/31

【配送】2020/10/10～2020/11/20

自家製だれ 250g×1

【2612-1206】
生クリーム大福 高野ムゥ～Koya Mou～

寄附額

【2612-1207】

【2612-1502】

高野山麓天野米で作った米粉シフォンケーキラスク

さば開きとサバフィレとサバ味醂干し干物セット

9,000 寄附額

9,000 寄附額

【2612-1503】
さば開き(3枚卸し)12枚セット

12,000 寄附額

12,000

高野山発の精進スイーツ！

高野山麓産「天野米」100%使用の米粉で作ら 和歌山産のサバを、紀州南高梅の梅干しを製

和歌山産のサバを、紀州南高梅の梅干しを製

高野豆腐の粉末を植物性生クリームに練り込

れたシフォンケーキを、1ホールまるごとラス 造した後の残塩を再利用できるように除菌し

造した後の残塩を再利用できるように除菌し

み、やさしい甘さのやわらか大福です。

クにし、和歌山のおいしさを詰め込みまし

超精密ろ過した梅塩で干物にしました。

超精密ろ過した梅塩で干物にしました。

もちもちの求肥のなかに、とろ～っととろけ

た。

この梅塩に含まれるクエン酸が魚の干物を美

この梅塩に含まれるクエン酸が魚の干物を美

るクリームがたっぷり入っています。

手土産にも映える1ホールのシフォンケーキサ 味しくさせてくれました。

味しくさせてくれました。

高野豆腐のほのかな風味で奥深い味わいを楽

イズのものを17枚にカットした「大」と、ご

魚義商店こだわりのオリジナル商品です。

しめます。

自宅用に一口サイズで食べやすい50グラム入
の「小」各1個ずつのセットとなります。
※小麦と同じラインで製造しております。

【内容】高野ムゥ12個
オリジナル保冷バッグ1個

【内容】天風ラスク大(17枚入)1個
天風ラスク小(50g入)1個

魚義商店こだわりのオリジナル商品です。

※賞味期限：-18度以下で15日、10度以下で4
【内容】12枚

日

【2612-1504】
サバフィレ12枚セット

寄附額

【2612-1505】
サバ味醂干し12枚セット

12,000 寄附額

【2612-1506】
紀州和歌山の棒鯖寿司

12,000 寄附額

【2612-1507】
紀州和歌山のあせ葉寿司鮭 化粧箱入り

12,000 寄附額

12,000

和歌山県で取れたサバを味付けもしてない生

紀州湯浅名産の湯浅醤油を使って作った自家

美しい海と山に囲まれた紀州和歌山では、古

厳選した魚と艶やかに炊き上げた寿司飯を一

サバフィレです。

製のタレで製造した味醂干しです。

くから、近海で獲れた魚でお寿司を作りまし

つ一つ丁寧に、あせの葉で包みました。爽や

※賞味期限：-18度以下で15日、10度以下で4

※賞味期限：-18度以下で15日、10度以下で4

た。

かなあせの葉の香りと隠し味の紀州南高梅の

日

日

この味を今に受け継ぎ、お店独自のタレに漬

まろやかな酸味が素材の味を引き立てて、豊

け込んだ鯖と、独自の製法で炊き上げた肉厚

かな味わいに仕上げております。一口サイズ

昆布に、シャリは極上のコシヒカリで創り上

にまとめて一つ一つ丁寧に包んでいますの

げた鯖(さば)棒寿しです。

で、食べやすいお寿司です。
※画像はイメージです。

【内容】鯖寿司1本

【内容】笹の葉寿司7個(鮭)

甘酢生姜：3.5g

甘酢生姜：3.5g

実山椒佃煮：4g

【2612-1508】
紀州和歌山のあせ葉寿司鯛 化粧箱入り

寄附額

【2612-1509】
紀州和歌山の棒鯖寿司とあせ葉寿司

12,000 寄附額

※消費期限：発送日より30日

【2612-1510】
熊野牛ロースステーキ

17,000 寄附額

【2612-1511】
熊野牛モモしゃぶしゃぶ用

31,000 寄附額

24,000

厳選した魚と艶やかに炊き上げた寿司飯を一

一つ一つ丁寧に、あせの葉で包み、爽やかな

但馬牛の血統を取り入れて品種改良がなさ

但馬牛の血統を取り入れて品種改良がなさ

つ一つ丁寧に、あせの葉で包みました。爽や

あせの葉の香りと、南高梅のまろやかな酸味

れ、「熊野牛」として地域ブランド化された

れ、「熊野牛」として地域ブランド化された

かなあせの葉の香りと隠し味の紀州南高梅の

が素材の味を引き立て、豊かな味わいに仕上

国産黒毛和牛です。和歌山の自然豊かな環境

国産黒毛和牛です。

まろやかな酸味が素材の味を引き立てて、豊

げました。

の中で、緑の山々から湧き出る水と植物性飼

かな味わいに仕上げております。一口サイズ

料を十分に与え、丹精込めて育てられまし

にまとめて一つ一つ丁寧に包んでいますの

た。肉質もきめ細かで柔らかく、肉そのもの

で、食べやすいお寿司です。

【内容】鯖寿司1本

※画像はイメージです。

の風味に優れた逸品です。

笹の葉寿司鯛4個

※画像はイメージです。

笹の葉寿司鮭3個
【内容】笹の葉寿司7個(鯛)
甘酢生姜：3.5g
※消費期限：発送日より30日

【内容】熊野牛モモしゃぶしゃぶ用500g

甘酢生姜：3.5g

【内容】熊野牛ロースステーキ(200g×2枚)

実山椒佃煮：4g

※賞味期限：冷凍保存30日

※賞味期限：冷凍保存30日

※消費期限：発送日より30日

【2612-1512】
熊野牛ロースすきやき用

寄附額

※画像はイメージです。

【2612-1513】
和歌山県湯浅湾の釜揚げしらす

31,000 寄附額

【2612-1514】

【2612-1515】
「新鮮釜揚げしらす」

和歌山県湯浅湾のワンランク上の釜揚げしらす

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

但馬牛の血統を取り入れて品種改良がなさ

その日湯浅湾で水揚げされたばかりの新鮮な

その日湯浅湾で水揚げされたばかりの新鮮な

和歌山の海の幸を冷蔵にてお届け！

れ、「熊野牛」として地域ブランド化された

しらすをきれいな有田川の伏流水を使い、赤

しらすをきれいな有田川の伏流水を使い、赤

※良いしらすを安定供給させて頂きたく、

国産黒毛和牛です。

穂の天然塩のみで釜茹でしました。その日の

穂の天然塩のみで釜茹でしました。こちらの

発送期間は6月～11月とさせて頂きます。

しらすの大きさや状態によって塩加減、ゆで

お品は、しらすの大きさがほぼ揃っており、

※発送時期は、天候や収穫量によって、多

加減は日々変えて、最も美味しく炊き上げら

白さも際立ち、見た目もきれいです。個人的

少、変更となる場合がございます。

れる形をとります。また、しらすが本来持つ

な見解になるかもしれませんが、食感も少し

※生ものですので、できるだけお早めにお召

素材の良さを最大限活かすために保存料や着

異なるように感じます。木箱に入っておりま

し上がり下さい。

色料などの添加物は一切使用しておりませ

すので、高級感もあって、贈答用として喜ん

ん。

で頂けます。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

【内容】熊野牛ロースすきやき用400g

【内容】1箱800g(400g×2パック)

【内容】1箱400g(木箱入り)

※賞味期限：冷凍保存30日

※消費期限：発送日より30日

※消費期限：発送日より30日

※画像はイメージです。

【内容】1箱700g(350g×2パック入り)

【2612-1516】

【2612-1517】

【2612-1518】

新鮮魚の湯浅醤油みりん干し詰め合わせ

新鮮魚の梅塩干物と湯浅醤油詰め合わせ

鯛入り梅塩干物と湯浅醤油みりん干し詰め合わせ

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

【2612-1519】
寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳

14,000 寄附額

14,000

和歌山の近海でとれた新鮮な魚を、さらに美

和歌山の近海でとれた新鮮な魚をさらに美味

和歌山の近海でとれた新鮮な魚をさらに美味

和歌山県生石高原山頂の牧場で搾られた原乳

味しく召し上がって頂く為に、地元名産の湯

しく召し上がって頂く為に、塩は、紀州南高

しく召し上がって頂く為に、塩は、紀州南高

のみを使用した寺尾牧場の牛乳は、牛乳特有

浅醤油を使用した自家製の秘伝タレを漬け込

梅の梅干しを製造した後の塩を除菌し、超精

梅の梅干しを製造した後の塩を除菌し、超精

の嫌な臭いもなく、濃厚、まろやかですっき

み、みりん干しにしました。お店自慢の干し

密ろ過して再利用出来るようにした梅塩を30% 密ろ過して再利用出来るようにした梅塩を30% りしたあと味を感じられます。

物セットを、是非とも、ご賞味下さい。※み

使用しております。みりん干しは、地元名産

使用しております。みりん干しは、地元名産

パスチャライザー(二重釜湯銭方式)殺菌により

りん干しは焦げやすいのでフライパンで焼く

の湯浅醤油を使用した自家製の秘伝タレを漬

の湯浅醤油を使用した自家製の秘伝タレを漬

75℃で15分間保持殺菌を行い、均質機(ホモジ

事をおすすめいたします。

け込みました

け込みました。

ナイザー)を通していないノンホモ牛乳ですの

【内容】
【内容】

【内容】

で、上部に生クリームの層ができるのが特徴

・サバ開き 1尾

・イサギ開き 1尾

・アジ味醂干し3尾

・サバ味醂干し2尾

・サバ開き 1尾

・イサギ開き 1尾

・鯛開き 1尾

・真アジ開き 2尾

・太刀魚味醂干し2尾

・鯛味醂干し2尾

・真アジ開き 2尾

・太刀魚開き 2尾

・太刀魚開き 2尾

・ウオゼ開き 2尾

・ウオゼ開き 2尾

・鯛味醂干し 2尾

・鯛みりん干し 2尾

※賞味期限：発送日より15日

※賞味期限：発送日より15日

【2612-1520】
寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳とコーヒー

寄附額

【内容】牛乳(ノンホモ牛乳)900ml×3本
※賞味期限：発送日より8日

※賞味期限：発送日より15日

【2612-1521】
寺尾牧場のこだわり特製コーヒー

14,000 寄附額

です。

【2612-1522】
純米吟醸酒「根来」⾧期熟成山廃仕込み「根来桜」

14,000 寄附額

【2612-1523】
【本格米焼酎・⾧期熟成】黒潮波

12,000 寄附額

12,000

和歌山県生石高原山頂の牧場で搾られた原乳

寺尾牧場こだわり濃厚牛乳を60%配合し、特製 「根来」は、精米歩合58%仕様の丸い角のない 本格米焼酎『黒潮波』は『日本城』の蔵元が

のみを使用した寺尾牧場の牛乳は、牛乳特有

ブレンドの特注コーヒー豆などを使用した、

旨味を感じ、「旨味」と「酸味」の2つのバラ 造る、伝統的な酒造りの技術を活かして造っ

の嫌な臭いもなく、濃厚、まろやかですっき

砂糖はほとんど入っていないのに甘くて香ば

ンスがとれた純米吟醸酒です。「根来桜」

りしたあと味を感じられます。

しい、おいしいコーヒー牛乳に仕上がってお

は、豊かな酸はまろやかになり、味わいにふ

蒸留後15年の歳月をかけて⾧期貯蔵し、熟成

パスチャライザー(二重釜湯銭方式)殺菌により ります。

くらみが生まれ、大変バランスの良いお酒に

を重ねており、乙類ならではの芳醇さと、ま

75℃で15分間保持殺菌を行い、均質機(ホモジ ※紙栓中央に印字された数字が消費期限とな

仕上がってます。

ろやかな香りが調和した深い味わいが特徴で

ナイザー)を通していないノンホモ牛乳ですの ります。

※画像はイメージです。

す。

で、上部に生クリームの層ができるのが特徴

※生鮮食品ですのでお早めにお召し上がりく

です。寺尾牧場のノンホモ牛乳は、細部まで

ださい。

こだわりぬいてできた正真正銘、本気の牛乳

た本格焼酎です。

※画像はイメージです。
【内容】

です。

【内容】コーヒー飲料720ml×3本

純米吟醸酒「根来」720ml×１本

【内容】牛乳(ノンホモ牛乳)900ml×2本

※賞味期限：発送日より8日

⾧期熟成山廃仕込み「根来桜」720ml×１本

【内容】本格米焼酎「黒潮波」720ml×2本

コーヒー飲料720ml×1本

【2612-1524】
吟醸純米酒「日本城」

寄附額

【2612-1525】

【2612-1526】

「紀州完熟南高梅・ねりうめ酒」と「じゃばら酒」

焼酎 黒潮波と紀州完熟南高梅「梅酒」

14,000 寄附額

14,000 寄附額

【2612-1527】
じゃばら酒720ml

12,000 寄附額

12,000

精米歩合55%の白米、米麹と紀ノ川の自然な軟 「紀州完熟南高梅・ねりうめ酒」梅の実は完

本格米焼酎『黒潮波』は『日本城』の蔵元が

じゃばらは和歌山県北山村の原産で、ゆず、

水で、円熟味を増した旨味、濃醸さと華やか

熟した梅の木から自然落下させた紀州南高梅

造る、伝統的な酒造りの技術を活かして造っ

すだち、かぼすと異なった独特の香りや風味

な香りをもつ吟醸純米酒です。

の熟した実を、4時間～5時間の間で素早く仕

た本格焼酎です。

をもっています。

全国新酒鑑評会での11度の金賞受賞や『特選

込み、完熟の芳醇な香りと濃厚なエキスを抽

蒸留後15年の歳月をかけて⾧期貯蔵し、熟成

ゆずよりも果汁が豊富で、糖度と酸度のバラ

街』主催『全国日本酒コンテスト』において

出して出来た梅酒に加え、完熟の梅の実をね

を重ねており、乙類ならではの芳醇さと、ま

ンスのとれたまろやかな味が特徴です。じゃ

も、幾度と優秀賞に輝くなど高い評価を得て

りつぶした梅を加えた本格的でこてこてのね

ろやかな香りが調和した深い味わいが特徴で

ばら酒(じゃばら村)はそのじゃばらを皮ごとま

いる日本城のひとつです。

りうめ酒です。「じゃばら酒」酸味、甘み、

す。

るまる日本酒に絞り込んだ、舌の記憶に残る

※画像はイメージです。

苦み、が一体となった、まさに、通好みの大

『梅酒』は梅どころ紀州の選りすぐりの完熟

ミステリアス風味の和リキュールです。

人のリキュールです。有効成分が多く含まれ

南高梅を、収穫後4時間以内に仕込んでいま

る皮も使っています。

す。

【内容】紀州完熟南高梅ねりうめ酒720ml×1
【内容】日本城吟醸純米酒1800ml×1本

本/じゃばら酒720ml×1本

【内容】黒潮波720ml×1本
梅酒720ml×1本

【内容】じゃばら酒720ml×1本

【2612-1528】

【2612-1529】

本格米焼酎と本格米芋混和焼酎「錐鑚」

「日本城」純米大吟醸酒と純米吟醸酒「根来」

寄附額

14,000 寄附額

⾧期甕(かめ)貯蔵 本格米焼酎 錐鑚(きりも

【2612-1530】
「日本城」吟醸純米酒と特別本醸造

14,000 寄附額

国産米を100%使用し、精米歩合50%の白米、

み)：蒸留後20年の歳月をかけて⾧期貯蔵しな 米麹及び紀の川のやわらかい軟水で特に吟味

【2612-1531】
紀州南高梅使用 はちみつうす塩味完熟梅干し

21,000 寄附額

12,000

精米歩合55%の白米、米麹と紀の川の自然な軟 和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を
水で、円熟味を増した旨味濃醸さと華やかな

使用した愛情たっぷりの梅干しです。

おかつ甕に移し替えて熟成を重ねており、乙

して製造し、フルーティー(デリシャスリンゴ 香りをもつ吟醸純米酒と精米歩合58%の軽快な 自家栽培の紀州南高梅を使用しています。塩

類ならではの芳醇さと、まろやかな香りが調

のような香り)の中に「日本城」純米大吟醸酒 る香味をもって、濃醸にて風味良好な特別本

分は約7%です。100%国産はちみつと素材にこ

和した深い味わいが特徴です。

と精米歩合58%仕様の丸い角のない旨味を感

だわり、保存料・着色料・化学調味料など一

⾧期甕(かめ)貯蔵 本格米焼酎 錐鑚(きりも

じ、「旨味」と「酸味」の2つのバランスがと ※画像はイメージです。

醸造の2種セットをお届けします。

切使用していない梅本来の味を生かしながら

み)：蒸留後20年の歳月をかけて⾧期貯蔵しな れた「根来」純米吟醸酒を是非ご堪能下さい
おかつ甕に移し替えて熟成を重ねており、乙

後味良く仕上げています。

※画像はイメージです。

類ならではの芳醇さと、まろやかな香りが調

【内容】

【内容】

和した深い味わいが特徴です。

【内容】

「日本城」吟醸純米酒1.8L×1本

はちみつうす塩味完熟梅干し1箱800g

【内容】

「日本城」純米大吟醸酒720ml×1本

「日本城」特別本醸造1.8L×1本

※賞味期限：発送日より180日

本格米焼酎錐鑚(きりもみ)720ml×1本

「根来」純米吟醸酒720ml×1本

本格米芋混和焼酎錐鑚(きりもみ)720ml×1本

【2612-1532】

【2612-1533】

【2612-1534】

【2612-1535】

紀州南高梅使用 しそ仕込み完熟梅干し

紀州南高梅使用 れーずん入り完熟梅干し

紀州南高梅使用 いちご風味完熟梅干し

紀州南高梅使用 はちみつうす塩味完熟梅干し 無選別

寄附額

12,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

12,000

和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を

和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を

和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を

和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を

使用した愛情たっぷりの梅干しです。自家栽

使用した愛情たっぷりの梅干しです。

使用した愛情たっぷりの梅干しです。

使用して愛情たっぷりに仕上げた梅干しで

培の紀州南高梅を使用しています。塩分は約

自家栽培の紀州南高梅を使用しています。塩

自家栽培の紀州南高梅を使用しています。塩

す。自家栽培の紀州南高梅を使用し、素材に

10%です。紀州産赤しそや⾧崎産削りかつおな 分は約6%です。梅干しと栄養のある天然サプ

分は約6%です。梅といちごのコラボレーショ

こだわり、無添加で作り上げました。塩分は

ど素材にこだわり、保存料・着色料・化学調

リと言われているレーズンを楽しめるお品で

ンが相性抜群です。スイーツ感覚でパンや

約7%です。100%国産はちみつと素材にこだわ

味料など一切使用していない梅本来の味を生

す。

ヨーグルトとともに食べても良し、ごはんの

り、保存料・着色料・化学調味料など一切使

お供に食べても良しです。

用していない梅本来の味を生かしながら後味

※画像はイメージです。

良く仕上げています。

かしながら後味良く仕上げています。
※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
【内容】しそ仕込み完熟梅干し1箱800g
※賞味期限：発送日より180日

【内容】はちみつうす塩味完熟梅干し1箱1kg
【内容】れーずん入り完熟梅干し1箱400g

【内容】いちご風味完熟梅干し1箱400g

※賞味期限：発送日より180日

【2612-1536】

【2612-1537】

【2612-1538】

紀州南高梅使用 しそ仕込み完熟梅干し 無選別

和歌山の下津で採れたキウイフルーツ

【産直】小玉すいか「ひとりじめ7(セブン)」

寄附額

12,000 寄附額

※賞味期限：発送日より180日

※賞味期限：発送日より180日

14,000 寄附額

【2612-1539】
和歌山の桃 約2kg・秀品

14,000 寄附額

【先行予約】

使用して愛情たっぷりに仕上げた梅干しで

キウイフルーツには、ビタミンCや食物繊維な 小玉すいかは、薄い皮と高い糖度が特徴で

紀の川の豊かな水、有機質に富んだ土壌、黒

す。

ど、美しさと健康に良い栄養素が詰まってい

す。

潮による温暖な気候が生み出した和歌山県の

自家栽培の紀州南高梅を使用し、素材にこだ

ると言われています。和歌山の海南市下津町

食べられる部分が多いので、均一な甘さで皮

フルーツ王国のかつらぎ町で、愛情いっぱい

わり、無添加で作り上げました。塩分は約10% の日当たり良く、水はけの良い畑で、1つ1つ

のぎりぎりまで味わって頂けます。シャリッ

に育てられた桃は、至極の味わいです。

です。紀州産赤しそや⾧崎産削りかつおなど

丁寧に、まごころこめて栽培されました。

と感がたまらないあまーい小玉すいかを是非

※画像はイメージです。

素材にこだわり、保存料・着色料・化学調味

※画像はイメージです。

ともお楽しみ下さい。

※品種によって、色の違いや多少のお味の違

※画像はイメージです。

いはございます。

※サイズはお選び頂けません。

※果実のサイズ・品種をご指定いただくこと

料など一切使用していない梅本来の味を生か

【先行予約】

14,000

和歌山の紀中の山村で育った完熟の南高梅を

【先行予約】

しながら後味良く仕上げています。

【内容】

※画像はイメージです。

1箱約3.6kg/24玉・27玉・30玉・33玉のいずれ ※天候、収穫量等により発送予定日が多少前

はできません。

【内容】しそ仕込み完熟梅干し1箱1kg

かをお届けいたしますが、ご指定はできませ

後する場合がございます。あらかじめご了承

※賞味期限：発送日より4日

ん。

ください。

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

※賞味期限：発送日より180日

※賞味期限：発送日より180日

はお届けできません。

【期間限定】2020/10/1～2021/2/7

【期間限定】2020/10/1～2021/7/11

【申込可能期間】2022/1/1～2022/7/24

【配送】2021/1/15～2021/2/25

【配送】2021/6/15～2021/7/31

【配送期間】2022/6/21～2022/8/15

【2612-1540】
和歌山の桃 約4kg・秀品

寄附額

【2612-1541】

【2612-1542】
和歌山産の富有柿約4kg

[数量限定]和歌山県産の梨(品種おまかせ)

