【ふるなび】2020.9.07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】配送時期の限られてるものもございます。

※特典のお届けには1～2ヶ月程度かかることがあります。

ご確認の上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。
【2612-1001】
熊野牛 ステーキ食べ比べ6枚セット

寄附額

【2612-1002】
熊野牛 赤身ステーキ3枚

60,000 寄附額

【2612-1003】
熊野牛 赤身ステーキ6枚

25,000 寄附額

【2612-1004】
熊野牛 ロースステーキ200g×2

48,000 寄附額

25,000

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の中、湧き

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環境の

出る美味しい水とこだわりのエサで、丹精込めて育て

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環 和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環

中、湧き出る美味しい水とこだわりのエサ

境の中、湧き出る美味しい水とこだわり 境の中、湧き出る美味しい水とこだわり

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』。きめ
が細かく、肉そのものの味わいと程よい霜降り、お肉

で、丹精込めて育てられた『熊野牛』です。
味に深みがあり、柔らかくヘルシーな赤身肉

の甘みをお楽しみいただけるステーキの王道『ロー

のステーキです。

ス』。脂肪部分が少なく、きめが細かく柔らかい『ヒ

200gにカットしていますので、食べ応え満

レ肉』。

点！！！

のエサで、丹精込めて育てられた『熊野 のエサで、丹精込めて育てられた『熊野
牛』です。

牛』です。きめが細かく、肉そのものの

味に深みがあり、柔らかくヘルシーな赤 味わいと程よい霜降り、お肉の甘みをお
身肉のステーキです。

楽しみいただけるステーキの王道『ロー
ス』。

人気の三種類の部位をステーキでどうぞ。
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

赤身ステーキ（200g×3）

ステーキ用赤身肉 (200g×6)

【2612-1006】
熊野牛 焼肉セット1kg

44,000 寄附額

ロース（200g×2）

【2612-1007】
熊野牛 焼肉用ミスジ300g

40,000 寄附額

【2612-1008】
熊野牛 焼肉用ミスジ600g

17,000 寄附額

34,000

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環 和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環 和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環 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 境の中、湧き出る美味しい水とこだわり 境の中、湧き出る美味しい水とこだわり 境の中、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 のエサで、丹精込めて育てられた『熊野 のエサで、丹精込めて育てられた『熊野 のエサで、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 牛』です。人気の「肩ロース」と「バラ 牛』です。焼肉ではとても人気のある

牛』です。焼肉ではとても人気のある

身肉をスライス。すき焼き・しゃぶしゃ 肉」をセットしました。一度に二種類の 「ミスジ」。

「ミスジ」。

ぶ、どちらでも美味しくお召し上がりい お味をお楽しみいただけます。

牛1頭の中で3kgほどしか取れない希少部 牛1頭の中で3kgほどしか取れない希少部

ただけます。

位です。

位です。

ミスジ300g

ﾐｽｼﾞ600g

焼肉用 バラ肉500g
焼肉用 肩ロース500g

【2612-1009】
熊野牛 サーロインブロック2kg

寄附額

【2612-1010】
熊野牛 モモ肉ブロック500g×2

117,000 寄附額

【2612-1016】
観音山完熟オレンジ梅3kg

25,000 寄附額

【2612-1018】
観音山フルーツ詰め合わせ(シルバー)

15,000 寄附額

和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環 和歌山の山ろくに抱かれた自然豊かな環 本場紀州の完熟梅。

14,000

2人～3人用。一番のおススメ！！

境の中、湧き出る美味しい水とこだわり 境の中、湧き出る美味しい水とこだわり 豊かな香りとしっかりとした果肉の紀州 ご注文いただいたときの「旬」のフルー
のエサで、丹精込めて育てられた『熊野 のエサで、丹精込めて育てられた『熊野 梅を樹上完熟の状態でお届けいたしま