24,000 寄附額

17,000 寄附額

【2612-1543】
田村みかん約5kg(Sサイズ・秀品)

17,000 寄附額

17,000

【先行予約】紀の川の豊かな水、有機質に富

【先行予約】あきあかりは、糖度が高く、酸

【先行予約】富有柿はたっぷりの果肉と甘い

【先行予約受付】2022年11月下旬より随時発

んだ土壌、黒潮による温暖な気候が生み出し

味もほとんどないので、とても食べやすいで

果汁が特徴の柿ですが、全国でも有数の富有

送します。

た和歌山県のフルーツ王国のかつらぎ町で、

す。

柿の産地である和歌山県で栽培された富有柿

愛情いっぱいに育てられた桃は、至極の味わ

あきづきは、果肉は緻密で柔らかく、非常に

は、きっとご満足頂けるものと思っておりま

温暖な気候や海の潮風など自然環境に恵まれ

いです。

ジューシーで多汁です。

す。

た湯浅町の田村地区で、太陽いっぱいに浴び

※画像はイメージです。

※あきあかり・豊水・あかづきの3種のいずれ ※画像はイメージです。

た段々畑で育てられた田村のみかんは、甘み

※品種によって、色の違いや多少のお味の違

からお任せでお届け、品種はお選び頂けませ

と酸味のバランスと濃厚なお味が絶妙で、ま

いはございます。

ん。

【内容】

※果実のサイズ・品種をご指定いただくこと

※画像はイメージです。

富有柿1箱 約4kg(3L～4Lサイズおまかせ 玉数 引き合いが高い「田村みかん」と称される有

はできません。
※賞味期限：発送日より4日

【内容】約5kg

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

※賞味期限：発送日より5日

た食べたくなるお味です。青果市場などでも

目安：10玉～13玉入り)

田のブランドみかんを是非一度、召し上がっ

※賞味期限：発送日より7日

て下さい。
※画像はイメージです。

はお届けできません。

※賞味期限：発送日より7日

【申込期間】2022/1/1～2022/7/24

【期間限定】2020/10/1～2021/8/8

【期間限定】2020/10/1～2021/11/15

【申込可能期間】2022/3/17～2022/12/11

【発送期間】2022/6/21～2022/8/15

【配送】2021/8/16～2021/9/22

【配送】2021/11/1～2021/11/30

【配送期間】2022年11月下旬～2022年12月下

【2612-1544】
田村みかん約5kg(2Lサイズ・秀品)

寄附額

【2612-1545】
田村みかん約5kg(2Sサイズ・秀品)

14,000 寄附額

【2612-1849】
紀州有田産のデコポン約5kg

14,000 寄附額

旬

【2612-1547】
紀州有田産の大玉デコポン約5kg

14,000 寄附額

17,000

【先行予約受付】2022年11月下旬より随時発

【先行予約受付】2022年11月下旬より随時発

★先行予約受付中

【先行予約受付】お届けは2023年1月中旬以降

送します

送します。

【申込可能期間】2022/04/1～2023/3/7

になります。※画像はイメージです。※青秀

【発送時期】2023年1月下旬以降

以上の等級となります。お味は変わりません

温暖な気候や海の潮風など自然環境に恵まれ
た湯浅町の田村地区で、太陽いっぱいに浴び

温暖な気候や海の潮風など自然環境に恵まれ

※農作物のため、天候等により出荷日が遅れ

が、果皮に傷や黒模様などが入ったものもご

た段々畑で育てられた田村のみかんは、甘み

た湯浅町の田村地区で、太陽いっぱいに浴び

る場合もございます。

ざいますので、あらかじめご了承下さい。※

と酸味のバランスと濃厚なお味が絶妙で、ま

た段々畑で育てられた田村のみかんは、甘み

た、食べたくなるお味です。

と酸味のバランスと濃厚なお味が絶妙で、ま

※画像はイメージです。

所によっても異なりますので、ご理解をお願

※画像はイメージです。

た、食べたくなるお味です。

【内容】

い致します。※農作物のため、天候等により

※賞味期限：発送日より7日

2Sサイズは、特にお味濃厚とも言われます。

1箱 約5kg(L～3Lサイズおまかせ 玉数：18～

出荷日が遅れる場合もございます。

※梱包時には割れや裂けのないものをお入れ

※画像はイメージです。

24玉入り・青秀以上)

【内容】

していますが、配送時の取り扱い等で割れや

※賞味期限：発送日より7日発送期間

※賞味期限：発送日より7日

1箱 約5kg(4L～5Lサイズおまかせ 玉数：12～

裂けが発生することがあります。

※梱包時には割れや裂けのないものをお入れ

果実ゆえ、お味は収穫する木や実っている箇

15玉入り・青秀以上)

していますが、配送時の取り扱い等で割れや
【申込可能期間】2022/3/17～2022/12/11

裂けが発生することがあります。
【申込可能期間】2022/3/17～2022/12/11

※賞味期限：発送日より7日
【申込可能期間】2022/04/1～2023/3/7

【発送期間】2022年11月下旬～2022年12月下 【発送期間】2022年11月下旬～2022年12月下 【発送期間】2023/1/21～2023/3/20
旬

旬

【2612-1850】

紀州有田産のはるみ約4kg (サイズおまかせ)

寄附額

【申込可能期間】2022/04/1～2023/3/7
【発送期間】2023/1/10～2023/3/20

【2612-1851】

【2612-1550】

【2612-1551】

「有田産のせとか」約4kg～5kg (サイズおまかせ)

[2023年1月出荷分] 和歌山産ミニトマト

[2023年2月出荷分] 和歌山産ミニトマト「アイコトマト」

14,000 寄附額

17,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

★先行予約受付【申込可能期間】2022/04/01 ★先行予約受付

[2023年1月出荷分] 和歌山産ミニトマト「アイ ★先行予約受付

～2023/2/7【発送時期】2023年1月下旬以降

【申込可能期間】2022/04/01～2023/2/28

コトマト」約2kg (S・Mサイズおまかせ)

【申込可能期間】2022/4/22～2023/2/15

※農作物のため、天候等により出荷日が遅れ

【発送時期】2023年2月下旬以降

★先行予約受付

【発送開始】2023年2月上旬以降

る場合もございます。

せとかは、清見オレンジとアンコールオレン

【申込可能期間】2022/4/22～2023/1/15

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ

清見オレンジとポンカンを掛け合わせてでき

ジにマーコットオレンジを交配してできた柑

【発送開始】2023年1月上旬以降

りますのでご理解ください。

たデコポンと姉妹品種です。

橘です。

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ

ラグビーボールのようなかわいらしい形が見

プチプチと弾ける果肉は、甘くて果汁がたっ

何といっても、香りがよくジューシーで、ま

りますのでご理解ください。]※画像はイメー た目の特徴で、肉厚でゼリーが少なく、糖度

ぷり濃厚です。

た、皮も薄いので食べやすく、甘味も強くて

ジです。

も高く、酸味と甘さのバランスも絶妙です。

※画像はイメージです。

濃厚な味わいです。

【内容】

※画像はイメージです。

【内容】1箱 約4kg～5kg(M～4Lサイズおまか 1箱 約2kg(SまたはMサイズおまかせ、サイズ 【内容】
【内容】

せ・青秀以上)

1箱 約4kg(2L～3Lサイズおまかせ・青秀以上) ※2L以上は約4kgとなります

はお選び頂けません)

1箱 約2kg(SまたはMサイズおまかせ・サイズ

※賞味期限：発送日より4日

はお選び頂けません)※賞味期限：発送日より4

※賞味期限：発送日より7日

※賞味期限：発送日より7日

日

【申込可能期間】2022/04/01～2023/2/7

【申込可能期間】2022/04/01～2023/2/28

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

【発送期間】2023/1/20～2023/2/28

【発送期間】2023/2/21～2023/3/20

【2612-1552】

【2612-1553】

【2612-1554】

【2612-1555】

2023年3月出荷分和歌山産ミニトマト「アイコトマト」

[2023年4月出荷分] 和歌山産ミニトマト「アイコトマト」

【2021年5月出荷分】ミニトマト「アイコトマト

【2021年6月出荷分】ミニトマト「アイコトマト

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

★先行予約受付

★先行予約受付

ラグビーボールのようなかわいらしい形が見

ラグビーボールのようなかわいらしい形が見

【申込可能期間】2022/4/22～2023/3/15

【申込期間】2022年6月6日～2023年4月15日

た目の特徴で、肉厚でゼリーが少なく、糖度

た目の特徴で、肉厚でゼリーが少なく、糖度

【発送開始】2023年3月上旬以降

【発送期間】2023年4月1日～2023年4月30日

も高く、酸味と甘さのバランスも絶妙です。

も高く、酸味と甘さのバランスも絶妙です。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
【内容】

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ
りますのでご理解ください。

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ

ラグビーボールのようなかわいらしい形が見

りますのでご理解ください。

【内容】

た目の特徴で、肉厚でゼリーが少なく、糖度

【注意事項】

1箱 約2kg(SまたはMサイズおまかせ・サイズ 1箱 約2kg(SまたはMサイズおまかせ・サイズ

も高く、酸味と甘さのバランスも絶妙です。

※SまたはMサイズのいずれかのお届けです

はお選び頂けません)

はお選び頂けません)

※画像はイメージです。

が、サイズはお選びいただけません。

※賞味期限：発送日より4日

※賞味期限：発送日より4日

【容量】

※画像はイメージです。

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

はお届けできません。

はお届けできません。

1箱 約2kg(SまたはMサイズおまかせ・サイズ 【容量】
はお選び頂けません)

1箱約2kg (SまたはMサイズおまかせ)

※賞味期限：発送日より4日

■賞味期限：発送日より4日

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

【申込可能期間】2022/1/1～2022/5/9

【申込可能期間】2022/1/1～2022/6/13

はお届けできません。

はお届けできません。

【配送期間】2022/5/1～2022/5/31

【配送期間】2022/6/1～2022/6/30

【2612-1556】
地ビール「ナギサビール」3種6本

寄附額

【2612-1557】
地ビール「ナギサビール」3種12本

12,000 寄附額

【2612-1558】
地ビール「ナギサビール」3種30本

21,000 寄附額

【2612-1559】
【純粋国産】和歌山県産百花はちみつ

41,000 寄附額

12,000

ビールの味を左右する水に、地元の名水「南

ビールの味を左右する水に、地元の名水「南

ビールの味を左右する水に、地元の名水「南

【先行予約受付】お届けは7月以降

紀白浜 富田の水」を使用し、仕込み方法・発

紀白浜 富田の水」を使用し、仕込み方法・発

紀白浜 富田の水」を使用し、仕込み方法・発

和歌山県下津の山の自然の花々から集めら

酵方法にこだわった味わい深さの中にも飲み

酵方法にこだわった味わい深さの中にも飲み

酵方法にこだわった味わい深さの中にも飲み

れ、採蜜された濃厚で香り豊かな天然の純粋

やすさがあるビール職人しか味わえなかった

やすさがあるビール職人しか味わえなかった

やすさがあるビール職人しか味わえなかった

はちみつを収穫しました。※ハチミツは生も

麦芽100%のピュアビールです。

麦芽100%のピュアビールです。

麦芽100%のピュアビールです。

のですので、1才未満の乳児には与えないで下
さい。
※画像はイメージです。

【内容】

【内容】

【内容】

【内容】

アメリカンウィート(淡色) 330ml×2本

アメリカンウィート(淡色) 330ml×4本

アメリカンウィート(淡色) 330ml×10本

1箱約600g

ペールエール(中濃色) 330ml×2本

ペールエール(中濃色) 330ml×4本

ペールエール(中濃色) 330ml×10本

※賞味期限：製造日より1年

インディアンペールエール(濃色) 330ml×2本 インディアンペールエール(濃色) 330ml×4本 インディアンペールエール(濃色) 330ml×10本
※賞味期限：製造日より180日

※賞味期限：製造日より180日

※賞味期限：製造日より180日

【申込可能期間】2022/2/1～2022/6/26
発送期間：2022年7月5日～7月31日

【2612-1560】
九度山産の柿チップ(ひとくち柿)

寄附額

【2612-1832】

【2612-1562】

【2612-1563】

和歌山産富有柿約7.5kgサイズおまかせ

九度山の富有柿約7.5kgサイズおまかせ

[濃厚] 和歌山有田みかん 約5kg (2Sサイズ)

12,000 寄附額

17,000 寄附額

21,000 寄附額

12,000

九度山町産富有柿約2個分の皮をむき、へたを 【先行予約受付中】配送は2022年10月下旬以

【先行予約受付中】配送は2022年10月下旬以

【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

取って丁寧に切り、手間をかけて乾燥して柿

降～

降～

送します。小粒サイズですが、甘味と酸味が

チップにしたものを、1袋に詰めました。

甘柿の中でも人気の富有柿を約7.5kg箱に詰め 富有柿は、柿の中でも強い人気を誇り、たっ

ほどよく調和し、凝縮された濃厚な味は、絶

甘くておいしいひとくち柿をスナック感覚で

てお届けいたします。食べごたえもあり、肉

ぷりの果肉と甘い果汁が美味ですが

妙です。

食べられます。

厚で濃厚な甘さがあり、しかもジューシーで

全国でも有数の富有柿の産地である和歌山県

※農産物につき、収穫する場所や実っている

す。

の九度山町で栽培された富有柿は、ブランド

木の箇所などによって、お味に多少の違いは

※たねはございますので、ご注意下さい。※

柿として市場でも高い評価を受けます。

ございます事をご了承ください。※梱包時に

サイズはおまかせとなります。ご指定は出来

※サイズはおまかせとなります。ご指定は出

は割れや裂けのないものをお入れしています

ません。

来ません。

が、配送時の取り扱い等で割れや裂けが発生

【内容】

【内容】

【内容】1箱約7.5kg(サイズおまかせ)

することがあります。

1箱(60g×6袋入り)

1箱約7.5kg(サイズおまかせ)

※賞味期限：発送日より7日

※転居による配送先変更やご不在日のご連絡

※賞味期限：発送日40日

※賞味期限：発送日より7日

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

は2022/10/31までにご連絡下さい。

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

はお届けできません。

【期間限定】2020/10/1～2021/4/11

はお届けできません。
【申込可能期間】2022/1/1～2022/11/15

【申込可能期間】2021/1/1～2022/11/14

【内容】
【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

【配送】2021/1/10～2021/4/30

【配送期間】 2022/10/25～2022/12/5

【配送期間】2022/10/25～2022/12/5

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【2612-1564】

【2612-1565】

【2612-1566】

【2612-1567】

【濃厚】紀州有田みかん約10kg(2Sサイズ)

[秀品]紀州有田みかん約5kg(SまたはMサイズ)

[秀品]紀州有田みかん約5kg(MまたはLサイズ)

[秀品]紀州有田みかん6kg(2Lサイズ)

寄附額

14,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

送します。小粒サイズですが、甘味と酸味が

送します。甘さと酸味がほどよく調和した、

送します。甘さと酸味がほどよく調和した、

送します。

ほどよく調和し、凝縮された濃厚な味は、絶

みかん生産量日本一の和歌山県ブランド「有

みかん生産量日本一の和歌山県ブランド「有

甘さと酸味がほどよく調和した、みかん生産

妙です。

田みかん」をお届け致します。※画像はイ

田みかん」をお届け致します。・お届けする

量日本一の和歌山県ブランド「有田みかん」

※農産物につき、収穫する場所や実っている

メージです

規格は、Mサイズまたは Lサイズのいずれかの をお届け致します。梱包時には割れや裂けの

木の箇所などによって、お味に多少の違いは

※お届けする規格は、SサイズまたはMサイズ お届けとなります。ご指定は出来ません。※

ないものをお入れしていますが、配送時の取

ございます事をご了承ください。※梱包時に

のいずれかのお届けとなります。ご指定は出

画像はイメージです。

り扱い等で割れや裂けが発生することがあり

は割れや裂けのないものをお入れしています

来ません。・梱包時には割れや裂けのないも

・梱包時には割れや裂けのないものをお入れ

ます。※画像はイメージです。

が、配送時の取り扱い等で割れや裂けが発生

のをお入れしていますが、配送時の取り扱い

していますが、配送時の取り扱い等で割れや

することがあります。

等で割れや裂けが発生することがあります

裂けが発生することがあります

【内容】

【内容】1箱 約5kg(MサイズまたはLサイズの 1箱約6kg(2Lサイズ)
【内容】1箱約10kg(2Sサイズ）

【内容】1箱 約5kg(SサイズまたはMサイズの いずれか)※賞味期限：発送日より7日

※賞味期限：発送日より7日

いずれか)※賞味期限：発送日より7日

【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【2612-1568】

【2612-1569】

【2612-1570】

【2612-1571】

[秀品] 和歌山有田みかん 約9kg (2Lサイズ)

[ご家庭用] 和歌山有田みかん 約5kg (S～Lサイズおまかせ)

[ご家庭用] 有田みかん 約7.5kg (S～Lサイズおまかせ)

エコファーマーのこだわり有田みかん 約5kg (サイズ混合)

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

[ご家庭用] 和歌山有田みかん 約5kg (S～Lサイ [ご家庭用] 和歌山有田みかん 約7.5kg (S～Lサ 【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

送します。・梱包時には割れや裂けのないも

ズおまかせ)【先行予約受付】2022年11月中旬 イズおまかせ)【先行予約受付】2022年11月中 送します。有田みかんといっても果実ですの

のをお入れしていますが、配送時の取り扱い

より随時発送します。・ご家庭用選別となっ

旬より随時発送します。・ご家庭用選別と

で、木によっても収穫する場所によっても味

等で割れや裂けが発生することがあります。

ております。風擦れや色合い等見た目に劣る

なっております。風擦れや色合い等見た目に

に多少の違いがあり、均一ではありません。

※画像はイメージです。※転居による配送先

ものも入るため、ご贈答用には適していませ

劣るものも入るため、ご贈答用には適してい

※手選別につき、お味は変わりませんが、風

変更やご不在日のご連絡は2022/10/31までに んので、ご家庭用としてお楽しみください。

ませんので、ご家庭用としてお楽しみくださ

擦れや色合い等見た目に劣るものも入る可能

ご連絡下さい。

お味は変わりません。・梱包時には割れや裂

い。お味は変わりません。・梱包時には割れ

がありますのでご了承ください。※梱包時に

けのないものをお入れしていますが、配送時

や裂けのないものをお入れしていますが、配

は割れや裂けのないものをお入れしています

【内容】

の取り扱い等で割れや裂けが発生することが

送時の取り扱い等で割れや裂けが発生するこ

が、配送時の取り扱い等で割れや裂けが発生

1箱約9kg(2Lサイズ・秀品)

あります。・画像はイメージです。※転居に

とがあります。・画像はイメージです。※転

することがあります。※転居による配送先変

よる配送先変更やご不在日のご連絡は

居による配送先変更やご不在日のご連絡は

更やご不在日のご連絡は2022/10/31までにご

2022/10/31までにご連絡下さい。

2022/10/31までにご連絡下さい。

連絡下さい。

【内容】

【内容】

【内容】

【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

1箱約5kg(S～Lサイズおまかせ・ご家庭用)
【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

1箱約7.5kg(S～Lサイズおまかせ・ご家庭用)
【申込可能期間】2022/3/15～2022/12/31

1箱約5kg(2S～2Lサイズ混合)
【申込可能期間】2022/03/15～2022/12/15

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【配送】2022年11月10日～2023年1月20日頃

【配送】2022/11/14～2022/12/28

【2612-1572】

【2612-1573】

【2612-1574】

【2612-1575】

エコファーマー有田みかん 約7.5kg (サイズ混合)

【産直】和歌山産グリーンレモン約3kg

[産直] 和歌山産レモン約3kg (サイズ混合)

国産濃厚ブラッドオレンジ「タロッコ種」約

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

【先行予約受付】2022年11月中旬より随時発

【先行予約受付中】2022年10月中旬より発送

★先行予約受付★数量限定

送します。※梱包時には割れや裂けのないも

します。

【申込可能期間】2022年5月20日～2023年4月 【申込可能期間】2022年5月20日～2023年4月

のをお入れしていますが、配送時の取り扱い

16日

★先行予約受付★数量限定
12日

等で割れや裂けが発生することがあります。

和歌山の恵まれた温暖な気候で育ち、太陽の

【発送期間】2023年3月10日～2023年4月30日 【発送期間】 2023年4月10日～2023年4月30

※底面のみかんの割れや裂けが発生すると腐

光をいっぱい浴び、果汁、果肉、外皮まで安

和歌山の恵まれた温暖な気候で育ち、太陽の

日

敗につながりますので、到着後は箱から全て

心してご利用頂ける果汁たっぷりの国産レモ

光をいっぱい浴び、果汁、果肉、外皮まで安

※画像はイメージです。※収穫状況により発

のみかんを取り出してご確認ください。・画

ンです。

心してご利用頂ける果汁たっぷりの国産レモ

送時期が前後する場合がございます。※サイ

像はイメージです。

※画像はイメージです。

ンです。

ズは混合となります。※乾燥すると食味が落

※転居による配送先変更やご不在日のご連絡

※賞味期限の都合上、離島、北海道、沖縄県

※画像はイメージです。

ちるので、ポリ袋に入れるなどして冷暗所ま

は2022/10/31までにご連絡下さい。

はお届けできません。

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

たは冷蔵庫の野室で保存してください。※果

ございます。

皮表面に白粉がついている場合がございま
す。カルシウム剤ですが、病害予防とお味を

【内容】

【内容】

※温度や湿度の高い場所は避け風通しの良い

1箱約7.5kg(2S～2Lサイズ混合)

グリーンレモン 約3kg(サイズ混合)

涼しい場所や冷蔵庫で保管ください。

おいしくする為のものですので、洗って頂け

※賞味期限：発送日より7日
【申込可能期間】2022/03/15～2022/12/15

※賞味期限：発送日より14日
【申込可能期間】2022/1/1～2022/10/31

※1個1個をビニール袋に包んで保存すると、
【容量】1箱約3kg(サイズ混合)

れば安心です。※アントシアニンは1つ1つ含
【容量】1箱約3kg(サイズ混合)

【配送】2022/11/14～2022/12/28

【配送期間】2022/10/15～2022/11/15

※賞味期限：発送日より14日

【2612-1576】
【希少柑橘】和歌山産なつみ約5kg(S～2Lサイズおまかせ)

寄附額

【2612-1577】
和歌山有田産サンフルーツ約10kg

12,000 寄附額

★先行予約受付★数量限定

【2612-1578】

【2612-1579】

[産直] 有田産 清見オレンジ 7kg (M～3Lサイズおまかせ)

[産直] 有田産 清見オレンジ 10kg (M～3Lサイズおまかせ)

14,000 寄附額

【先行予約】

14,000 寄附額

17,000

★先行予約受付中

★先行予約受付中

【申込可能期間】2022年5月20日～2023年4月 マイルドでスッキリとした甘さと特有の酸

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年3月

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年3月

5日

12日

12日

【発送期間】 2023年4月3日～2023年4月20日 やか柑橘です。

【配送時期】2023年2月中旬頃より発送

【配送時期】2023年2月中旬頃より発送

※画像はイメージです。

甘夏の枝代わりとして発見され「新甘夏」と

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

呼ばれている果物です。※写真はイメージで

ございます。

ございます。

ございます。

す。

甘くてとろける果肉とジューシーさが魅力の

甘くてとろける果肉とジューシーさが魅力の

清見。

清見。

味・苦みがマッチングした初夏を思わせる爽

※生もの(農産物)ですので、新鮮なうちにでき
るだけお早めにお召し上がりください。

【内容】1箱約10kg(M～3Lサイズ・秀品)

■賞味期限：発送日より7日

■賞味期限：発送日より7日

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

※サイズ、玉数はおまかせとなりますので、

※M～3Lサイズのいずれかをお届けいたしま

※M～3Lサイズのいずれかをお届けいたしま

で保管してください。

ご指定は出来ません。

す。サイズのご指定はできません。

す。サイズのご指定はできません。

※S～2Lサイズのいずれかをお届け致します

※賞味期限：発送日より7日

※手選別につき、果皮に傷ついたものも混じ

※手選別につき、果皮に傷ついたものも混じ

るかもしれませんので、ご了承ください。

るかもしれませんので、ご了承ください。

※画像はイメージです。
【容量】1箱／約7kg (M～3Lサイズおまかせ)

※画像はイメージです。
【容量】1箱／約10kg (M～3Lサイズおまかせ)

が、サイズのご指定はできません。
※賞味期限：発送日より10日
【容量】1箱約5kg(S～2Lサイズおまかせ)

【期間限定】2020/10/15～2021/3/31
【配送】2021/3/15～2021/4/15

【2612-1580】

【2612-1581】

【2612-1582】

【2612-1583】

【濃厚】有田産清見オレンジ10kgご家庭用

【春みかん】紀州有田産ポンカン6.5kg(サイズ混合)

和歌山有田産セミノールオレンジ約5kg

有田産木成り熟成さつき八朔約7.5kg

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

★先行予約受付中

【数量限定】【先行予約受付中】

【先行予約】

【先行予約受付中】2023年3月中旬より発送し

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年3月

2023年1月中旬より発送します。

濃厚でとってもジューシーな甘味と酸味のバ

ます。【申込可能期間】2022/4/20～

12日

【申込可能期間】2022/3/30～2023/1/22

ランスが絶妙の有田のこだわり柑橘を是非と

2023/4/12

【配送時期】2023年2月中旬頃より発送

独特ないい香りと濃厚な味と甘さがたまりま

もご賞味ください。

甘味を含んだプリプリでジューシーな食感が

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

せん。春みかんの代表格をどうぞご堪能くだ

※画像はイメージです。

楽しめる大人の味を、是非、お楽しみくださ

ございます。

さい。

い。

※ご家庭用選別となります。

※画像はイメージです。※収穫状況により発

※画像はイメージです。

果皮に風擦れなど見栄えの見劣りするものが

送時期が前後する場合がございます。※生も

※農作物のため、収穫状況により出荷時期が

混じりますが、中身や食味は変わりませんの

の(農産物)ですので、なるべく涼しく風通しの

で、ご家庭用としてお楽しみください。

良い場所で保管し、できるだけお早めにお召

【内容】1箱約5kg(S～2Lサイズ混合・秀品)

※生もの(農産物)ですので、なるべく涼しく風

※M～3Lサイズのいずれかをお届けいたしま

し上がりください。※サイズは混合となりま

※サイズは、混合となります。小ぶりのもの

通しの良い場所で保管し、できるだけお早め

す。サイズのご指定はできません。

す。小ぶりのものも混じりますので、あらか

も混じりますので、あらかじめご了承くださ

にお召し上がりください。

※画像はイメージです。

じめご了承ください。※種がございますの

い。※賞味期限：発送日より7日

※お届け日の指定はできません。

【期間限定】2020/10/15～2021/4/21

※賞味期限：発送日より10日
1箱約7.5kg(Mサイズ)

■賞味期限：発送日より7日
で、お気をつけください。
【容量】1箱／約10kg
(M～3Lサイズおまかせ) 【容量】1箱約6.5kg(サイズ混合)

前後することがございます。

【配送】2021/4/15～2021/5/10

【2612-1584】

【2612-1585】

【2612-1586】

【2612-1587】

木成り熟成さつき八朔約7.5kg(Lサイズ)

木成り熟成さつき八朔約7.5kg(M～2Lサイズおまかせ)

木成り熟成さつき八朔 10kg(Mサイズ)

和歌山有田産木成り熟成さつき八朔 10kg(Lサイズ)

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

14,000 寄附額

14,000

【先行予約受付中】2023年3月中旬より発送し 【先行予約受付中】2023年3月中旬より発送し 【先行予約受付中】2023年3月中旬より発送し 【先行予約受付中】2023年3月中旬より発送し
ます。【申込可能期間】2022/4/20～

ます。【申込可能期間】2022/4/20～

ます。【申込可能期間】2022/4/20～

ます。【申込可能期間】2022/4/20～

2023/4/12

2023/4/12

2023/4/12

2023/4/12

【発送期間】 2023年3月中旬頃～2023年4月20 【発送期間】 2023年3月中旬頃～2023年4月20 【発送期間】 2023年3月中旬頃～2023年4月20 【発送期間】 2023年3月中旬頃～2023年4月20
日頃

日頃

日頃

日頃

甘味を含んだプリプリでジューシーな食感が

甘味を含んだプリプリでジューシーな食感が

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

楽しめる大人の味を、是非、お楽しみくださ

楽しめる大人の味を、是非、お楽しみくださ

※農作物のため、収穫状況により出荷時期が

※農作物のため、収穫状況により出荷時期が

い。

い。

前後することがございます。

前後することがございます。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※生もの(農産物)ですので、なるべく涼しく風 ※生もの(農産物)ですので、なるべく涼しく風

※農作物のため、収穫状況により出荷時期が

※農作物のため、収穫状況により出荷時期が

通しの良い場所で保管し、できるだけお早め

通しの良い場所で保管し、できるだけお早め

前後することがございます。※生もの(農産物) 前後することがございます。※生もの(農産物) にお召し上がりください。

にお召し上がりください。

ですので、なるべく涼しく風通しの良い場所

ですので、なるべく涼しく風通しの良い場所

※お届け日の指定はできません。

※お届け日の指定はできません。

で保管し、できるだけお早めにお召し上がり

で保管し、できるだけお早めにお召し上がり

※賞味期限：発送日より10日

※賞味期限：発送日より10日

ください。
【容量】1箱約7.5kg(Lサイズ)

ください。
【容量】1箱約7.5kg(M～2Lサイズおまかせ)

【容量】1箱約10kg(Mサイズ・秀品)

【容量】1箱約10kg(Lサイズ・秀品)

【2612-1588】

【2612-1589】

[産直] 有田の不知火 約5kg (15玉～20玉) [産直] 有田の不知火 約5kg (20玉～28玉)

寄附額

14,000 寄附額

【2612-1590】

【2612-1591】

[産直] 有田の不知火 約4kg (12玉～16玉)

[産直] 有田の不知火 約4kg (16玉～23玉)

14,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

★先行予約受付中

★先行予約受付中

★先行予約受付中

★先行予約受付中

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年3月

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年3月

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年2月

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年2月

19日

19日

26日

26日

【配送時期】2023年2月中旬頃より発送

【配送時期】2023年2月中旬頃より発送

【配送時期】2023年2月中旬より発送

【配送時期】2023年2月中旬より発送

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

※収穫状況により発送時期が前後する場合が

ございます。「清見」と「ポンカン」の掛け

ございます。※手選別につき、味は変わりま

ございます。※手選別につき、味は変わりま

ございます。※手選別につき、味は変わりま

合わせで生まれた春柑橘。

せんが、外観が多少見劣りするものも入る可

せんが、外観が多少見劣りするものも入る可

せんが、外観が多少見劣りするものも入る可

※手選別につき、味は変わりませんが、外観

能性がございます。予めご了承ください。

能性がございます。予めご了承ください。

能性がございます。予めご了承ください。

が多少見劣りするものも入る可能性がござい

※サイズ、玉数はおまかせとなります。ご指

※サイズ、玉数はおまかせとなります。ご指

※サイズ、玉数はおまかせとなります。ご指

ます。予めご了承ください。

定は出来ません。

定は出来ません。

定は出来ません。

※サイズ、玉数はおまかせとなります。ご指

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

定は出来ません。

■賞味期限：発送日より10日

■賞味期限：発送日より10日

■賞味期限：発送日より10日

※画像はイメージです。

【容量】1箱／約5kg (M～2Lサイズ)

【容量】1箱／約4kg (2L～4Lサイズ)

【容量】1箱／約4kg (M～2Lサイズ)

■賞味期限：発送日より10日
【容量】1箱／約5kg (2L～4Lサイズ)

玉数：約20玉～28玉
【発送期間】2023年2月中旬頃～2023年3月中 玉数：約12玉～16玉
【発送期間】2023年2月中旬頃～2023年3月中 玉数：約16玉～23玉
【発送期間】2023年2月中旬頃～2023年3月中

玉数：約15玉～20玉

旬頃

旬頃

旬頃

【2612-1592】

【2612-1605】

【2612-1606】

【2612-1607】

【極早生みかんの逸品】有田産ゆら早生みかん 約5kg

有田産樹上越冬完熟みかん5kg(2S～Mサイズ混合・赤秀)

有田産樹上越冬完熟みかん5kg(L～2Lサイズ混合・赤秀)

【謹製】無糖マイルドアイスコーヒー

寄附額

12,000 寄附額

17,000 寄附額

★先行予約受付★数量限定

【数量限定】【先行予約受付中】2023年1月下 【数量限定】

【申込可能期間】2022年5月23日～2022年10

旬より発送します。

14,000 寄附額

12,000

素材を特に吟味して、丹念に抽出し、香りと

【先行予約受付中】2023年1月下旬より発送し コクを大切に調整したこだわりアイスコー

月23【発送期間】2022年10月15日～2022年11 【申込可能期間】2022/3/30～2023/1/29

ます。【申込可能期間】2022/3/30～

ヒーです。

月15日

宮川早生みかんを2月までずっと木で熟成さ

2023/1/29

氷をたっぷり入れてよく冷やしたグラスに、

※画像はイメージです。実物は、多少青さが

せ、2月になってから収穫した完熟みかんです ※賞味期限：発送日より7日

残っているところもございます。※収穫状況

ので、より多くの養分を吸収して甘味が濃厚

(到着後は、箱から取り出し風通しのよい冷暗 がおすすめです。

により発送時期が前後する場合がございま

です。

所にて保存ください)

無添加、無着色、合成保存料なしです。

す。※2S～Mサイズのいずれかをお届けいた

※2S～Mまでの混合サイズとなります。

※生ものですから、できるだけお早めにお召

※画像のコーヒー豆と袋は、イメージ画像に

しますが、サイズのご指定は出来ません。※

※画像はイメージです。

し上がりください。

つき、含みませんので、ご了承ください。

手選別のため、外観が多少見劣りのするもの

※生ものですから、できるだけお早めにお召

※果皮に、多少、傷のついたものも混じりま

【内容】1000ml×5本 ※製造日より90日

も入る可能性がありますが、味は変わりませ

し上がりください。

すので、あらかじめ、ご了承ください。

んので予めご了承ください。※梱包時には割

※果皮に多少傷のついたものも混じりますの

※Lと2Lサイズの混合で、少し、大き目のサイ

れや裂けのないものをお入れしております

で、あらかじめご了承ください。

ズとなります。

が、配送時の取り扱い等で割れや裂けが発生 【容量】1箱5kg(2S～Mサイズ混合)
※賞味期限：発送日より7日
【容量】1箱約5kg(2S～Mサイズおまかせ・秀

薄めずにそのまま注いでお召し上がり頂くの

※画像はイメージです。
【容量】1箱5kg(L～2Lサイズ混合・赤秀)

品)

【発送期間】2023年1月下旬～2023年2月中旬 【発送期間】2023年1月下旬～2023年2月中旬

※賞味期限：発送日より7日
【2612-1608】

頃

自家焙煎コーヒー豆とフイルターセット

寄附額

頃

【2612-1609】

自家焙煎コーヒー豆とフイルターセット

12,000 寄附額

【2612-1610】

【2612-1321】

自家焙煎コーヒー豆とフイルターセット

【高野町内限定】お墓参り代行サービス(1回)

12,000 寄附額

12,000 寄附額

50,000

今どきの苦みが好きな方にお勧めです。丁寧に深煎

ワコーミックスは、香り・酸味・甘味・苦みをそれ

「コーヒーは絶対にこの豆！」と言われる

高野町内にお墓がある方へのお墓参り代行

りしたストロングはエスプレッソ用におススメで

ぞれ程よくブレンドし、少しコクを出したオリジナ

す。さらに、夏場はアイスコーヒー用に氷で割ると

ルコーヒーです。

ファンが多いキリマンジャロとモカイルガ

サービス(1回)仏花・写真入り報告書付きで

美味しいです。

※画像はイメージです。

チェフェです。

す。

※画像はイメージです。

※豆の状態でのお届けとなります。

酸味がお好きな方は必ず選ばれます。

【注意事項】

※豆の状態でのお届けとなります。

※⾧く保存したい場合は、冷凍保存してください。

※豆の状態でのお届けとなります。

※ご寄付頂く前に、商品説明欄に記載された

※⾧く保存したい場合は、冷凍保存してくだ

連絡先へお問合せ下さい。実施日はお客様と

さい。

の打合せによります。(大阪第一交通：072-

※⾧く保存したい場合は、冷凍保存してください。
【賞味期限】冷蔵保存：製造日より30日

【賞味期限】冷蔵保存：製造日より30日

冷凍保存：製造日より90日

冷凍保存：製造日より90日

【賞味期限】冷蔵保存：製造日より30日

232-6764)

【内容】

【内容】

コーヒー豆(ストロングブレンド)300g×1袋

コーヒー豆(ワコーミックスブレンド)300g×1袋

【内容】

住所、墓所(区画番号)・管理者名・お墓の特徴

コーヒー豆(ヨーロピアンブレンド)300g×1袋

コーヒー豆(キューバブレンド)300g×1袋

コーヒーフィルター 100枚

コーヒーフィルター 100枚

コーヒー豆(キリマンジャロ)300g×1袋

など)を事前にお調べください。

コーヒー豆(モカイルガチェフェ)300g×1袋

●お墓の場所がわからない、又駐車場のない

コーヒーフィルター 100枚

墓地・霊園は申込できません。

冷凍保存：製造日より90日

●お墓の場所が特定できる情報(墓地名または

【2612-1611】
【黒沢牧場】 和歌山3姉妹アイス10個セット

寄附額

【2612-1612】
【黒沢牧場】 牧場プリン6個セット

17,000 寄附額

【2612-1613】

【2612-1614】

牛柄ミルクロールと牧場アイス6個セット

ミルク＆チョコのたっぷり牧場スイーツ詰め合せ

14,000 寄附額

17,000 寄附額

24,000

放牧飼育 自然の恵みそのままに。

放牧飼育 自然の恵みそのままに。

牧場らしさをまるごと表現した、愛らしい牛

なめらかなミルククリーム、リッチなチョコクリー

黒沢牧場は、和歌山県海南市の高原で、太陽

ミルク感を大切にした2種のプリンの詰め合

柄模様のロールケーキ。

ム、2種の愛らしい牛柄ロールケーキに。

を浴び海からの風を感じながら、のびのび自

せ。

搾りたて牛乳のおいしさを活かし、ミルク感

由に育つ牛たちは、とても健康で足腰が強

牧場の搾りたて牛乳を、真っ白ミルクプリン

たっぷりに仕上げました。

く、⾧生きします。

に。

新鮮ミルクのアイスクリームもセットにして

ストレスフリーに育った牛たちの搾りたて生

ふるふるととろける、素直なフレッシュミル

お届け。ミルキーな牧場スイーツ詰め合わせ

乳をアイスクリームに仕立てました。

クに優しく癒されます。

です。

【内容】カップアイスミルク90ml×4個

賞味期限：発送日より45日

じゃばら90ml×3個
【内容】ミルクプリン80ml×各3個

ク＆チョコの欲張りセットです。
【内容】
・ミルクロール 1本
・ジャージーチョコロール 1本

・ミルクロール 1本

・カップアイス
ミルク/チョコレート 90ml×各2個
・ミルクプリン 80ml×2個

90ml×各2個

ミルクチーズプリン80ml×各3個

クリーム。搾りたて牛乳のおいしさを活かしたミル

【内容】
・カップアイス ミルク/抹茶/チョコチップ

三宝柑90ml×3個

ミルク感を大切にしたプリンと新鮮ミルクのアイス

※ロールケーキの賞味期限：発送日より45日

※ロールケーキの賞味期限：発送日より45日
※プリンの賞味期限：発送日より45日

【2612-1326】

【2612-1327】

【2612-1328】

【2612-1329】

【Sサイズ】文化功労者 尾崎邑鵬 揮毫 漢字Tシャツ

【Mサイズ】文化功労者 尾崎邑鵬 揮毫 漢字Tシャツ

【Lサイズ】文化功労者 尾崎邑鵬 揮毫 漢字T

【XLサイズ】文化功労者 尾崎邑鵬 揮毫 漢字T

寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000

日本の書を『書の街、高野山』からお届けし

日本の書を『書の街、高野山』からお届けし

日本の書を『書の街、高野山』からお届けし

日本の書を『書の街、高野山』からお届けし

ます。漢字サンプル 1～16 の中からお気に入

ます。漢字サンプル 1～16 の中からお気に入

ます。漢字サンプル 1～16 の中からお気に入

ます。漢字サンプル 1～16 の中からお気に入

りになりました漢字を1つお選び頂き備考欄に りになりました漢字を1つお選び頂き備考欄に りになりました漢字を1つお選び頂き備考欄に りになりました漢字を1つお選び頂き備考欄に
ご記入ください。

ご記入ください。

ご記入ください。

ご記入ください。

■印刷 後ろ襟ぐり 【世界遺産高野】は全て印 ■印刷 後ろ襟ぐり 【世界遺産高野】は全て印 ■印刷 後ろ襟ぐり 【世界遺産高野】は全て印 ■印刷 後ろ襟ぐり 【世界遺産高野】は全て印
刷されてます。

刷されてます。

刷されてます。

刷されてます。

＊画像はサンプルです。

＊画像はサンプルです。

＊画像はサンプルです。

＊画像はサンプルです。

【内容】

【内容】

【内容】

【内容】

Sサイズ(身丈66 身巾49 肩巾44 袖丈19)

Mサイズ(身丈70 身巾52 肩巾47 袖丈20)

Lサイズ(身丈74 身巾55 肩巾50 袖丈22)

XLサイズ(身丈78 身巾58 肩巾53 袖丈24)

白色、素材：綿100%

白色、素材：綿100%

白色、素材：綿100%

白色、素材：綿100%

【2612-1330】

【2612-1331】

【2612-1332】

【2612-1615】

【XXLサイズ】文化功労者 尾崎邑鵬 揮毫 漢字T

【XXXLサイズ】文化功労者 尾崎邑鵬 揮毫 漢字T

文化功労者 尾崎邑鵬 揮毫 ポストカード

Sサイズ ネイビー作務衣(春・夏・秋用)

寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

51,000

日本の書を『書の街、高野山』からお届けし

日本の書を『書の街、高野山』からお届けし

このポストカードに使用されている文字は、

ます。漢字サンプル 1～16 の中からお気に入

ます。漢字サンプル 1～16 の中からお気に入

高野町に就労継続支援B型事業所ル・モン・コ ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

りになりました漢字を1つお選び頂き備考欄に りになりました漢字を1つお選び頂き備考欄に ウヤを開設するにあたり日本の文化功労者で
ご記入ください。

ご記入ください。

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに
部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

あり、日本を代表する書家 尾崎 邑鵬氏が揮毫 様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

■印刷 後ろ襟ぐり 【世界遺産高野】は全て印 ■印刷 後ろ襟ぐり 【世界遺産高野】は全て印 したものです。

ご着用頂ける作務衣です。

刷されてます。

刷されてます。

日本の書を『書の街、高野山』からお届けし

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

＊画像はサンプルです。

＊画像はサンプルです。

ます。

【内容】

【内容】

【内容】ポストカード11枚セット

XXLサイズ(身丈82 身巾61 肩巾56 袖丈26)

XXXLサイズ(身丈84 身巾64 肩巾59 袖丈26)、

白色、素材 綿100%

白色、素材 綿100%

【内容】作務衣上下・サイズ S・色 ネイビー

【2612-1616】
Sサイズ レンガ 作務衣(春・夏・秋用)

寄附額

【2612-1617】
Sサイズ 黒 作務衣(春・夏・秋用)

51,000 寄附額

【2612-1618】

【2612-1619】

Ｍサイズ ネイビー 作務衣(春・夏・秋用)

Mサイズ レンガ 作務衣(春・夏・秋用)

51,000 寄附額

51,000 寄附額

51,000

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

【内容】作務衣上下・サイズ S・色 レンガ

【内容】作務衣上下・サイズ S・色 クロ

【内容】作務衣上下・サイズ M・色 ネイビー 【内容】作務衣上下・サイズ M・色 レンガ

【2612-1620】
Mサイズ 黒 作務衣(春・夏・秋用)

寄附額

【2612-1621】

【2612-1622】

Lサイズ ネイビー 作務衣(春・夏・秋用)

Lサイズ レンガ 作務衣(春・夏・秋用)

51,000 寄附額

51,000 寄附額

【2612-1623】
Lサイズ 黒 作務衣(春・夏・秋用)

51,000 寄附額

51,000

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

【内容】作務衣上下・サイズ M・色 クロ

【内容】作務衣上下・サイズ L・色 ネイビー

【内容】作務衣上下・サイズ L・色 レンガ

【内容】作務衣上下・サイズ L・色 クロ

【2612-1624】

【2612-1625】

LLサイズ ネイビー 作務衣(春・夏・秋用)

LLサイズ レンガ 作務衣(春・夏・秋用)

寄附額

51,000 寄附額

【2612-1626】
LLサイズ 黒 作務衣(春・夏・秋用)

51,000 寄附額

【2612-1627】
Sサイズ ネイビー 作務衣(冬用)

51,000 寄附額

51,000

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

【内容】作務衣上下・サイズ LL・色 クロ

【内容】作務衣上下・サイズ S・色 ネイビー

【内容】作務衣上下・サイズ LL・色 ネイビー 【内容】作務衣上下・サイズ LL・色 レンガ

【2612-1628】
Sサイズ 紫 作務衣(冬用)

寄附額

【2612-1629】
Sサイズ 黒 作務衣(冬用)

51,000 寄附額

【2612-1630】
Mサイズ ネイビー 作務衣(冬用)

51,000 寄附額

【2612-1631】
Mサイズ 紫 作務衣(冬用)

51,000 寄附額

51,000

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

【内容】作務衣上下・サイズ S・色 紫

【内容】作務衣上下・サイズ S・色 クロ

【内容】作務衣上下・サイズ M・色 ネイビー 【内容】作務衣上下・サイズ M・色 紫

【2612-1632】
Mサイズ 黒 作務衣(冬用)

寄附額

【2612-1633】
Lサイズ ネイビー 作務衣(冬用)

51,000 寄附額

【2612-1634】
Lサイズ 紫 作務衣(冬用)

51,000 寄附額

【2612-1635】
Lサイズ 黒 作務衣(冬用)

51,000 寄附額

51,000

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

【内容】作務衣上下・サイズ M・色 クロ

【内容】作務衣上下・サイズ L・色 ネイビー

【内容】作務衣上下・サイズ L・色 紫

【内容】作務衣上下・サイズ L・色 クロ

【2612-1636】
LLサイズ ネイビー 作務衣(冬用)

【2612-1637】
LLサイズ 紫 作務衣(冬用)

【2612-1638】
LLサイズ 黒 作務衣(冬用)

【2612-1639】
巾着(ネイビー3枚セット)

リレーションシップ ID rId251 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

寄附額

51,000 寄附額

51,000 寄附額

51,000 寄附額

12,000

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

神社仏閣関係の方々にも境内の掃除時などに

化粧ポーチや小物入れ、ご近所へのお買い物

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

ご愛用頂いたり、居酒屋の制服や温泉旅行の

にご利用いただけます。

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

部屋着、ご自宅でのガーデニング時など、

お財布やスマートフォンを入れて頂くのに

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

様々な用途で年齢を問わずに、一年を通じて

ちょうどいい、ラフなお出かけにお使いいた

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

ご着用頂ける作務衣です。

だける巾着です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。

ゆったりとくつろげる至極の逸品です。
【内容】作務衣上下・サイズ LL・色 クロ

【内容】作務衣上下・サイズ LL・色 ネイビー 【内容】作務衣上下・サイズ LL・色 紫

【内容】巾着3枚セット・縦27cm、横20cm
色：単色3枚セット(ネイビー)

【2612-1640】
巾着(黒3枚セット)

寄附額

【2612-1641】
巾着(レンガ3枚セット)

12,000 寄附額

【2612-1642】

【2612-1643】
頭陀袋(縦型)＊黒

巾着(ネイビー・黒・レンガ)3枚セット

12,000 寄附額

12,000 寄附額

31,000

化粧ポーチや小物入れ、ご近所へのお買い物

化粧ポーチや小物入れ、ご近所へのお買い物

化粧ポーチや小物入れ、ご近所へのお買い物

参拝用に仕上げた逸品です。

にご利用いただけます。

にご利用いただけます。

にご利用いただけます。

高野山三宝院住職がデザインしたイメージ図

お財布やスマートフォンを入れて頂くのに

お財布やスマートフォンを入れて頂くのに

お財布やスマートフォンを入れて頂くのに

と文字があしらわれたちょっとおしゃれな頭

ちょうどいい、ラフなお出かけにお使いいた

ちょうどいい、ラフなお出かけにお使いいた

ちょうどいい、ラフなお出かけにお使いいた

陀袋です。

だける巾着です。

だける巾着です。

だける巾着です。

多目的にご利用いただける便利な頭陀袋で
す。

【内容】巾着3枚セット・縦27cm、横20cm

【内容】巾着3枚セット・縦27cm、横20cm

色：単色3枚セット(クロ)

【内容】巾着3枚セット・縦27cm、横20cm

色：単色3枚セット(レンガ)

色：3色各1枚(ネイビー・クロ・レン 【内容】縦：30cm、横：24cm、マチ：6.5cm
ガ)

【2612-1644】
頭陀袋(縦型)＊紫

寄附額

【2612-1645】
頭陀袋(横型)＊黒

31,000 寄附額

カラー(クロ)

【2612-1646】
頭陀袋(横型)＊カーキ

31,000 寄附額

【2612-1647】
横笛法尼の宝箱 5点セット

31,000 寄附額

50,000

参拝用に仕上げた逸品です。

参拝用に仕上げた逸品です。

参拝用に仕上げた逸品です。

高野山にゆかりの深い伝説の僧侶である、横

高野山三宝院住職がデザインしたイメージ図

高野山三宝院住職がデザインしたイメージ図

高野山三宝院住職がデザインしたイメージ図

笛法尼の宝箱5点セットです。

と文字があしらわれたちょっとおしゃれな頭

と文字があしらわれたちょっとおしゃれな頭

と文字があしらわれたちょっとおしゃれな頭

(香の護符おまもり2個ペア、観音愛ハンカチ、

陀袋です。

陀袋です。

陀袋です。

観音愛マフラー、観音Tシャツ、横笛からの

多目的にご利用いただける便利な頭陀袋で

多目的にご利用いただける便利な頭陀袋で

多目的にご利用いただける便利な頭陀袋で

メッセージ色紙)

す。

す。

す。

※注意:お色味は、「暖色系」「寒色系」「お
まかせ」Tシャツのサイズは、S/M/Lです。

【内容】縦：28cm、横：33cm、マチ：6.5cm ご希望によりテーマ(無病息災、心願成就、縁
【内容】縦：30cm、横：24cm、マチ：6.5cm 【内容】縦：28cm、横：33cm、マチ：6.5cm
カラー(紫)

結び、子授け＆安産、病気平癒)

カラー(クロ)

上記、配送前に提供事業者より確認のご連絡
を致します。

【2612-1648】
和歌山魚鶴の国産あじ干物20尾

寄附額

【2612-1649】
和歌山魚鶴の国産あじ干物14尾

17,000 寄附額

【2612-1650】
国産塩さばフィレ14枚入(真空パック

12,000 寄附額

【2612-1651】
大型サイズふっくら柔らか 国産うなぎ蒲焼き

12,000 寄附額

21,000

国産のあじは身がふっくら柔らかく自然な甘

国産の豊かな自然に恵まれ育ったあじは身が

おかずの定番！しっかりと脂の乗った塩サ

40年以上継ぎ足してきたタレにはうなぎの旨

味が特徴です。150g以上の大型サイズを厳選

ふっくら柔らかく自然な甘味が特徴です。

バ。

味が濃縮されています。しょうゆの芳醇な香

し、脂ノリも申し分なく肉厚で食べ応え十分

脂ノリも申し分なく肉厚で食べ応え十分で

焼くだけ簡単、食べやすい切り身タイプ。

りにコクのある深い味わいで経験から生まれ

です。

す。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

を引立ててます。受け継がれた伝統の秘伝の

※商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して

・商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して

・商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して

タレで、お召し上がり下さい。

くだい。

ください。・解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存 ください。・解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存 ※画像はイメージです。

※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存し、お早め し、お早めにお召し上がりください。

る熟練された焼き加減でより一層うなぎの味

し、お早めにお召し上がりください。

にお召し上がりください。

※商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して
下さい。

【内容】あじ干物14尾

消費期限：商品到着後60日

【内容】あじ干物20尾

※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存し、お早め
にお召し上がり下さい。

【内容】塩さばフィレ14枚(2枚入×7)

【内容】うなぎ蒲焼(1尾あたり約170g) 3尾
たれ約40g×3個

【2612-1652】

【2612-1653】

【2612-1654】

【2612-1655】

大型サイズふっくら柔らか 国産うなぎ蒲焼き

大型サイズ ふっくら柔らか国産うなぎ蒲焼き 化粧箱入

和歌山魚鶴仕込の天然紅サケ切身約1kg

和歌山魚鶴仕込の魚切身詰め合わせセット

寄附額

17,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

40年以上継ぎ足してきたタレにはうなぎの旨

40年以上継ぎ足してきたタレにはうなぎの旨

甘口仕立てで身がとても柔らかく、口の中で

脂がのった魚を厳選し、和歌山の梅酒を加えた北

味が濃縮されています。しょうゆの芳醇な香

味が濃縮されています。しょうゆの芳醇な香

とろけるような食感にコクのある甘味が特徴

海道南産真こんぶを使用した「だし」に漬け込

りにコクのある深い味わいで経験から生まれ

りにコクのある深い味わいで経験から生まれ

です！

み、しっとりまろやかな風味に仕立てました。

る熟練された焼き加減でより一層うなぎの味

る熟練された焼き加減でより一層うなぎの味

独自の製法により、より旨味が詰まった紅鮭

解凍後、塩焼きや照り焼き、煮物、唐揚げ、ムニ

を引立ててます。受け継がれた伝統の秘伝の

を引立ててます。受け継がれた伝統の秘伝の

切身に仕上げました。

エルなどでお召し上がりください。

タレで、お召し上がり下さい。

タレで、お召し上がり下さい。

※商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して

※身がやわらかいのでフライパンやグリルで調理

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

ください。

する際には崩れないようご注意ください。

※商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して

・商品到着後は要冷凍(-18℃以下)で保存して

※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存し、お早め ※画像はイメージです。

下さい。

ください。解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存

にお召し上がりください。

※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存し、お早め し、お早めにお召し上がりください。

※画像はイメージです。

にお召し上がり下さい。

消費期限：商品到着後60日

【内容】うなぎ蒲焼(1尾あたり約170g) 2尾
たれ約40g×2個

・スケソウダラ切身〔6枚/アメリカ産orロシア
産〕
・アカウオ切身〔6枚/アメリカ産〕

【内容】天然紅さけ切身 約1kg

・カラス鰈切身〔4枚/ノルウェー産orロシア産〕

たれ約40g×1個

【2612-1656】
生ずわいがにポーション1kg

寄附額

【内容】うなぎ蒲焼(約170g) 1尾(約2人前)

【内容】

【2612-1657】
生ずわいがにポーション500g

27,000 寄附額

【2612-1658】
【ご家庭用】カット筋入 生ずわいがに

17,000 寄附額

【2612-1659】
果汁100%田村そだちみかんジュース

17,000 寄附額

14,000

ずわいがには繊細で甘味があります。かに本

ずわいがには繊細で甘味があります。かに本

食べやすいように脚肉はカット筋を入れ肩肉

和歌山県有田の中でも、特においしいみかん

来のうま味をじっくり味わえます。

来のうま味をじっくり味わえます。

は半分にカットしました。

が出来る田村地区の品質の優れた、みかんだ

このずわいがにの美味しさを堪能するには

このずわいがにの美味しさを堪能するには

しゃぶしゃぶにするのがポピュラーですが、

しゃぶしゃぶにするのがポピュラーですが、

※傷や脚折等が見受けられますが、品質には

グラタンや天ぷら等のメニューに使っても美

グラタンや天ぷら等のメニューに使っても美

問題ありません。

味しくいただけます。

味しくいただけます。

※重量調整のためバラ脚が含まれる場合があ

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。
※画像はイメージです。

ります。
※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです。
【内容】生ずわいがに 約1kg

【2612-1660】
果汁100%田村そだちみかんジュース

寄附額

【2612-1661】
田村そだちみかんゼリー＆ジュースセット

14,000 寄附額

【内容】180ml×12本

【2612-1662】
濃厚！田村そだちみかんゼリー

14,000 寄附額

【2612-1663】
有田みかん果汁100%ジュース 「味皇」

14,000 寄附額

10,000

和歌山県有田の中でも、特においしいみかん

濃厚なみかん果汁をふんだんに使用し、とろ

濃厚なみかん果汁をふんだんに使用し、とろ

こだわりの和歌山産有田みかんのみを集めた

が出来る田村地区の品質の優れた、みかんだ

けるような食感が特徴のゼリーと田村みかん

けるような食感が特徴のゼリーです。全国

こだわり農家の味つくり。本物の味を作りた

けを使用して、雑味がはいらないように丁寧

果汁100%ジュースをセットにしました。全国 トップクラスの和歌山有田田村産のみかんを

い、本物の味をお届けしたいと、有田みかん

にしぼりまた。

トップクラスの和歌山有田田村産のみかんを

ふんだんに使用し、お口の中でとろけるよう

農家が集まり「味皇」と言うブランドを誕生

ふんだんに使用し、お口の中でとろけるよう

な食感が楽しめます。冷やしても、凍らして

させました。

な食感が楽しめます。和歌山県有田の中で

も美味しいゼリーです。和歌山県有田の中で

濃厚でコクがありながらさっぱりとしたキレ

も、特においしいみかんが出来る田村地区の

も、特においしいみかんが出来る田村地区の

のある口当たりが特徴のジュースです。

品質の優れた、みかんだけを使用して、雑味

品質の優れた、みかんだけを使用して、雑味

720mlのビン1本に対して約25個～30個分のみ

がはいらないように丁寧にしぼりました。

がはいらないように丁寧にしぼりました。

かんを搾りこんでおります。

【内容】みかんゼリー：115g×8個

【内容】みかんゼリー 115g×12個

【内容】720ml×2本

※画像はイメージです。

【内容】みかんジュース 970ml×3本

みかんジュース：970ml×1本

【2612-1664】
完熟有田みかん 10kg

寄附額

【2612-1665】
ジューシー柑橘 せとか約３㎏

14,000 寄附額

【2612-1666】
完熟紀州デコ(不知火) 約3kg

17,000 寄附額

【2612-1667】
完熟紀州デコ(不知火) 約5kg

12,000 寄附額

14,000

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

★先行予約【申込可能期間】2022年04月01日 ★先行予約【申込可能期間】2022年04月01日 ★先行予約【申込可能期間】2022年04月01日

下旬頃に順次発送予定す。

～2023年02月15日

～2023年02月28日

～2023年02月28日

黒潮の恵みを受ける紀伊水道の潮風から運ば

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

れる天然のミネラル分をたっぷりと取りこん

※果肉に種がある場合がありますのでご注意

※果肉に種がある場合がありますのでご注意

※果肉に種がある場合がありますのでご注意

でいます。※画像はイメージです。※到着後

ください。

ください。

ください。

は、箱から取り出し風通しのよい冷暗所にて

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

保存ください。

で保管下さい。

で保管下さい。

で保管下さい。

※すり傷等がございますが、品質には問題あ

※果皮にキズやしわ、しみ等のある場合がご

※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

りません。※果皮表面の白粉が付着している

ざいますが、品質上問題ございませんので、

合がございますが、品質上問題ございません

合がございますが、品質上問題ございません

ことがありますが、石灰と硫黄の混合剤で

安心してお召し上がりください。

ので、安心してお召し上がりください。

ので、安心してお召し上がりください。

す。みかんの味と日保ちを良くするためのも

賞味期限：出荷日より7日

賞味期限：出荷日より7日

賞味期限：出荷日より7日

のですので品質には問題ありません。

【容量】約3ｋｇ

【容量】約3ｋｇ

【容量】約5ｋｇ

【容量】10Kｇ
【申込可能期間】2022年02月1日～2022年12

【配送期間】2023年2月下旬～2023年3月中旬 【配送期間】2023年2月下旬～2023年3月中旬 【配送期間】2023年2月下旬～2023年3月中旬

月31

頃

頃

【配送】2022年11月下旬頃～2023年1月下旬
【2612-1668】

紀州有田産不知火(しらぬひ) 約5kg

寄附額

頃

【2612-1669】

【2612-1670】

【2612-1671】

【ご家庭用訳有り】有田産不知火(しらぬひ) 約8.5kg

秀品 希少な国産バレンシアオレンジ 5kg

希少な国産バレンシアオレンジ 7kg

12,000 寄附額

14,000 寄附額

14,000 寄附額

14,000

★先行予約【申込可能期間】2022年04月01日 ★先行予約【申込可能期間】2022年04月01日 【先行予約】柑橘王国和歌山から夏の旬の果

【先行予約】柑橘王国和歌山から夏の旬の果

～2023年02月15日

～2023年02月15日

実をお届け！夏にピッタリの爽やかな香りと

実をお届け！夏にピッタリの爽やかな香りと

有田の不知火はプリプリ果肉が魅力の柑橘で

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

ジューシー感がたまらない逸品！※画像はイ

ジューシー感がたまらない逸品！※画像はイ

す。

で保管下さい。

メージです。

メージです。

※画像はイメージです。

※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

※一部に傷などが見受けられる場合がござい

※一部に傷などが見受けられる場合がござい

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

合がございますが、品質上問題ございません

ますが、品質には問題ありません。

ますが、品質には問題ありません。

で保管下さい。

ので、安心してお召し上がりください。

※到着後は冷蔵庫などで冷やし、新鮮なうち

※到着後は冷蔵庫などで冷やし、新鮮なうち

※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

※画像はイメージです。

にできるだけお早めにお召し上がりくださ

にできるだけお早めにお召し上がりくださ

合がございますが、品質上問題ございません

※賞味期限：出荷日より6日

い。

い。

※発送予定日が多少前後する場合がございま

※発送予定日が多少前後する場合がございま

す。あらかじめご了承ください。

す

【内容】5kg

【内容】7kg

ので、安心してお召し上がりください。
※賞味期限：出荷日より7日

【容量】約8.5kg

【容量】約5kg

※賞味期限：出荷日より7日

※賞味期限：出荷日より6日

【配送期間】2023年2月中旬～2023年3月中旬 【配送期間】2023年2月中旬～2023年3月中旬 【期間限定】2021/8/15～2022/6/15

【期間限定】2021/8/15～2022/6/15

頃

【配送】2022年6月下旬～2022年7月上旬頃

頃

【2612-1672】
紀州和歌山産巨峰約800g

寄附額

【配送】2022年6月下旬～2022年7月上旬頃

【2612-1673】

【2612-1674】

紀州和歌山有田産ゆら早生みかん 10kg

和歌山秋の味覚 平核無柿(ひらたねなしがき)