ツを詰め合わせでお届けします。お届け

牛』です。キメが細かくて柔らかい、最 牛』です。脂分が少ないヘルシーなモモ す。

内容は季節によって異なります。*5月下

高の肉質のサーロインを、どーんとブ

肉をブロックで。

旬～6月はお届けできるフルーツが少な

ロックで2kgお届けします。贅沢にお楽

ジューシーな赤身のモモ肉は煮込み料理

いため、7月以降のお届けとなりますの

しみください。

に最適です。

でご注意ください。

梅干作りに最適です！

【期間限定】2020/7/27～2021/5/30

【期間限定】2020/7/27～2021/3/31

【発送】2021/6上旬より順次

【2612-1019】

【2612-1020】

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

19,000 寄附額

4人～5人用。一番のおススメ！！

【2612-1024】

36,000 寄附額

5人～6人用。一番のおススメ！！

【2612-1025】

観音山レモンツリー120cm

観音山ほろ酔い青梅2kg

63,000 寄附額

11,000

農家が栽培しているレモンの樹と同じも 本場紀州の完熟梅。

ご注文いただいたときの「旬」のフルー ご注文いただいたときの「旬」のフルー のを杉樽に植えたままお届けします。栽 豊かな香りとしっかりとした果肉の紀州
ツを詰め合わせでお届けします。お届け ツを詰め合わせでお届けします。お届け 培マニュアルもついて、購入後の電話サ 梅を樹上完熟の状態でお届けいたしま
内容は季節によって異なります。*5月下 内容は季節によって異なります。*5月下 ポートも通年で承っております。レモン す。
旬～6月はお届けできるフルーツが少な

旬～6月はお届けできるフルーツが少な

栽培の北限は茨城県あたりです。その地 梅干作りに最適です！

いため、7月以降のお届けとなります。

いため、7月以降のお届けとなります。

域より寒い場所での栽培は困難ですので
ご注意ください。

【期間限定】2020/7/27～2021/3/31

【期間限定】2020/7/27～2021/3/31

【期間限定】2020/7/27～2021/5/30
【発送】2021/6上旬より順次

【2612-1029】

【2612-1030】

観音山みかんツリー 120cm

寄附額

観音山レモン 3kg

63,000 寄附額

16,000 寄附額

農家が栽培しているみかんの樹と同じも 平成9年に皇室献上した観音山レモン。
のを杉樽に植えたままお届けします。

【2612-1032】
観音山みかん濃厚小粒ベイビー 3kg

26,000 寄附額

16,000

防腐剤・ワックス不使用で皮ごと安心し みかんは小さい方が味が濃いんです。

防腐剤・ワックス不使用で皮まで安心し てお召し上がりいただけます。収穫され 2S・3Sサイズの観音山みかんがたっぷり

栽培マニュアルもついて、購入後の電話 てお召し上がりいただけます。
サポートも通年で承っております。

【2612-1031】

観音山レモン特選18玉

た観音山レモンの中でも、選りすぐりの 入っています。お味や甘さが凝縮されて

12月中旬頃お届けまではグリーンのレモ 上位約2%を特選品としてお届け致しま
ンですのでご注意ください！！

おり、毎年大変人気の商品です

※無く

す。なお、12月中旬頃まではグリーンレ なり次第受付終了
モンのお届けとなります。

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【期間限定】2020/7/27～2021/1/24

【期間限定】2020/7/27～2020/12/16

【発送】2020/10上旬より順次

【発送】2020年10上旬より順次

【発送】2020/11上旬より順次

【2612-1033】

【2612-1034】

観音山みかん最高峰「福寿小町」 3kg

観音山みかん最高峰「福寿小町」 5kg

寄附額

43,000 寄附額

【2612-1035】

観音山はるか 3kg

67,000 寄附額

【2612-1036】

観音山はるか(訳あり)3kg

13,000 寄附額

観音山で収穫した「観音山みかん」の中 観音山で収穫した「観音山みかん」の中 女性に大人気！人気急上昇の柑橘

10,000

爽やかな甘味と香りで人気の柑橘です。

でも、甘味・酸味・旨味・外観全てにお でも、甘味・酸味・旨味・外観全てにお 表面は綺麗な黄色で、甘みが爽やかで酸 「訳あり」品は表面にキズがあったり色
いて優等生だけを厳選しました。木箱に いて優等生だけを厳選しました。木箱に 味はあまりありません。