10,000 寄附額

14,000 寄附額

【2612-1821】
和歌山秋の味覚 富有柿 約7.5kg

17000 寄附額

【先行予約】

【先行予約】

【先行予約】★お届けは2022年9月下旬以降★

濃厚な甘みが強く、やさしい酸味があり、絶

★お届けは2022年10月中旬以降★

甘みが強く、果汁も豊富で、果肉が硬くなくそれ 降になります。

21,000

【先行予約受付】お届けは2022年11月上旬以

でいて柔らかすぎず程よい食感、柿本来の甘みが 富有柿のたっぷりの果肉と甘い果汁は秋を感

妙なバランスで繊細な旨味を味わえ、果肉が
しまっていて食べ応え満点です。

みかんが早く食べたい方にオススメ！

存分に味わえる人気の高い品種です。

※お届け時期が多少前後する場合がございま

温州みかんの出始めの時期、外皮が青いまま

す。

収穫される「極早生品種」の中において、糖

和歌山の気候によって生み出された柿は、いくつ ンド柿で、柿の中でも人気の高い柿でありま
食べても飽きのこないお味。
す。

※画像はイメージです。

度が高めの品種。程良い酸味にしっかりとし

※輸送中に房から実がとれる場合がございま

た甘さでみかんのコクが存分に味わえます。

す。ご了承ください。到着後は冷蔵庫などで

※画像はイメージです。

冷やし、できるだけお早めにお召し上がりく

※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

ださい。種がある場合があります。

合がございますが、品質上問題ございません

※賞味期限：出荷日より4日

ので、安心してお召し上がりください。
※賞味期限：出荷日より7日

【期間限定】2021/9/15～2022/7/20

【申込可能期間】2021/11/1～2022/9/30

【配送】2022/7月下旬～2022/8月上旬頃予定 【配送】2022/10月中旬頃～2022/10月下旬頃

じる至福の味です。和歌山県が誇る高級ブラ

※お届け時期が多少前後する場合がございます。 ※画像はイメージです。
※本来は、種なし品種となっておりますが、わず ※生育状況によりお届け時期が多少前後する
かに種が入る場合があります。

※到着後はできるだけお早めにお召し上がりくだ
さい。
【内容】約7.5kg ※賞味期限：出荷日より6日

場合がございます。
※到着後はできるだけお早めにお召し上がり
ください。
※賞味期限：出荷日より6日

【申込可能期間】2021/12/01～2022/9/30

【申込可能期間】2021/12/15/～2022/11/10

【配送】2022年9月下旬頃から2022年10月下旬頃

【配送】2022年11月上旬頃～2022年12月上旬頃まで

【2612-1676】
【2612-1677】
生ずわいがにハーフポーション約1kg 生たらばがにハーフポーション約1kg

寄附額

17,000 寄附額

【2612-1679】

【2612-1678】
秀品 平核無柿 約4kg 化粧箱入

27,000 寄附額

和歌山秋の味覚 富有柿 約4kg 化粧箱入

14,000 寄附額

14,000

ずわいがには繊細で甘味があります。かに本

美味しさと、身詰まりにはこだわって良質の

【先行予約】お届けは2022年9月下旬以降とな 【先行予約】お届けは2022年11月上旬以降と

来のうま味をじっくり味わえます。

たらばがにを厳選しました。ぷりぷりした弾

ります。

※画像はイメージです。

力と食感はたらばがにならではの魅力です。

※傷や脚折等が見受けられますが、品質には

※画像はイメージです。

甘みが強く、果汁も豊富で、果肉が硬くなく

じる至福の味です。

問題ありません。重量調整のためバラ脚が含

※傷や脚折等が見受けられますが、品質には

それでいて柔らかすぎず程よい食感、柿本来

※画像はイメージです。

まれる場合があります。

問題ありません。

の甘みが存分に味わえる人気の高い品種で

※生育状況によりお届け時期が多少前後する

※-18℃以下(要冷凍)で保存して下さい

※重量調整のためバラ脚が含まれる場合があ

す。

場合がございます。

※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存、お早めに ります。

※画像はイメージです。

※到着後はできるだけお早めにお召し上がり

お召し上がりください。

※加熱してお召し上がり下さい。

※生育状況によりお届け時期が多少前後する

ください。

※加熱してお召し上がり下さい。

※消費期限：商品到着後30日

場合がございます。

※消費期限：商品到着後30日

なります。
富有柿のたっぷりの果肉と甘い果汁は秋を感

※本来は、種なし品種となっておりますが、

賞味期限：出荷日より6日

わずかに種が入る場合があります。
※到着後はできるだけお早めにお召し上がり

【2612-1680】
秀品 平核無柿 約2kg 化粧箱入

寄附額

ください。
【申込可能期間】2021/12/01/～2022/9/30

【申込可能期間】2021/12/15～2022/11/10

【配送】2022/9月下旬頃～2022/10月下旬頃

【配送期間】 2022/11月上旬頃～2022/12月上
旬

【2612-1681】

【2612-1682】

和歌山秋の味覚 富有柿 約2kg 化粧箱入

【ご家庭用訳あり】紀州有田産温州みかん 5kg

12,000 寄附額

12,000 寄附額

【2612-1684】

高野町の木材を使った もくもく森林鉄道

10,000 寄附額

100,000

【先行予約】お届けは2022年9月下旬以降とな 【先行予約】お届けは2022年11月上旬以降と

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

明治時代に木材運搬をしていた森林鉄道を、

ります。

下旬頃に順次発送予定

高野山に通じる7つの参詣道を7つのレールと

なります。
富有柿のたっぷりの果肉と甘い果汁は秋を感

甘みが強く、果汁も豊富で、果肉が硬くなく

じる至福の味です。

それでいて柔らかすぎず程よい食感、柿本来

して再現しました。
※画像はイメージです。

塗装には、赤ちゃんが口にしても大丈夫なよ

※果皮に傷等がある訳あり品ですが、品質に

う、お米から生まれた100%自然塗料を使用

の甘みが存分に味わえる人気の高い品種で

※画像はイメージです。

は問題ありません。

し、手作りで職人が一つ一つ製作していま

す。

※生育状況によりお届け時期が多少前後する

※果皮表面の白粉が付着していることがあり

す。

※画像はイメージです。

場合がございます。

ますが、石灰と硫黄の混合剤です。みかんの

※生育状況によりお届け時期が多少前後する

※到着後はできるだけお早めにお召し上がり

味と日保ちを良くするためのものですので品

在庫がない場合、発送までに1か月以上かかる

場合がございます。

ください。

質には問題ありません。

場合があります。

賞味期限：出荷日より6日

※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間

賞味期限：出荷日より6日

【容量】5kg

などの⾧期休暇中は、お届けまでにお時間が

【申込可能期間】2021年12/15～2022年11/10

【申込可能期間】2022年2/1～2022年12/31

※本来は、種なし品種となっておりますが、
わずかに種が入る場合があります。
※到着後はできるだけお早めにお召し上がり
ください。
【申込可能期間】2021/12/01～2022/9/30
【配送】2022/9月下旬頃～2022/10月下旬頃

かかる場合がございます。
【配送期間】2022年11月上旬頃～2022年12月上旬頃まで

【2612-1685】

【2612-1686】

高級ブランド田村みかん 10kg 大玉サイズ

【ご家庭用訳あり】田村みかん 10kg

寄附額

17,000 寄附額

【2612-1687】
高級ブランド田村みかん 10kg

17,000 寄附額

【2612-1688】
高級ブランド田村の完熟紀州デコ(不知火)

21,000 寄附額

17,000

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

★先行予約

下旬頃に順次発送予定

下旬頃に順次発送予定

下旬頃に順次発送予定

【申込可能期間】2022年4月1日～2023年2月

田村みかんは有田みかんで、最も美味しいと

※画像はイメージです。※サイズのご指定は

される地区のみかんです。※到着後は、箱か

できません。※納期のご指定はできません。

※到着後は、箱から取り出し風通しのよい冷

ら取り出し風通しのよい冷暗所にて保存くだ

※すり傷等が見受けられる訳あり品ですが、

暗所にて保存ください。※画像はイメージで

さい。※画像はイメージです。※サイズのご

品質には問題ありません。※果皮表面の白粉

す。

田村のデコ(不知火)は濃厚な甘味にプリプリ果

指定はできません。※納期のご指定はできま

が付着していることがありますが、石灰と硫

※サイズのご指定はできません。※納期のご

肉が魅力の柑橘です。

せん。※果皮表面の白粉が付着していること

黄の混合剤です。みかんの味と日保ちを良く

指定はできません。※果皮表面の白粉が付着

※賞味期限：出荷日より6日

がありますが、石灰と硫黄の混合剤です。み

するためのものですので品質には問題ありま

していることがありますが、石灰と硫黄の混

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

かんの味と日保ちを良くするためのものです

せん。賞味期限：出荷日より6日

合剤です。みかんの味と日保ちを良くするた

で保管下さい。

ので品質には問題ありません。

【容量】10㎏

めのものですので品質には問題ありません。

※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

賞味期限：出荷日より6日

合がございますが、品質上問題ございません

賞味期限：出荷日より6日

28日
【配送期間】2023年2月下旬～3月下旬頃予定

ので、安心してお召し上がりください。
【容量】10㎏
【申込可能期間】2022/02/1～2022/12/31

【申込可能期間】

【容量】10㎏
【申込可能期間】

2022年02月1日～2022年12月31日

2022年02月1日～2022年12月31日

※画像はイメージです。
【容量】15玉～28玉

【2612-1689】

【2612-1690】

【2612-1691】

【2612-1692】

赤秀品 紀州有田産濃厚完熟温州みかん 3kg

高級南高梅邑咲個包装20粒入 紀州塗箱 網代模様仕上

高級南高梅うす塩・邑咲個包装計20粒入 紀州塗箱 網代模様

高級南高梅はちみつ梅・邑咲個包装計20粒入 紀州塗箱

寄附額

12,000 寄附額

21,000 寄附額

21,000 寄附額

21,000

【先行予約】2022年11月下旬頃～2023年1月

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南

光沢のある漆黒の紀州塗箱に艶やかな高級南

下旬頃に順次発送予定

高梅を入れて伝統とともにお届けします。

高梅を入れて伝統とともにお届けします。

高梅を入れて伝統とともにお届けします。

黒潮の恵みを受ける紀伊水道の潮風から運ば

【紀州塗箱】1つ1つ手作業で作成しておりま

紀州塗箱と梅干はどちらも一つ一つ心を込め

紀州塗箱と梅干はどちらも一つ一つ心を込め

れる天然のミネラル分をたっぷりと取りこん

すので、サイズが若干前後いたします。

て手作りしております。※本品には種があ

て手作りしております。※本品には種があ

でいます。※到着後は、箱から取り出し風通

※本品には種があり、先が尖っているものが

り、先が尖っているものがありますので、ご

り、先が尖っているものがありますので、ご

しのよい冷暗所にて保存ください。※画像は

ありますので、ご注意下さい。※賞味期限：

注意下さい。

注意下さい。

イメージです。

製造日より120日

※サイズのご指定はできません。※納期のご

【容量】

指定はできません。※果皮表面の白粉が付着

【容量】

紀州塗箱×1

していることがありますが、石灰と硫黄の混

紀州塗箱×1

はちみつ個包装10粒〔塩分約5%〕

合剤です。みかんの味と日保ちを良くするた

うす塩梅個包装10粒〔塩分約8%〕

邑咲個包装10粒〔塩分約8%〕

めのものですので品質には問題ありません。

邑咲個包装10粒〔塩分約8%〕

風呂敷×1

賞味期限：出荷日より6日

風呂敷×1

【容量】3kg/赤秀MサイズまたはSサイズ
【申込可能期間】

【容量】紀州塗箱×1・邑咲個包装20粒×1

2022年02月1日～2022年12月31日

〔塩分約8%〕・風呂敷×1

【2612-1693】

【2612-1694】

【2612-1695】

【2612-1696】

高級南高梅うす塩個包装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・はちみつ個包装計20粒入 紀州塗箱

高級南高梅食べ比べ4種計1kg入 紀州塗箱 網代模様仕上

寄附額

21,000 寄附額

21,000 寄附額

21,000 寄附額

21,000

【うす塩梅】

【はちみつ梅】

【うす塩・はちみつ梅】

うす塩梅：塩分、酸味を程よく抑えた梅干で

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

す。はちみつ梅：酸味を抑えた甘口のまろや

合がございますのであらかじめご了承くださ

合がございますのであらかじめご了承くださ

合がございますのであらかじめご了承くださ

かな梅干です。白干梅：塩のみで漬けた無添

い。

い。

い。

加、無着色の昔ながらのすっぱい梅干です。

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

しそ漬小梅：塩味を効かせ、しその風味も

開封後は乾燥に注意して10℃以下に保存し、

開封後は乾燥に注意して10℃以下に保存し、

開封後は乾燥に注意して10℃以下に保存し、

たっぷりな一口サイズの梅干です。

お早めにお召し上がり下さい。

お早めにお召し上がり下さい。

お早めにお召し上がり下さい。

【賞味期限】うす塩梅：120日、はちみつ梅：

本品には種があり、先が尖っているものがあ

本品には種があり、先が尖っているものがあ

本品には種があり、先が尖っているものがあ

120日、白干梅：180日、しそ漬小梅：90日

りますので、ご注意下さい。

りますので、ご注意下さい。

りますので、ご注意下さい。

【容量】紀州塗箱(外箱)×1・木箱(内箱)×4

【容量】

うす塩梅250g×1〔2L～3L/塩分約8%〕

紀州塗箱(外箱)×1

はちみつ梅(蜜っこ)250g×1〔2L～3L/塩分約

うす塩梅 個包装10粒×1〔塩分約8%〕

5%〕白干梅(皆平白梅)250g×1〔L/塩分約

はちみつ梅 個包装10粒×1〔塩分約5%〕

20%〕

賞味期限：製造日より120日

賞味期限：製造日より120日

【容量】紀州塗箱(外箱)×1・うす塩梅 個包装 【容量】紀州塗箱(外箱)×1・はちみつ梅 個包 風呂敷×1
20粒×1〔塩分約8%〕・風呂敷×1

しそ漬小梅250g×1〔小梅/塩分約13%〕
しそ漬小梅250g×1〔小梅/塩分約13%〕

装20粒×1〔塩分約5%〕・風呂敷×1

風呂敷×1

【2612-1697】

【2612-1698】

【2612-1699】

【2612-1700】

高級南高梅うす塩500g入 紀州塗箱 網代模様仕上

高級南高梅うす塩1kg入 紀州塗箱 網代模様仕上

高級南高梅はちみつ梅500g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

寄附額

12,000 寄附額

17,000 寄附額

12,000 寄附額

17,000

【うす塩梅】

【うす塩梅】

【はちみつ梅】

【はちみつ梅】

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

合がございますのであらかじめご了承くださ

合がございますのであらかじめご了承くださ

合がございますのであらかじめご了承くださ

合がございますのであらかじめご了承くださ

い。

い。

い。

い。

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

て10℃以下に保存し、お早めにお召し上がり

て10℃以下に保存し、お早めにお召し上がり

て10℃以下に保存し、お早めにお召し上がり

て10℃以下に保存し、お早めにお召し上がり

下さい。

下さい。

下さい。

下さい。

本品には種があり、先が尖っているものがあ

本品には種があり、先が尖っているものがあ

本品には種があり、先が尖っているものがあ

本品には種があり、先が尖っているものがあ

りますので、ご注意下さい。

りますので、ご注意下さい。

りますので、ご注意下さい。

りますので、ご注意下さい。

賞味期限：製造日より120日

賞味期限：製造日より120日

賞味期限：製造日より120日

賞味期限：製造日より120日

【容量】紀州塗箱(外箱)×1

【容量】紀州塗箱(外箱)×1

【容量】紀州塗箱(外箱)×1

【容量】紀州塗箱×1

うす塩梅 500g〔塩分約8%〕

うす塩梅 1kg〔塩分約8%〕

はちみつ梅 500g×1〔塩分約5%〕

はちみつ梅1kg×1〔塩分約5%〕

【2612-1701】

【2612-1702】

【2612-1703】

【2612-1704】

高級南高梅しそ漬梅500g入 紀州塗箱 網代模様仕上

高級南高梅しそ漬梅1kg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

高級南高梅 白干梅1kg入 紀州塗箱 網代模様仕上

寄附額

12,000 寄附額

17,000 寄附額

12,000 寄附額

17,000

【しそ漬梅】

【しそ漬梅】

【白干梅】

【白干梅】

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

直射日光を避けて保存して下さい。

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

開封後は容器の口を堅く閉め、乾燥に注意し

て常温で保存し、お早目にお召し上がり下さ

て常温で保存し、お早目にお召し上がり下さ

て常温で保存し、お早目にお召し上がり下さ

て常温で保存し、お早目にお召し上がり下さ

い。

い。

い。

い。

本品には種があり、先が尖っているものがあ

本品には種があり、先が尖っているものがあ

白干梅の表面に塩が結晶化している場合がご

白干梅の表面に塩が結晶化している場合がご

りますので、ご注意下さい。

りますので、ご注意下さい。

ざいますが、品質には問題ございません。

ざいますが、品質には問題ございません。

※白い沈殿物が生じる場合がございますが品

※白い沈殿物が生じる場合がございますが品

本品には種があり、先が尖っているものがあ

本品には種があり、先が尖っているものがあ

質には問題ございません。

質には問題ございません。

りますので、ご注意下さい。

りますので、ご注意下さい。

賞味期限：製造日より120日

賞味期限：製造日より120日

賞味期限：製造日より180日

賞味期限：製造日より180日

【容量】紀州塗箱×1

【容量】紀州塗箱×1

【容量】紀州塗箱(外箱)×1

【容量】紀州塗箱(外箱)×1

しそ漬梅500g×1［塩分約13%〕

しそ漬梅1kg×1〔塩分約13%〕

白干梅500g×1［塩分約20%]

白干梅1kg×1［塩分約20%]

【2612-1705】

【2612-1706】

【2612-1707】

【2612-1708】

高級南高梅うす塩・はちみつ梅計1kg入 紀州塗箱

高級南高梅はちみつ梅・しそ漬梅計1kg入 紀州塗箱

高級南高梅うす塩・しそ漬梅計1kg入 紀州塗箱

高級南高梅うす塩・白干梅計1kg入 紀州塗箱 網代模様仕上

寄附額

17,000 寄附額

17,000 寄附額

【はちみつ梅・しそ漬梅】

17,000 寄附額

17,000

室町時代から続く由緒ある紀州塗と、肉質が

室町時代から続く由緒ある紀州塗と、肉質が

皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場合が 皮が非常にやわらかい為、皮が破れている場

厚く皮がやわらかい高級南高梅のセット品で

厚く皮がやわらかい高級南高梅のセット品で

ございますのであらかじめご了承ください。

合がございますのであらかじめご了承くださ

す。紀州塗箱と梅干はどちらも一つ一つ心を

す。

直射日光を避けて保存して下さい。

い。しそ漬梅に白い沈殿物が生じる場合がご

込めて手作りしております。

紀州塗箱と梅干はどちらも一つ一つ心を込め

【うす塩・はちみつ梅】

開封後は乾燥に注意して10℃以下に保存し、お早 ざいますが、品質には問題ございません。
めにお召し上がり下さい。
直射日光を避けて保存して下さい。
本品には種があり、先が尖っているものがありま 開封後は乾燥に注意し、冷蔵庫で保存してお
すので、ご注意下さい。
早めにお召し上がり下さい。本品には種があ
賞味期限：製造日より120日
【容量】紀州塗箱(外箱)×1・うす塩500g×1［塩
分約8%]・はちみつ梅500g×1［塩分約5%]

て手作りしております。
【容量】

【容量】

紀州塗箱(外箱)×1

紀州塗箱(外箱)×1

り、先が尖っているものがありますので、ご

うす塩梅 500g×1〔塩分約8%〕

うす塩梅 500g×1〔塩分約8%〕

注意下さい。賞味期限：製造日より90日

しそ漬梅 500g×1〔塩分約13%〕

白干梅 500g×1〔塩分約20%〕

【容量】紀州塗箱(外箱)×1
はちみつ梅500g×1［塩分約5%]
しそ漬梅500g×1［塩分約13%]

【2612-1709】

【2612-1710】

【2612-1711】

【2612-1712】

ナッツの蜂蜜漬【峠の恵】 熊野古道 峠の蜂蜜×ナッツ

ナッツの蜂蜜漬【峠の彩】 熊野古道 峠の蜂蜜×ナッツ

ナッツの蜂蜜漬【峠の実】 熊野古道 峠の蜂蜜×ナッツ

【峠の果実】 熊野古道 峠の蜂蜜×ドライフルーツ

寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000

ナッツの蜂蜜漬。今、流行に敏感な女性やモ

ナッツの蜂蜜漬。

ナッツの蜂蜜漬。

ドライフルーツの蜂蜜漬。

デルの間で美容と健康に良いと話題になって

賞味期限：製造日より1年

賞味期限：製造日より1年

賞味期限：製造日より1年

います。。賞味期限：製造日より1年

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

い。※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影

い。※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影

い。※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影

い。※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影

響ございません(商品写真は採蜜時期により多 響ございません(商品写真は採蜜時期により多 響ございません(商品写真は採蜜時期により多

響ございません(商品写真は採蜜時期により多 少の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)して

少の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)して

少の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)して

少の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)して

いただくと戻ります。※スプーンは乾いた清

いただくと戻ります。※スプーンは乾いた清

いただくと戻ります。※スプーンは乾いた清

いただくと戻ります。※スプーンは乾いた清

潔なものをお使いください。※1歳未満のお子 潔なものをお使いください。

潔なものをお使いください。※1歳未満のお子

潔なものをお使いください。※1歳未満のお子 様には与えないでください。

※1歳未満のお子様には与えないでください。 様には与えないでください。

様には与えないでください。

【容量】ナッツの蜂蜜漬【峠の彩】(130g×1

【容量】

【容量】

【容量】ナッツの蜂蜜漬【峠の恵】(130g×1

本)蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモ

ナッツの蜂蜜漬【峠の実】(130g×1本)

ドライフルーツの蜂蜜漬【峠の果実】(140g×

本)蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモ

ンド・カシューナッツ・クコの実・パンプキ

蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモン

1本)蜂蜜(和歌山県海南市産)・いちじく・クコ

ンド・カシューナッツ・マカダミアナッツ

ンシード

ド・いちじく・クコの実・パンプキンシード

の実・パンプキンシード・レーズン

【2612-1713】

【2612-1714】

【2612-1715】

【2612-1716】

ナッツの蜂蜜漬2種セット【峠の恵】【峠の実】

ナッツ・ドライフルーツの蜂蜜漬2種セット

ナッツ・ドライフルーツの蜂蜜漬3種セット

ナッツ・ドライフルーツの蜂蜜漬4種セット

寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

14,000 寄附額

12,000

賞味期限：製造日より1年

賞味期限：製造日より1年

【容量】ナッツの蜂蜜漬【峠の恵】(130g×1

【容量】ナッツの蜂蜜漬【峠の恵】(70g×1

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

本)

本)

い。※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影

い。※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影

蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモン

蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモン

響ございません(商品写真は採蜜時期により多 響ございません(商品写真は採蜜時期により多 ド・カシューナッツ・マカダミアナッツ

ド・カシューナッツ・マカダミアナッツ

少の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)して

少の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)して

ナッツの蜂蜜漬【峠の彩】(130g×1本)

ナッツの蜂蜜漬【峠の彩】(70g×1本)

いただくと戻ります。※スプーンは乾いた清

いただくと戻ります。※スプーンは乾いた清

蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモン

蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモン

潔なものをお使いください。※1歳未満のお子 潔なものをお使いください。※1歳未満のお子 ド・カシューナッツ・クコの実・パンプキン

ド・カシューナッツ・クコの実・パンプキン

様には与えないでください。

シード

様には与えないでください。

シード

【容量】・ナッツの蜂蜜漬【峠の恵】(130g× 【容量】ナッツの蜂蜜漬【峠の恵】(130g×1

ドライフルーツの蜂蜜漬【峠の果実】(75g×1 ナッツの蜂蜜漬【峠の実】(70g×1本)

1本)蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモ 本)蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモ

本)

蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモン

ンド・カシューナッツ・マカダミアナッツ

ンド・カシューナッツ・マカダミアナッツ

蜂蜜(和歌山県海南市産)・いちじく・クコの

ド・いちじく・クコの実・パンプキンシード

・ナッツの蜂蜜漬【峠の実】(130g×1本)

ドライフルーツの蜂蜜漬【峠の果実】(140g× 実・パンプキンシード・レーズン

蜂蜜(和歌山県海南市産)

1本)蜂蜜(和歌山県海南市産)

くるみ・アーモンド・いちじく・クコの実・

・いちじく・クコの実・パンプキンシード・

パンプキンシード

レーズン

ドライフルーツの蜂蜜漬【峠の果実】(75g×1

※1歳未満のお子様には与えないでください。 本)
蜂蜜(和歌山県海南市産)・いちじく・クコの

【2612-1717】

【2612-1718】

【2612-1719】

【2612-1720】

ナッツの蜂蜜漬【峠プレミアム 萌(MOE)】

ドライフルーツの蜂蜜漬【峠プレミアム 映(HAYU)】

ナッツ・ドライフルーツの蜂蜜漬【峠プレミアム 玄(KURO)

ナッツの蜂蜜漬【峠プレミアム 爛(RAN)】

寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000

創業100年超の養蜂家が熊野古道の特定蜜源か 創業100年超の養蜂家が熊野古道の特定蜜源か 創業100年超の養蜂家が熊野古道の特定蜜源か 創業100年超の養蜂家が熊野古道の特定蜜源か
ら採取した至高の天然生蜂蜜100%使用！

ら採取した至高の天然生蜂蜜100%使用！

ら採取した至高の天然生蜂蜜100%使用！

ら採取した至高の天然生蜂蜜100%使用！

賞味期限：製造日より1年

賞味期限：製造日より1年

賞味期限：製造日より1年

賞味期限：製造日より1年

※1歳未満のお子様には与えないでください

※1歳未満のお子様には与えないでください。 ※1歳未満のお子様には与えないでください。 ※1歳未満のお子様には与えないでください。
【容量】

【容量】

【容量】

【容量】

【峠プレミアム 映(HAYU)】140g×1本

【峠プレミアム 玄】140g×1本

【峠プレミアム 爛(RAN)】130g×1本

【峠プレミアム 萌(MOE)】130g×1本

蜂蜜(和歌山県産)・白いちじく・黒いちじく・ 蜂蜜(和歌山県産)・ピスタチオ・カカオニブ・ 蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・ヘーゼルナッツ・

蜂蜜(和歌山県海南市産)・くるみ・アーモン

グリーンレーズン・クコの実

クランベリー・ブルーベリー

ピーカンナッツ・ピスタチオ・カカオニブ・

ド・ヘーゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピス

クランベリー

タチオ

【2612-1721】

【2612-1722】

【2612-1723】

【2612-1724】

ナッツ・ドライフルーツの蜂蜜漬 峠プレミアム2種セット

ナッツ・ドライフルーツの蜂蜜漬 峠プレミアム2種セット

ナッツの蜂蜜漬 峠プレミアム2種セット

ナッツ・ドライフルーツの蜂蜜漬 峠プレミアム4種セット

寄附額

12,000 寄附額

賞味期限：製造日より1年

12,000 寄附額

賞味期限：製造日より1年

12,000 寄附額

賞味期限：製造日より1年

14,000

【容量】【峠の萌】70g×1本

※1歳未満のお子様には与えないでください。 ※1歳未満のお子様には与えないでください。 ※1歳未満のお子様には与えないでください。 蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・アーモンド・ヘー
【容量】

【容量】

【容量】

ゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ

【峠プレミアム 萌】130g×1本

【峠プレミアム 萌】130g×1本

【峠プレミアム 萌】130g×1本

【峠の映】75g×1本

蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・アーモンド・ヘー 蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・アーモンド・ヘー 蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・アーモンド・ヘー 蜂蜜(和歌山県産)・白いちじく・黒いちじく・
ゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ

ゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ

ゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ

【峠プレミアム 映】140g×1本

【峠の玄】75g×1本

蜂蜜(和歌山県産)・白いちじく・黒いちじく・ 【峠プレミアム 玄】140g×1本
グリーンレーズン・クコの実

グリーンレーズン・クコの実

【峠プレミアム 爛】130g×1本

蜂蜜(和歌山県産)・ピスタチオ・カカオニブ・

蜂蜜(和歌山県産)・ピスタチオ・カカオニブ・ 蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・ヘーゼルナッツ・ クランベリー・ブルーベリー
クランベリー・ブルーベリー

ピーカンナッツ・ピスタチオ・カカオニブ・

【峠の爛】70g×1本

クランベリー

蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・ヘーゼルナッツ・
ピーカンナッツ・ピスタチオ・カカオニブ・
クランベリー
賞味期限：製造日より1年
※1歳未満のお子様には与えないでください。

【2612-1728】
創業百年・熊野古道 峠の蜂蜜

寄附額

【2612-1825】

【2612-1730】

【2612-1731】

創業百年・熊野古道 峠の蜂蜜2本セット

創業百年・熊野古道 峠の蜂蜜3本セット

【ご家庭用わけあり】平核無柿 約7.5kg

11,000 寄附額

14,000 寄附額

「峠の蜂蜜」は、名前の由来である熊野古道

「峠の蜂蜜」は、名前の由来である熊野古道

の峠周辺のハゼの木から採取しています。

の峠周辺のハゼの木から採取しています。

21,000 寄附額

賞味期限：製造日より730日

12,000

【先行予約】★お届けは2022年9月下旬以降★
【数量限定】甘みが強く、果汁も豊富で、果

無添加・非加熱・天然100%の「生蜂蜜」をぜ 無添加・非加熱・天然100%の「生蜂蜜」をぜ ※直射日光を避け、常温で保存してくださ

肉が硬くなくそれでいて柔らかすぎず程よい

ひご堪能ください。

ひご堪能ください。

い。

食感、柿本来の甘みが存分に味わえる人気の

賞味期限：製造日より730日

賞味期限：製造日より730日

※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影響ご

高い品種です。※画像はイメージです。※生

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

※直射日光を避け、常温で保存してくださ

ざいません(お礼品写真は採蜜時期により多少 育状況によりお届け時期が多少前後する場合

い。

い。

の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)してい

がございます。

※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影響ご

※蜂蜜は白く結晶化しますが品質には影響ご

ただくと戻ります。

※本来は、種なし品種となっておりますが、

ざいません(お礼品写真は採蜜時期により多少 ざいません(お礼品写真は採蜜時期により多少 ※1歳未満のお子様には与えないでください。 わずかに種が入る場合があります。
の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)してい

の濃淡がございます)。湯煎(50℃程度)してい

ただくと戻ります。

ただくと戻ります。

※画像はイメージです。

※果皮に傷や多少の黒ずみが見受けられる訳
あり品ですが、品質には問題ありません。

※1歳未満のお子様には与えないでください。 ※1歳未満のお子様には与えないでください。 【容量】

※到着後はできるだけお早めにお召し上がり

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

ください。

【容量】

【容量】峠の蜂蜜〔180g〕×2本

峠の蜂蜜〔180g〕×3本

【容量】約7.5kg
【申込可能期間】2021/12/01～2022/9/30

峠の蜂蜜〔180g〕)

【配送】2022/9月下旬頃～2022/10月下旬頃

【2612-1822】
[ご家庭用わけあり] 和歌山秋の味覚 富有柿 約7.5kg

寄附額

【2612-1733】
紀州和歌山産の桃 約1.8kg 化粧箱入

17,000 寄附額

【2612-1734】

【2612-1735】
紀州和歌山有田産ポンカン 5kg

紀州和歌山有田産ゆら早生みかん 5kg

14,000 寄附額

12,000 寄附額

14,000

【先行予約受付】お届けは2022年11月上旬以

【先行予約】【数量限定】

【先行予約】

★先行予約

降になります。

とろける舌触り、お口に運ぶと、甘くて

★お届けは2022年10月中旬以降★

【申込受付期間】2022/3/15～2023/1/25

富有柿のたっぷりの果肉と甘い果汁は秋を感

ジューシーな果汁がお口の中いっぱいに広が

温州みかんの出始めの時期、外皮が青いまま

【配送期間】2023年2月上旬～2023年2月中旬

じる至福の味です。

ります。

収穫される「極早生品種」の中において、糖

頃

※画像はイメージです。

度が高めの品種。程良い酸味にしっかりとし

賞味期限：出荷日より6日

※画像はイメージです。

※新鮮なうちにできるだけお早めにお召し上

た甘さでみかんのコクが存分に味わえます。

※画像はイメージです。※到着後はなるべく

※生育状況によりお届け時期が多少前後する

がりください。

※画像はイメージです。

涼しく風通しの良い場所で保管下さい。

場合がございます。

※発送予定日が多少前後する場合がございま

※到着後はなるべく涼しく風通しの良い場所

※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

※果皮に傷や多少の黒ずみが見受けられる訳

す。あらかじめご了承ください。

で保管下さい。

合がございますが、品質上問題ございません

あり品ですが、品質には問題ありません。

※お召し上がりの2～3時間前に冷蔵庫(野菜室) ※果皮に多少のキズやしわ、しみ等のある場

ので、安心してお召し上がりください。

※到着後はできるだけお早めにお召し上がり

などで冷やしてから食べるのがおすすめで

合がございますが、品質上問題ございません

※果肉に種がありますのでご注意ください。

ください。

す。

ので、安心してお召し上がりください。

【容量】5kg

【容量】約1.8kg

【容量】5kg

【申込受付期間】2021/3/1～2021/6/30

【申込可能期間】2021/11/1～2022/9/30

【配送期間】2021年6月下旬より順次発送

【配送期間】2022/10月中旬～2022/10月下旬

【申込可能期間】2021年12/15～2022年11/10
【容量】約7.5kg
【配送期間】2022/11月上旬～2022/12月上旬頃まで

頃

【2612-1812】

【2612-1813】

はちみつ梅干し1kg[大玉]3Lサイズ 紀州南高梅 (化粧箱入)

はちみつ梅干し1kg[中玉]2Lサイズ 和歌山産(化粧箱入)

寄附額

14,000 寄附額

【2612-1814】

【2612-1815】

甘口田舎梅干し1kg[大玉]3Lサイズ 紀州南高

甘口田舎梅干し1kg[中玉]2Lサイズ 紀州南高梅 (化粧箱入)

14,000 寄附額

14,000 寄附額

14,000

厳選された紀州南高梅を原料に、梅干し本来

厳選された紀州南高梅を原料に、梅干し本来

厳選された紀州南高梅を原料に、酸っぱさ、

厳選された紀州南高梅を原料に、酸っぱさ、

の美味しさが残るギリギリまで減塩。

の美味しさが残るギリギリまで減塩。

しょっぱさを、グーンと抑えたこの一品。

しょっぱさを、グーンと抑えたこの一品。

2粒、3粒と、ついつい手が伸びるお味に仕上

2粒、3粒と、ついつい手が伸びるお味に仕上

がっております。

がっております。

塩分：8%

塩分：8%

賞味期限：発送日から180日

賞味期限：発送日から180日

直射日光を避け、常温で保存してください。

直射日光を避け、常温で保存してください。

開封後は、お早めにお召し上がりください。

開封後は、お早めにお召し上がりください。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

とても柔らかい果実なので、うめぼしの選

とても柔らかい果実なので、うめぼしの選

別・箱詰めは機械を使わず全て手作業。

別・箱詰めは機械を使わず全て手作業。

ていねいに丁寧に仕上げていきます。

ていねいに丁寧に仕上げていきます。

紀州みなべ産・田辺産の最高級“南高梅”のみを 紀州みなべ産・田辺産の最高級“南高梅”のみを
原料としています。

原料としています。

塩分：8%

塩分：8%

賞味期限：発送日から180日

賞味期限：発送日から180日

直射日光を避け、常温で保存してください。

直射日光を避け、常温で保存してください。

開封後は、お早めにお召し上がりください。

開封後は、お早めにお召し上がりください。

※画像はイメージです。
【容量】紀州産南高梅はちみつ梅干し

※画像はイメージです。
【容量】紀州産南高梅はちみつ梅干し

【容量】紀州産南高梅甘口田舎梅干し

【容量】紀州産南高梅甘口田舎梅干し

1kg[大玉]3Lサイズ

1kg[中玉]2Lサイズ

1kg[大玉]3Lサイズ

1kg[中玉]2Lサイズ

【2612-1816】

【2612-1817】

【2612-1818】

【2612-1819】

甘口しそ梅干し1kg[大玉]3Lサイズ 紀州南高梅 (化粧箱入)

甘口しそ梅干し1kg[中玉]2Lサイズ 紀州南高梅 (化粧箱入)

しそかつお梅干し1kg[大玉]3Lサイズ 紀州南高梅

しそかつお梅干し1kg[中玉]2Lサイズ 紀州南高梅

寄附額

14,000 寄附額

14,000 寄附額

14,000 寄附額

14,000

厳選された紀州南高梅を原料に、梅干し本来

厳選された紀州南高梅を原料に、梅干し本来

かつお節の旨味と、しその持つさわやかな香

かつお節の旨味と、しその持つさわやかな香

の美味しさが残るギリギリまで減塩。

の美味しさが残るギリギリまで減塩。

りのバランスが人気。

りのバランスが人気。

まろやかな甘さと梅本来の風味。

まろやかな甘さと梅本来の風味。

お食事にもお酒の肴としてもぴったりです。

お食事にもお酒の肴としてもぴったりです。

塩分：8%

塩分：8%

とても柔らかい果実なので、うめぼしの選
塩分：8%

別・箱詰めは機械を使わず全て手作業。
ていねいに丁寧に仕上げていきます。

賞味期限：発送日から180日

紀州みなべ産田辺産の上質な“南高梅”のみを原 賞味期限：発送日から180日

賞味期限：発送日から180日

料としています。
【注意事項】

塩分：8%

直射日光を避け、常温で保存してください。

賞味期限：発送日から180日

開封後は、お早めにお召し上がりください。
※画像はイメージです。

直射日光を避け、常温で保存してください。

直射日光を避け、常温で保存してください。

直射日光を避け、常温で保存してください。

開封後は、お早めにお召し上がりください。

開封後は、お早めにお召し上がりください。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

開封後は、お早めにお召し上がりください。
【容量】紀州産南高梅甘口しそ梅干し

※画像はイメージです。
【容量】紀州産南高梅甘口しそ梅干し

【容量】紀州産南高梅しそかつお梅干し

【容量】紀州産南高梅しそかつお梅干し

1kg[大玉]3Lサイズ

1kg[中玉]2Lサイズ

1kg[大玉]3Lサイズ

1kg[中玉]2Lサイズ

【2612-1820】

【2612-1745】

【2612-1787】

【2612-1747】

白干し梅干し1kg[中玉]2Lサイズ 紀州南高梅

プレミアムジェラート／ミルク12個セット

プレミアムジェラート／濃い抹茶12個セット

プレミアムジェラート／チョコレート12個セット

寄附額

14,000 寄附額

梅の果実と塩だけで漬けあげた、昔ながらの

17,000 寄附額

濃厚でクリーミーなミルクジェラート。

21,000 寄附額

京都産の宇治抹茶をたっぷり使用。鮮やかな

17,000

フランスのチョコレート3種類をオリジナルブ

すっぱいしょっぱい白干し梅干し(しらぼしう ミルク本来の自然な甘さをお楽しみいただけ

緑色のジェラートです。(香料、着色料不使用) レンド。

めぼし)。

ます.後味はしつこくなくあっさりとしてい

抹茶の旨味、渋みを存分に味わえる贅沢な一

濃厚なチョコレートを味わっていただける

て、食べやすい1品。

品。

ジェラートです。

塩分：18～20%

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

子供にも人気のフレーバー、ご家族でお楽し

※掲載画像はイメージです。
賞味期限：発送日から180日

みいただけます。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

【注意事項】

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

がございます。

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

※掲載画像はイメージです。

※掲載画像はイメージです。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合
がございます。

直射日光を避け、常温で保存してください。

【容量】

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

開封後は、お早めにお召し上がりください。

100ml×12個(ミルク)

がございます。

※画像はイメージです。

【容量】
100ml×12個(チョコレート)

【容量】紀州産南高梅白干梅干し

【容量】

1kg[中玉]2Lサイズ

100ml×12個(濃い抹茶)

【2612-1748】

【2612-1749】

【2612-1750】

【2612-1751】

プレミアムジェラート／天然塩12個セット

プレミアムジェラート／湯浅醤油12個セット

プレミアムジェラート／南高梅ソルベ12個セット

プレミアムジェラート／ほうじ茶12個セット

寄附額

17,000 寄附額

17,000 寄附額

17,000 寄附額

17,000

和歌山県産【釜炊きの天然塩】を使用した、

『最初の一滴』醤油醸造の発祥の地 湯浅(ゆあ 和歌山県産「紀州産南高梅(なんこううめ)」を ほうじ茶の味わいがしっかりとしていて、お

しおミルクジェラート。

さ)和歌山県産【湯浅しょうゆ】を使ったプレ 使用した、プレミアムソルベ。

茶ならではの後味が、あっさり・さっぱりと

塩がミルクの甘みを引き立ててくれ、一度食

ミアムジェラート。

南高梅ならではの甘みを感じられる一品。

している、ほうじ茶ジェラートです。

べると癖になるジェラートに仕上げました。

一口食べるとふわっと醤油の風味が広がりま

後味がさっぱりしているため夏場のデザート

あまじょっぱい美味しさをお楽しみいただけ

す。

にぴったりな梅シャーベットです。

ます。

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

※掲載画像はイメージです。

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

※掲載画像はイメージです。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

※掲載画像はイメージです。

がございます。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

がございます。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

がございます。

※掲載画像はイメージです。

がございます。
【容量】

【容量】
100ml×12個(天然塩)

100ml×12個(湯浅醤油)

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

【容量】
100ml×12個(ほうじ茶)

【容量】
100ml×12個(南高梅シャーベット)

【2612-1752】

【2612-1753】

【2612-1754】

【2612-1755】

プレミアムジェラート／純黄金12個セット

プレミアムジェラートミルク・チョコレート・濃い抹茶3種

プレミアムジェラート／チョコ・濃い抹茶・ほうじ茶3種

プレミアムジェラート／12個詰め合わせセット(6種類×2個)

寄附額

17,000 寄附額

17,000 寄附額

17,000 寄附額

大人の味わいを楽しめるチョコレート・濃い

17,000

果汁100%ストレート和歌山みかんジュース

濃厚な味わいを楽しめるミルク・チョコレー

ミルク、チョコレート、濃い抹茶、湯浅醤

「純黄金」を使用した、プレミアムジェラー

ト・濃い抹茶の定番3種類のジェラートを詰め 抹茶・ほうじ茶の3種類のジェラート詰め合わ 油、天然塩、南高梅ソルベの6種類のジェラー

ト。本物のみかんを食べているような、濃厚

合わせました。

せです。

トを詰め合わせました。

さっぱりとしたみかんシャーベットです。夏

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

場のデザートにぴったり。

※掲載画像はイメージです。

※掲載画像はイメージです。

※掲載画像はイメージです。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

がございます。

がございます。

がございます。

お届けの品のラベルイメージなど異なる場合

【容量】

【容量】

100ml×12個

がございます。

100ml×12個

100ml×12個

(ミルク2個・チョコレート2個・濃い抹茶2

【容量】

(ミルク4個・チョコレート4個・濃い抹茶4個) (チョコレート4個・濃い抹茶4個・ほうじ茶4

なみかんの味をお楽しみいただけます。

※要冷凍 -18℃以下で保存してください。
※掲載画像はイメージです。

【容量】

100ml×12個(純黄金シャーベット)