味が悪かったりしますが、中身はしっか

入れてお届けしますのでご贈答用にもど 入れてお届けしますのでご贈答用にもど ※受付期間内であっても商品は無くなり り「はるか」です。お味や果汁に問題は
うぞ．

うぞ。

＊収穫時期により配送時期変更

＊収穫量の影響配送時期変更

次第終了とさせて頂きます。

ございません。

【期間限定】2020/7/27～2020/12/31
【発送】2020/12中旬より順次

【期間限定】2020/7/27～2020/12/31

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【発送】2020/12中旬より順次

【発送】2021/1中旬より順次

【発送】2021/1上旬より順次

【2612-1037】

【2612-1038】

観音山はっさく 3kg

寄附額

【2612-1039】

観音山春峰 3kg

13,000 寄附額

観音山ネーブル 3kg

15,000 寄附額

【2612-1040】

観音山しらぬい 3kg

13,000 寄附額

15,000

「ハッサクってこんなに美味しいんです 「水晶文旦」の持つ爽やかな香りと清見 瑞々しいオレンジの香、甘味と酸味のバ 「清見オレンジ」と「ポンカン」を交配
ね！」のお声もたくさん頂く農家直送の オレンジの持つ「コク」、そして八朔の ランスが良い柑橘です。

してできた人気の定番フルーツ。甘味が

お味。手選別なので皮の苦味が果実にま ようなさっぱり感のある食味です。ぜひ 防腐剤・ワックス不使用の安全な国産

十分なうえ、程よい酸味もありバランス

で染み込みにくく、はっさく本来の味わ 一度召し上がっていただきたい柑橘で

ネーブルを櫛形に切ってお召し上がりく のよいカンキツの王様です！※天候、生

いをお楽しみいただけます。

ださい。

す。

育状況によって出荷予定日にズレが生じ

※無くなり次第受付終了

ることがあります。

【期間限定】2020/7/27～2021/3/28

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【発送】2021/1中旬より順次

【発送】2021/2/上旬より順次

【発送】2021/2上旬より順次

【発送】2021/2上旬より順次

【2612-1041】

【2612-1042】

観音山清見 3kg

寄附額

観音山せとか 3kg

13,000 寄附額

【2612-1043】

15,000 寄附額

観音山はるみ 3kg

15,000 寄附額

「温州みかん」と「オレンジ」の交配で 話題沸騰中！大人気の柑橘の大トロと呼 多くが輸入品のグレープフルーツ。
できました。果汁分の多さはかんきつ類 ばれる「せとか」。

【2612-1044】

観音山グレープフルーツ 3kg

15,000

「はるみ」は「しらぬい」の兄弟品種で

防腐剤やワックスを使用していない国産 す。外皮・内皮共に薄いので手でむいて

でも最高峰、甘味充分です！

良香さ、内袋の柔らかさ、味の濃さが売 のグレープフルーツをお届けいたしま

簡単に召し上がっていただけます。ま

※無くなり次第受付終了

りです。

す！

た、果肉の一粒一粒が大きく、プチプチ

黄色い果実のサンタマリアです。

とした食感が特⾧です。
※無くなり次第受付終了

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【期間限定】2020/7/27～2021/2/28

【発送】2021/2/上旬より順次

【発送】2021/2中旬より順次

【発送】2020/12中旬より順次

【発送】2021/2/上旬より順次

【2612-1048】

【2612-1049】

観音山みかん(とろコク一番人気)3kg

観音山みかん(とろコク一番人気)5kg

寄附額

16,000 寄附額

【2612-1050】

【2612-1051】

観音山太秋柿 3kg

21,000 寄附額

観音山太秋柿特選6玉

15,000 寄附額

果汁たっぷりの人気No.1みかん！出荷す 果汁たっぷりの人気No.1みかん！出荷す 柿の王様「太秋柿」は梨のようなシャキ
るみかんは全て試食し、卵のように大切 るみかんは全て試食し、卵のように大切 シャキとした食感が特