個)

個・湯浅醤油2個・天然塩2個・南高梅シャー
ベット2個)

【2612-1756】

【2612-1810】

【2612-1811】

【2612-1759】

弘法大師伝承高野紙の文香セット

訶梨勒風 無病息災祈願の掛け飾り「清め香チャーム」

護摩焚きの祈願灰を入れた厄除け開運の筥迫風お香守り

紀州塗箱 網代模様仕上胡麻＆大納言 ハーフサイズセット

寄附額

12,000 寄附額

37,000 寄附額

17,000 寄附額

10,000

聖地高野山より、漉き手の減少により大変希

聖地高野山よりお届け！奥之院御廟の霊木を

高野山清浄心院 池口恵観住職が護摩堂「鳳凰

日本初！高野山発の精進デニッシュが誕生し

少になった高野紙の文香を、水引をあしらっ

希少な高野紙でお包みしたお守りを忍ばせ、

奏殿」の不動明王の炎とともに「護摩行」に

ました。※そのままでも美味しく召し上がっ

た高野紙のポチ袋に入れてお届けいたしま

天然の香原料を100%使用したお香チャーム。 て焚かれた祈願護摩灰を浄化作用のあるお香

ていただけますが、軽くトーストしますと風

す。絵柄：松・宝珠・雲

※お色はお任せになります。あらかじめご了

と一緒に調合し、丁寧に手作りした厄除け開

味や香りが増しておすすめです。※1袋あた

※すべて手作りのため、デザインや大きさに

承ください。ご希望がございましたら、備考

運香守りです。

り、4枚スライス入り※製造元はデニッシュパ

多少ばらつきのあることがございます。

欄に、女性用／男性用／ご使用の方のご年齢

※お香はすべて天然香原料を使用しているた

／暖色系／寒色系などをご記載ください。※

※お色はお任せになります。あらかじめご了

め、時間の経過とともに香りが変化していき

すべて手作りのため、デザインや大きさに多

承ください。ご希望がございましたら、備考

ます。※高温多湿を避けて保管してくださ

少ばらつきのあることがございます。※お香

欄に、黒系／赤系／茶系／紫系／ピンク系の

い。※画像はイメージです。

はすべて天然香原料を使用しているため、時

うちご希望の色味をご記載ください。

【容量】

間の経過とともに香りが変化していきます。

※すべて手作りのため、デザインや大きさに

【容量】精進デニッシュハーフサイズセッ

◆高野紙の文香(縦：約5.8cm×横：約4cm)5

※高温多湿を避けて保管してください。※画

多少ばらつきのあることがございます。

ト・胡麻(4枚スライス)1個・大納言(4枚スライ

個◆高野紙のポチ袋(縦：約11cm×横：約

像はイメージです。

※高温多湿を避けて保管してください。

ス)1個

7cm)1個

【容量】清め香チャーム×2個全体の⾧さ(約

※画像はイメージです。
【容量】筥迫風厄除け開運香守り×2個

23cm)巾着の大きさ(縦：約6.5cm×横：約

(縦：約3.5cm×横：約6.5cm)

5.5cm)

【2612-1760】
精進デニッシュ ・胡麻＆柚子胡麻 ハーフサイズセット

寄附額

ンで有名な「アンデ社」で、弊社オリジナル

【2612-1761】

【2612-1762】

精進デニッシュ 【胡麻＆柿 ハーフサイズセット】

精進デニッシュ 【ハーフサイズ4種セット】

10,000 寄附額

10,000 寄付額

の特別発注品です。
賞味期限：発送日から10日

【2612-1763】
蜂蜜漬 峠プレミアム小瓶2種セット

18,000 寄附額

11,000

日本初！高野山発の精進デニッシュが誕生し

日本初！高野山発の精進デニッシュが誕生し

日本初！高野山発の精進デニッシュが誕生し

賞味期限：製造日より1年

ました。※そのままでも美味しく召し上がっ

ました。

ました。光沢のある漆黒の紀州塗箱に精進デ

※1歳未満のお子様には与えないでください。

ていただけますが、軽くトーストしますと風

ニッシュを入れてお届けします。

味や香りが増しておすすめです。

【容量】
賞味期限：発送日から10日

【峠プレミアム 萌】70g×1本
賞味期限：発送日から10日

賞味期限：発送日から10日
【容量】精進デニッシュハーフサイズセッ

【容量】

蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・アーモンド・ヘー
ゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ

精進デニッシュハーフサイズセット

【容量】

・胡麻(4枚スライス)1個

精進デニッシュハーフサイズセット

【峠プレミアム 映】75g×1本

ト・胡麻(4枚スライス)1個・柚子胡麻(4枚スラ ・柿(4枚スライス)1個

・胡麻(4枚スライス)1個

蜂蜜(和歌山県産)・白いちじく・黒いちじく・

イス)1個

・大納言(4枚スライス)1個

グリーンレーズン・クコ

・柚子胡麻(4枚スライス)1個
・柿(4枚スライス)1個

【2612-1764】
蜂蜜漬 峠プレミアム小瓶2種セット

寄付額

【2612-1765】

【2612-1766】

【2612-1767】

ナッツの蜂蜜漬 峠プレミアム小瓶2種セット

はちみつ仕立て「極」12包 大粒の紀州南高梅 梅干し

はちみつ仕立て「極」20包 大粒の紀州南高梅 梅干し

11,000 寄附額

賞味期限：製造日より1年

11,000 寄附額

賞味期限：製造日より1年

12,000 寄附額

17,000

1粒1粒、心をこめて包まれた大粒の梅干し

1粒1粒、心をこめて包まれた大粒の梅干し

※1歳未満のお子様には与えないでください。 ※1歳未満のお子様には与えないでください。 は、すっぱさを押さえたまろやかさな味。

は、すっぱさを押さえたまろやかさな味。

【容量】

【容量】

【峠プレミアム 萌】70g×1本

【峠プレミアム 萌】70g×1本

ジューシーな梅の果肉とはちみつの甘みが互

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%)

いを引き立たせます。(塩分約8%)

蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・アーモンド・ヘー 蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・アーモンド・ヘー 賞味期限：製造日より2年
ゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ

ゼルナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ

【峠プレミアム 玄】75g×1本

【峠プレミアム 爛】70g×1本

賞味期限：製造日より2年

【容量】

【容量】

紀州南高梅(はちみつ仕立て)12粒

紀州南高梅(はちみつ仕立て)20粒

蜂蜜(和歌山県産)・ピスタチオ・カカオニブ・ 蜂蜜(和歌山県産)・くるみ・ヘーゼルナッツ・
クランベリー・ブルーベリー

ピーカンナッツ・ピスタチオ・カカオニブ・
クランベリー

【2612-1768】
甘仕立て「喜」570g

寄附額

【2612-1769】

【2612-1770】

【2612-1771】

甘仕立て「勝」1000g(塩分を10%まで減塩)

濃い2和歌山県の柑橘じゃばら飴 3袋

和歌山県の柑橘じゃばらパウダー 100g

12,000 寄附額

17,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

甘味・酸味・塩分を絶妙に調整し、梅本来の

甘味・酸味・塩分を絶妙に調整し、梅本来の

和歌山県産の「柑橘じゃばら」の果皮からと

「じゃばら」とは、ゆずやレモン、カボスの

味と風味を十分にお楽しみいただける勝僖梅

味と風味を十分にお楽しみいただける勝僖梅

れた、フラボノイドの1種「ナリルチン」が最 仲間で香酸柑橘の一種です。

創業以来の味です。

創業以来の味です。

も多く含まれる微粉(パウダー)を、特殊製法に 爽やかな香りと酸味、まろやかな旨味のバラ

塩分を10%まで減塩し。

塩分を10%まで減塩し。ごはんによく合う梅干 より飴の中にセンターインしました。

ごはんによく合う梅干しに仕上げました。

しに仕上げました。

ンスが絶妙なじゃばらには「ナリルチン」が

ナリルチンの成分は、アレルギーI型(花粉症・ 多く含有されており、含有量はカボスの約27
アトピー等)を抑制する効果があると言われて 倍、ゆずの約6.5倍とも言われております。

賞味期限：製造日より2年
賞味期限：製造日より2年

おり、効果に対する1日の摂取量は2粒となり

ナリルチンには、アレルギーI型(花粉症・アト

ます。

ピー等)を抑制する効果が期待されるとして近

【容量】

花粉の季節のお助け役。一日2粒で快適生活を 年注目を浴びており、ナリルチンの他、ビタ

紀州南高梅(甘仕立て)1000g

サポート。

ミンA・B1・B2・C、カロチン等も含まれ栄養

【容量】

豊富です。

紀州南高梅(甘仕立て)570g

【2612-1772】
和歌山県の柑橘じゃばら果汁 300ml

寄附額

【2612-1773】
有田みかんの味皇720ml×3本

12,000 寄附額

賞味期限：製造日より1年

賞味期限：製造日より1年

【容量】150g×3袋

【容量】100g/縦210×横117×奥行15mm

【2612-1774】
有田みかんの味皇180ml×12本

12,000 寄附額

【2612-1775】
有田みかんの和α(アルファ)720ml×3本

12,000 寄附額

12,000

「じゃばら」とは、ゆずやレモン、カボスの

こだわりの和歌山産有田みかんのみを集めま

こだわりの和歌山産有田みかんのみを集めま

こだわりの和歌山産有田みかんのみを集め、

仲間で香酸柑橘の一種です。

した。本物を作りたいと有田みかん農家が集

した。本物を作りたいと有田みかん農家が集

「味皇」というブランドを誕生させました。

爽やかな香りと酸味、まろやかな旨味のバラ

まり、「味皇」というブランドを誕生させま

まり、「味皇」というブランドを誕生させま

「有田みかんの和α」はその姉妹ブランドで

ンスが絶妙なじゃばらには「ナリルチン」が

した。

した。

す。

多く含有されており、含有量はカボスの約27

■保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保

■保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保

■保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保

倍、ゆずの約6.5倍とも言われております。

存してください。

存してください。

存してください。

■注意事項

■注意事項

■注意事項

・本品製造工場では、桃を含む製品を製造し

・本品製造工場では、桃を含む製品を製造し

・本品製造工場では、桃を含む製品を製造し

ています。・果汁成分が沈殿することがあり

ています。・果汁成分が沈殿することがあり

ています。・果汁成分が沈殿することがあり

【容量】300ml

ますが、品質には問題ありません。・内容分

ますが、品質には問題ありません。・内容分

ますが、品質には問題ありません。・内容分

縦210×横55×奥行55mm

が膨張し容器が破損する場合がありますの

が膨張し容器が破損する場合がありますの

が膨張し容器が破損する場合がありますの

で、凍らせないでください。・びんはワレモ

で、凍らせないでください。・びんはワレモ

で、凍らせないでください。・びんはワレモ

ノですので丁寧にお取扱いください。・開封

ノですので丁寧にお取扱いください。・開封

ノですので丁寧にお取扱いください。・開封

賞味期限：製造日より1年

前によく振ってお召し上がりください。・開
【容量】うんしゅうみかんジュース(ストレー 前によく振ってお召し上がりください。・開
【容量】うんしゅうみかんジュース(ストレー 前によく振ってお召し上がりください。・開
【容量】うんしゅうみかんジュース(ストレー
ト) 720ml×3本

ト) 180ml×12本

ト) 720ml×3本

【2612-1776】
有田みかんの和180ml×12本

寄附額

【2612-1777】
田村みかん約5kg

12,000 寄附額

【2612-1781】

【2612-1782】

[熊野牛] 紀州ソーセージ 晩酌のおともセット

[熊野牛] 紀州ごちそうオードブルセット

14,000 寄附額

17,000 寄附額

21,000

こだわりの和歌山産有田みかんのみを集め、

★数量限定★

和歌山で創業し、約60年。安心・安全を第一

和歌山で創業し、約60年。安心・安全を第一

「味皇」というブランドを誕生させました。

★先行予約受付★お届けは2021年12月中旬以

に、飲食店をはじめ病院や福祉施設、学校な

に、飲食店をはじめ病院や福祉施設、学校な

「有田みかんの和」はその姉妹ブランドで

降になります。

ど800以上の取引先を通じ、多くの方々に毎日 ど800以上の取引先を通じ、多くの方々に毎日

す。

日本一のみかん産地の和歌山県。

新鮮な素材を提供しています。和歌山の風土

新鮮な素材を提供しています。和歌山の風土

■保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保

湯浅町田村のみかんは昔から「田村みかん」

で育まれた良質な素材からハムやソーセージ

で育まれた良質な素材からハムやソーセージ

存してください。

と呼ばれ、最高峰の誇りを胸に栽培していま

に最適な素材を⾧年の経験をもつ職人が選

に最適な素材を⾧年の経験をもつ職人が選

■注意事項

す。

別。

別。

・本品製造工場では、ももを含む製品を製造

■注意事項

※離島へのお届けはできません。

※離島へのお届けは出来ません。

しています。・果汁成分が沈殿することがあ

・天候不順、生産状況により出荷・発送まで

りますが、品質には問題ありません。・凍ら

に時間がかかる場合があります。

【容量】

【容量】

せないでください。内容分が膨張し、容器が

・保管方法：箱から出し、日陰で涼しい場所

・熊野牛ソーセージ(120g)×2

・熊野牛ソーセージ(120g)×2

破損する場合があります。・びんはワレモノ

で保管してください。

・紀州山椒ウインナー(120g)×2

・紀州山椒ウインナー(120g)×2

です。丁寧にお取扱いください。・開封前に

・⾧期保管はなるべく避けて、お早目にお召

・紀州山椒フランク(100g)×2

・紀州山椒フランク(100g)×2

よく振ってお召し上がりください。・開封後
【容量】うんしゅうみかんジュース(ストレー し上がりいただくことをお勧めします。
【申込可能期間】2021/3/1/～2021/12/25/

・あらびきウインナー(120g)×1
・みかんどりハーブフランク(100g)×2

・あらびきウインナー(120g)×2
・熊野牛ガーリックフランク(100g)×2

ト) 180ml×12本

・熊野ポークあらびきフランク(100g)×1

・熊野ポークあらびきフランク(100g)×1

【配送】2021年12月中旬以降

【2612-1783】
[熊野牛] 紀州グリルプレートセット

寄附額

【2612-1784】

【2612-1785】

【2612-1786】

[熊野牛] 紀州ジューシーソーセージセット

熊野牛・職人の手造り「生」ハンバーグ 10個セット

大き目6号！ガレット・デ・ロワ with 峠プレミアム

21,000 寄附額

12,000 寄附額

21,000 寄附額

17,000

和歌山で創業し、約60年。安心・安全を第一

和歌山で創業し、約60年。安心・安全を第一

和歌山のおいしい水と空気で自然豊かな中

大き目6号！ガレット・デ・ロワ with 峠プレ

に、飲食店をはじめ病院や福祉施設、学校な

に、飲食店をはじめ病院や福祉施設、学校な

育った熊野牛は肉質がきめ細やかで柔らか

ミアム「玄」～ナッツ・ドライフルーツの蜂

ど800以上の取引先を通じ、多くの方々に毎日 ど800以上の取引先を通じ、多くの方々に毎日 く、肉そのものが風味豊かで和歌山のブラン

蜜漬～

新鮮な素材を提供しています。和歌山の風土

新鮮な素材を提供しています。和歌山の風土

ド牛として不動の人気を築いています。

で育まれた良質な素材からハムやソーセージ

で育まれた良質な素材からハムやソーセージ

その熊野牛の赤身を100%使用したフレッシュ ガレット・デ・ロワは、フランスで新年のお

に最適な素材を⾧年の経験をもつ職人が選

に最適な素材を⾧年の経験をもつ職人が選

な生ハンバーグをお届けします。

祝いに欠かせない伝統菓子。

別。

別。

熊野牛独特の芳醇な香りをお楽しみくださ

【賞味期限】

※離島へのお届けは出来ません。

※離島へのお届けは出来ません。

い。

［ガレット・デ・ロワ］冷凍30日(別途商品ラ

※離島へのお届けはできません。

ベルに記載)
［峠プレミアム玄］製造日より1年(別途商品ラ

【容量】

【容量】

【容量】

・熊野牛ハンバーグ ステーキソース・味付け

・熊野牛ソーセージ(120g)×1

熊野牛のハンバーグ(ステーキソース・味付け ベルに記載)

スパイス付き (130g)×5

・紀州山椒ウインナー(120g)×2

スパイス付) 10個

・熊野ポークハンバーグ ステーキソース・味

・紀州山椒フランク(100g)×2

※蜂蜜は1歳未満のお子様には与えないでくだ

付けスパイス付き(130g)×2

・あらびきウインナー(120g)×1

さい。
【容量】【ガレット・デロワ】直径約18cm
【峠プレミアム「玄」】25g

【2612-1808】

【2612-1193】

【2612-1194】

【2612-1823】

ブリヂストンゴルフボール TOUR B XSホワイト

【和歌山県産】香り高く希少な国産！ 松茸 200g

【和歌山県産】香り高く希少な国産！ 松茸 300g

［ご家庭用わけあり] 平核無柿 約3.5kg

寄附額

47,000 寄附額

80,000 寄附額

120,000 寄附額

12,000

ブリヂストンゴルフボールTOUR B XS(ツアー 和歌山県富貴地区の松茸は芳醇な香り高く、

和歌山県富貴地区の松茸は芳醇な香り高く、

【先行予約】お届けは2022年9月下旬以降にな

ビー エックスエス)

古くから京阪神の料亭などで高く評価して頂

古くから京阪神の料亭などで高く評価して頂

ります。甘みが強く果汁も豊富で、果肉が硬

スピンとソフトフィール性能。

いております。

いております。

くなくそれでいて柔らかすぎず程よい食感、

プロが要求するトータルパフォーマンスが更

すき焼きに焼き松茸に土瓶蒸し、紀の国自慢

すき焼きに焼き松茸に土瓶蒸し、紀の国自慢

柿本来の甘みが存分に味わえる人気の高い品

に進化。

の松茸是非ご賞味ください。

の松茸是非ご賞味ください。

種です。

■フェースに吸い付くソフトな打感

本お礼品は、冷蔵にて配送致します。

本お礼品は、冷蔵にて配送致します。

※生育状況によりお届け時期が多少前後する

■ショートゲームでの安定した高いスピン性

風味豊かな商品ですので、お届け直後すぐが

風味豊かな商品ですので、お届け直後すぐが

場合がございます。

能

一番美味しく頂けます。

一番美味しく頂けます。

※本来は、種なし品種となっておりますが、

保存される場合はキッチンペーパーなどにく

保存される場合はキッチンペーパーなどにく

わずかに種が入る場合があります。

るみ冷蔵庫内の風の当たらない所で保存する

るみ冷蔵庫内の風の当たらない所で保存する

※果皮に傷や多少の黒ずみが見受けられる訳

と良いです。

と良いです。

あり品ですが、品質には問題ありません。

【申込可能期間】2021/9/1～2021/10/5

賞味期限：発送日より4日
【申込可能期間】2021/09/01～2021/10/5

ください。賞味期限：出荷日より6日
【申込可能期間】2021/12/1～2022/9/30

※画像はイメージです。

※到着後はできるだけお早めにお召し上がり
【容量】2ダース(1ダース12個入り)

【配送期間】2022年9月下旬より順次発送

【2612-1824】

【2612-1826】

【2612-1827】

【2612-1828】

[ご家庭用わけあり] 和歌山秋の味覚 富有柿 約3.5kg

高野槙飴 (65g) 3袋セット

槙爽香。～しんそうか～ 高野槙の香り入浴剤 10個セット

槙爽香。～しんそうか～ 高野槙の香り入浴剤 5個セット

寄附額

12,000 寄附額

4,000 寄附額

8,000 寄附額

4,000

【先行予約】

高野山を代表する世界三大美樹の一つ「高野

高野山を代表する世界三大美樹の一つ「高野

高野山を代表する世界三大美樹の一つ「高野

お届けは2022年11月上旬以降になります。

槙」をミントと合わせて、すっきり爽やかな

槙」を入浴剤に！

槙」を入浴剤に！

富有柿のたっぷりの果肉と甘い果汁は、秋を

キャンディに！高野山の森をイメージした清

感じる至福の味。

涼感のある香りと風味で、マスク装着時のお

高野山の森をイメージした清涼感のある香り

高野山の森をイメージした清涼感のある香り

和歌山県が誇る高級ブランド柿で、柿の中で

口もすっきり爽快に！

で、ご自宅のお風呂にて聖地高野山の森林浴

で、ご自宅のお風呂にて聖地高野山の森林浴

気分を味わえます。

気分を味わえます。

も人気の高い柿です。
※画像はイメージです。

【容量】

ばらまき用ギフトや、ご自宅用にたっぷり使

ばらまき用ギフトや、ご自宅用にたっぷり使

※生育状況によりお届け時期が多少前後する

高野槙飴(65g)×3袋

いたい方にもオススメです！

いたい方にもオススメです！

場合がございます。

高野山の聖地奥之院参道には高野槙が多く自

高野山の聖地奥之院参道には高野槙が多く自

※果皮に傷や多少の黒ずみが見受けられる訳

生しており、湯舟で奥之院を散策しているよ

生しており、湯舟で奥之院を散策しているよ

あり品ですが、品質には問題ありません。

うなさわやかな清涼感を感じられます。

うなさわやかな清涼感を感じられます。

ください。賞味期限：出荷日より6日

お湯の色：高野山の雲海をイメージした乳白

お湯の色：高野山の雲海をイメージした乳白

【申込期間】2021/12/15～2022/10/31

色
【容量】《浴用化粧料》槙爽香。(30g)

色
【容量】《浴用化粧料》槙爽香。(30g)

【配送】2022年11月上旬より順次発送

10個セット

5個セット

※到着後はできるだけお早めにお召し上がり

【2612-1829】

【2612-1830】

【2612-1831】

【2612-1833】

和歌山 じゃばら うめ酒 720ml 1本

「和歌山 じゃばら うめ酒」と「じゃばらドライフルーツ」

じゃばらドライフルーツ 40g 5袋

紀州かつらぎ山の食べやすい干し柿 化粧箱入 25g×10個

寄附額

11,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000 寄附額

12,000

土壌からこだわって作った香壌栽培の完熟梅

「和歌山じゃばらうめ酒」は、土壌からこだ

果皮にフラボノイドが含まれており、なかで

★先行予約受付

を熟成させ、「和三盆糖」で甘味のバランス

わった完熟南高梅で作った「石神の梅酒」を

もナリルチン成分は健康食品の分野で注目さ

★配送開始は2023年1月上旬以降

を調整した梅酒。

使用しております。

れています。

【申込期間】

それに独特の苦味を出さない丁寧な搾汁方法

和三盆糖を加え、やさしい甘さを感じる梅酒

こちらのナルリッチは強い苦みがあり、食用

2022年2月1日～2022年12月31日

により、まろやかなじゃばら果汁だけを抽出

に、柚子やスダチのような柑橘で、まろやか

に向かないじゃばらの皮を、和歌山工業高等

和歌山県かつらぎ町特産のひらたねなし柿を

し、絶妙な割合で配合しております。

な風味が特徴の「じゃばら」を加えた自慢の

専門学校との共同開発により製品化したオリ

食べやすいサイズにカットして、丁寧に干し

逸品です。

ジナルブランドです。

上げました。お茶請うけに、おやつに、つま

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

みやすいのでドライブのお供にも最適です。

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。

賞味期限：製造日より180日

楽しいひとときにぜひお召し上がりくださ

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま

い。

す。未成年者のお申込みはご遠慮ください。
■賞味期限：発送日より約6ヶ月
※直射日光及び高温多湿を避けて保存してく
【容量】720ml×1本

【容量】梅酒720ml×1本

ださい。
【容量】

【容量】ドライフルーツ40g×5袋

ドライフルーツ40g×5袋

25g×10個

【2612-1834】

【2612-1835】

国産塩さばフィレ24枚入 (真空パック入)

天然紅サケ1kg ＆ 国産塩さばフィレ6枚

寄附額

17,000 寄附額

【2612-1838】
紀州和歌山の棒鯖寿司 2本

17,000 寄附額

【2612-1839】
粉山椒・ゆず一味缶の詰合せ

17,000 寄附額

7,000

肉厚な脂ノリの良い旬のさばをフィレにしま

《天然紅サケ》

全国流通を叶えたい一心で、10年の歳月をか

★国産原料のみ使用★

した。塩水にじっくり漬け込み、やさしい塩

甘口仕立てで身がとても柔らかく、口の中で

けて品質劣化をしない高度な冷凍技術を開発

【粉山椒】日本一の産地、和歌山県産ぶどう

味に仕上げました。程よい塩味とジューシー

とろけるような食感にコクのある甘味が特徴

し、自然解凍するだけでおいしく食べられる

山椒を100%使用。収穫初期の緑色の鮮やかな

な脂でご飯がすすみます！

です！

職人の技が詰まった冷凍寿司を完成させまし

山椒を乾燥し、粉砕時に熱がかからないよう

半身のフィレを2枚ずつ真空パックになってい 《国産塩さばフィレ》

た。

に石臼にて粉砕しており、他の山椒よりフ

ますのでお手軽に料理しやすい万能さばで

肉厚な脂ノリの良い旬のさばをフィレにしま

また、本商品は、プレミア和歌山推奨品 審査

レッシュな味わいです。《消費期限》製造日

す。

した。塩水にじっくり漬け込み、やさしい塩

委員特別賞をいただいております。

より6ヶ月

焼き物に、煮魚に。

味に仕上げました。

一度食べると癖になるほど、おいしいお寿司

■消費期限：商品到着日より60日

■消費期限：商品到着日より60日

です。

【ゆず一味】ゆずは和歌山県産、唐辛子は鹿

※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存し、お早め ※解凍後は要冷蔵(10℃以下)で保存し、お早め 洗練された寿司職人のお味を、是非とも一

児島県喜界島産を使用。唐辛子の辛みの中

にお召し上がりください。

にお召し上がりください。

度、ご賞味ください。

に、柚子の爽やかな柑橘の香りの効いた薬味

※-18℃以下で保存してください。

※画像はイメージです。

■賞味期限：発送日より30日

です。

※画像はイメージです。

※-18℃以下で保存してください。

【容量】
※離島へのお届けはできません。

※離島へのお届けはできません。

※開封後は冷蔵庫で保存いただくと、香りと
【容量】紀州和歌山の棒鯖寿司 2本入り

色が保てます。
【容量】粉山椒缶(内容量5g)
ゆず一味缶(内容量5g)

【2612-1840】
七味・粉山椒缶の詰合せ

寄附額

【2612-1841】
ゆず一味・七味缶の詰合せ

7,000 寄附額

【2612-1842】
一味缶・粉山椒の詰合せ

7,000 寄附額

【2612-1843】
高野山特産ごまとうふ5個とねり七味セット

7,000 寄附額

9,000

★国産原料のみ使用★

★国産原料のみ使用★

★国産原料のみ使用★

当店自慢「ごまとうふ5個」と「ねり七味」の

【七味】

【ゆず一味】

【一味】

セットです。

唐辛子の辛み、山椒の風味、青さの風味がよ

ゆずは和歌山県産、唐辛子は鹿児島県喜界島

鹿児島県喜界島で契約栽培された唐辛子を

化学調味料・保存料無添加、国産原料のみ使

く効いた七味唐辛子です。

産を使用。唐辛子の辛みの中に、柚子の爽や

100%使用。国産唐辛子の中ではかなり辛口で 用。

《消費期限》製造日より1年

かな柑橘の香りの効いた薬味です。

す。

【粉山椒】

《消費期限》製造日より1年

《消費期限》製造日より1年

ごまとうふとねり七味の相性はぴったり！

日本一の産地、和歌山県産ぶどう山椒を100% 【七味】

【粉山椒】

使用。収穫初期の緑色の鮮やかな山椒を乾燥

唐辛子の辛み、山椒の風味、青さの風味がよ

日本一の産地、和歌山県産ぶどう山椒を100%

し、粉砕時に熱がかからないように石臼にて

く効いた七味唐辛子です。国内で販売されて

使用。収穫初期の緑色の鮮やかな山椒を乾燥

粉砕しており、他の山椒よりフレッシュな味

いる七味唐辛子の中で、原料すべてに国産を

し、粉砕時に熱がかからないように石臼にて

わいです。

使用しているメーカーは当商品のみです。

粉砕しており、他の山椒よりフレッシュな味

《消費期限》製造日より6ヶ月

《消費期限》製造日より1年

わいです。

※開封後は冷蔵庫で保存いただくと、香りと

※開封後は冷蔵庫で保存いただくと、香りと

《消費期限》製造日より6ヶ月

色が保てます。
【容量】七味缶(内容量5g)

色が保てます。※画像はイメージです。
【容量】ゆず一味缶(内容量5g)

※開封後は冷蔵庫で保存いただくと、香りと
【容量】一味缶(内容量5g)

【容量】ごまどうふ(内容量70g)×5個

粉山椒缶(内容量5g)

七味缶(内容量5g)

粉山椒缶(内容量5g)

ねり七味(内容量70g)

【2612-1844】
粉山椒・ゆず一味・七味缶の詰合せ

寄附額

※画像はイメージです。

【2612-1845】

【2612-1846】

【2612-1847】

熊野牛A4以上ステーキ200g ＆ 霜降り赤身こま切れ300g

熊野牛 A4以上 霜降り 肩ロース スライス

熊野牛 A4以上 霜降り赤身 こま切れ 500g

10,000 寄附額

27,000 寄附額

人気の薬味3点セット！

熊野牛A4以上ヒレシャトーブリアンステーキ

【粉山椒】

200g (100g×2枚) ＆ 霜降り赤身こま切れ300g

24,000 寄附額

17,000

熊野牛 A4以上 霜降り 肩ロース スライス 500g "※日付指定不可(時間指定可・備考欄にご記入
ください)

日本一の産地、和歌山県産ぶどう山椒を100% ※日付指定不可(時間指定可・備考欄にご記入 ※日付指定不可(時間指定可・備考欄にご記入 ※⾧期ご不在期間がある場合は、お申込みの
使用。《消費期限》製造日より6ヶ月

ください)

ください)

際必ず備考欄にご記入ください。

【ゆず一味】

※⾧期ご不在期間がある場合は、お申込みの

※⾧期ご不在期間がある場合は、お申込みの

※離島にはお届けできません。

ゆずは和歌山県産、唐辛子は鹿児島県喜界島

際必ず備考欄にご記入ください。

際必ず備考欄にご記入ください。

※準備でき次第発送します。(寄附受付完了よ

産を使用。《消費期限》製造日より1年

※離島にはお届けできません。

※離島にはお届けできません。

り約2～3週間前後)

【七味】

※準備でき次第発送します。(寄附受付完了よ ※準備でき次第発送します。(寄附受付完了よ ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間

唐辛子の辛み、山椒の風味、青さの風味がよ

り約2～3週間前後)

り約2～3週間前後)

などの⾧期休暇中は、お届けまでにお時間が

く効いた七味唐辛子です。《消費期限》製造

※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間

※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間

かかる場合がございます。"

日より1年

などの⾧期休暇中は、お届けまでにお時間が

などの⾧期休暇中は、お届けまでにお時間が

※賞味期限：要冷凍で加工日より14日

※開封後は冷蔵庫で保存いただくと、香りと

かかる場合がございます。

かかる場合がございます。

※画像はイメージです。

色が保てます。

※賞味期限：要冷凍で加工日より14日

※賞味期限：要冷凍で加工日より14日

※画像はイメージです。
【容量】粉山椒缶(内容量5g)・ゆず一味缶(内

※画像はイメージです。
【容量】シャトーブリアンステーキ：約

※画像はイメージです。
【容量】肩ロース：約500g

容量5g)・七味缶(内容量5g)

200g(約100g×2枚)赤身こま切れ：約300g

【容量】赤身こま切れ：約500g

【2612-1848】

【2612-1852】

【2612-1853】

【2612-1854】

下津で採れたキウイフルーツ 約3.6kg

木成り熟成八朔 訳ありご家庭用 約10kg (サイズ混合)

《訳ありご家庭用》紀州有田みかん 5kg

和歌山県産南高梅 約5kg (サイズおまかせ)

寄附額

14,000 寄附額

12,000 寄附額

10,000 寄附額

★先行予約受付

【申込可能期間】2022年4月6日～2023年2月

【申込可能期間】2022年4月22日～2023年4月 みかん 5kg (S～Lサイズいずれかお届け)

用用途に応じてお早めの加工をお願いしま

19日

10日

【発送時期】2022年11月中旬以降

す。※追熟する場合は、ビニールに入れて冷

【配送時期】2023年1月上旬以降～発送開始

【発送時期】2023年3月中旬以降

※画像はイメージです。※天候等により、発

蔵保管するのがベストです。梅の状態により

八朔は、冬のマイナス4℃が2時間続くと苦み

送日が前後する可能性がありますことをご理

ますが、1～3日程度です。※冷凍保管も可能

が増してしまいますが、由良の無霜地帯ゆえ

解ください。※サイズは、Sサイズ、Mサイ

です。※基本的に箱詰め時には青い梅を入れ

【注意事項】

★先行予約受付《訳ありご家庭用》紀州有田

14,000

★先行予約受付中

★先行予約受付★※賞味期限が短いため、使

※24玉・27玉・30玉・33玉・36玉のいずれか に可能な栽培方法です。これにより、独特の

ズ、Lサイズいずれかおまかせでのお届けとな ていますが、温度帯や輸送日数などの関係で

をお届けいたします。ご指定はできません。

苦みは控えめで、甘味とほどよい酸味のあ

ります。

追熟がすすみ、到着までの間に梅が黄みがか

※画像はイメージです。

る、非常に食べやすい八朔となります。

※きれいなものも入りますが訳あり規格とな

ることがありますので、あらかじめご了承く

【容量】

※画像はイメージです。

りますので、自然の影響を受けて風擦れ傷や

ださい。

1箱／約3.6kg／秀品

※その年の自然環境により、出荷時期に前後

黒点など見た目の悪くなったみかんも混じる

※サイズはLサイズ(3cm～3.4cm)、2Lサイズ

約24玉～36玉のいずれかおまかせ (ご指定不

のある可能性がございます。

ものとあらかじめご了承ください。

(3.4cm～3.8cm)のいずれかおまかせとなり、

可)

※サイズ混合でのお届けとなります。箱入れ

【容量】1箱 約5kg (訳ありS～Lサイズいずれ サイズはお選びいただけません。※画像はイ

品種：ヘイワード

規格は、S～4Lサイズが対象となります。
か)
【容量】1箱
約10kg (サイズ混合・訳ありご家 【申込可能期間】2022年4/22日～2022年

メージです。【容量】1箱 約5kg (Lまたは2Lサ
【申込可能期間】2022年4/22日～2022年6/5

庭用)

12/31日

日

【発送期間】2022年11月中旬～2023年1月下

【発送期間】2022年6月上旬～2022年6月下旬

【2612-1855】

【2612-1856】

【2612-1857】

【2612-1858】

《厳選・濃厚》紀州有田産のはるみ 約5kg (Lサイズ)

《秀品》和歌山有田みかん 約4kg (2Lサイズ)

《柿の名産地》九度山の富有柿 約7.5kg ご家庭用

九度山の富有柿 約7.5kg サイズおまかせ

寄附額

14,000 寄附額

10,000 寄附額

17,000 寄附額

21,000

★先行予約受付★

★先行予約受付★

★先行予約受付★

【発送時期】2023年1月上旬以降～

【発送期間】2022年11月中旬～2023年1月下

【発送期間】2022年10月中旬～2022年12月下 【発送期間】2022年10月中旬～2022年12月下

※画像はイメージです。※青秀以上の等級と

旬

旬

なります。お味は変わりませんが、果皮に傷

※賞味期限：発送日より7日※画像はイメージ ※生もののため、到着しましたらできるだけ

富有柿は柿の王様と呼ばれ、たっぷりの果肉

や黒模様などが入ったものもありますので、

です。※天候等により、発送日が前後する可

お早めにお召し上がりください。

と甘い果汁が絶品ですが、全国でも有数の富

あらかじめご了承ください。※収穫する木や

能性があります。※等級は秀品となります

※お味は変わりませんが、ご家庭用選別品(訳 有柿の産地である和歌山県の九度山町で栽培

実っている箇所によってお味は異なりますの

が、青果市場等でも認可されている許容範囲

あり)のため、外皮に傷などがありますので見 された富有柿は、ブランド柿として市場でも

で、ご理解をお願いします。※種があります

内で、多少見劣りのするものも入るのでご了

栄えを気にされる方はご遠慮ください。

高い評価を受けています。

のでご注意ください。※到着後はなるべく涼

承ください。お味は変わりません。※梱包時

※入数やサイズのご指定はできません。

※生もののため、到着しましたらできるだけ

しく風通しの良い場所で保管してください。

には割れや裂けのないものをお入れしていま

※画像はイメージです。

お早めにお召し上がりください。

※配送時の取り扱い等で果実がつぶれる場合

すが、配送時の取り扱い等で割れや裂けが発

がございます。賞味期限：発送日より7日

生する可能性があります。

旬

※サイズはおまかせとなります。
賞味期限：発送日より7日

【容量】1箱 約5kg (Lサイズ・青秀以上)
【申込可能期間】2022年4/22日～2023年2/7

★先行予約受付★

※画像はイメージです。

【容量】1箱 約7.5kg (サイズおまかせ・ご家庭 【容量】1箱 約7.5kg (サイズおまかせ)
【容量】1箱
約4kg (2Lサイズ・秀品)
【申込可能期間】2022年4/22～2022年12/31

用)
【申込可能期間】2022年4/22～2022年11/15

【申込可能期間】2022年4/22～2022年11/15

【発送期間】2023年1月上旬～2023年2月下旬

【2612-1859】

【2612-1860】

【2612-1861】

和歌山県産紀の川のカット巨峰 約800g

《甘柿の王様》和歌山産富有柿 約7.5kg サイズおまかせ

[ご家庭用] 大容量！国産塩さばフィレ 3.5kg

寄附額

12,000 寄附額

★先行予約受付★

12,000 寄附額

17,000 寄附額

★先行予約受付

【2612-1862】
[ご家庭用] 国産塩さばフィレ 2kg

10,000

肉厚な脂ノリの良い旬のさばをフィレにしま

肉厚な脂ノリの良い旬のさばをフィレにしま

【申込可能期間】2022年4月22日～2022年7月 【申込可能期間】2022年4月22日～2022年11

した。

した。

24日【発送時期】2022年8月上旬以降

月15日【発送時期】2022年10月中旬以降

※消費期限：商品到着日より60日

■消費期限：商品到着日より60日

※生もののため、到着しましたらできるだけ

賞味期限：発送日より7日

【注意事項】

【注意事項】

※この商品は大袋に入れての発送になりま

※この商品は大袋に入れての発送になりま

お早めにお召し上がりください。
※届きましたら、必ず冷蔵庫で保存してくだ

※生もののため、到着しましたらできるだけ

す。届きましたら小分けにして保存してくだ

す。届きましたら小分けにして保存してくだ

さい。※輸送中の取り扱いなどで、脱粒を起

お早めにお召し上がりください。

さい。

さい。

こす可能性がありますので、あらかじめご了

※たねがありますので、ご注意ください。

※-18℃以下で保存してください。

※-18℃以下で保存してください。

承ください。※粒の大きさはおおまかに揃え

※サイズはおまかせとなり、ご指定はできま

※解凍後は冷蔵(10℃以下)で保存し、お早めに ※解凍後は冷蔵(10℃以下)で保存し、お早めに

ていますが、その年の天候や気温などの自然

せん。

お召し上がりください。

お召し上がりください。

環境によって、出来栄えが異なりますのでご

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

理解ください。

※離島へのお届けできません。

※離島へのお届けできません。

※画像はイメージです。

※寄付完了より3週間程度でお届けいたしま

※寄付完了より3週間程度でお届けいたしま

す。
【容量】塩さばフィレ 3.5kg

す。
【容量】塩さばフィレ
2kg

■原材料：さば (国産)、食塩

■原材料：さば (国産)、食塩

賞味期限：発送日より4日
1箱
約800g

約7.5kg (サイズおまかせ)

【2612-1863】

【2612-1864】

【2612-1865】

[大玉] 和歌山県産 はるみ 約5kg ・ご家庭用

[濃厚] ネーブルオレンジ 約7.5kg (サイズおまかせ)

和歌山県産 甘夏みかん 約10kg (サイズおまかせ)

寄附額

12,000 寄附額

14,000 寄附額

12,000 寄附額

[大玉] 和歌山県産 はるみ 約5kg (3L～5Lサイ

[濃厚] 和歌山県産 ネーブルオレンジ 約7.5kg

★先行予約受付

ズおまかせ・ご家庭用)★先行予約受付

(サイズおまかせ)

【申込可能期間】2022年5月13日～2023年2月

【申込可能期間】2022年5月13日～2023年2月 ★先行予約受付【申込可能期間】2022年5月13 15日
28日

日～2022年12月31日【発送時期】2022年12月 【発送時期】2023年2月中旬以降

【発送時期】2023年3月上旬以降

中旬以降

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ

※天候等により、発送日が遅れる可能性があ

りますのでご理解ください。

りますのでご理解ください。※3L～5Lサイズ

りますのでご理解ください。

のいずれかのお届けとなります。※種があり

※L～4Lサイズのいずれかのお届けとなりま

※種が多いのでお気を付けください。

ますのでご注意ください。※お味や等級など

す。

※酸味を強く感じる場合は、数日保管すると

は、あくまでご家庭で召し上がっていただく

※画像はイメージです。

酸味が多少抜けて食べやすくなります。

レベルですので、あらかじめご了承くださ

■賞味期限：発送日より7日

※画像はイメージです。

い。※画像はイメージです。■賞味期限：発

【容量】

■賞味期限：発送日より7日

送日より7日

1箱約7.5kg(L～4Lサイズおまかせ)

【容量】1箱約10kg (L～3Lサイズおまかせ)

【容量】1箱約5kg
(3L～5Lサイズおまかせ)
【発送期間】2023年3月上旬～2023年3月下旬
【発送期間】2022年12月中旬～2023年1月中
旬

【発送期間】2023年2月上旬～2023年2月下旬

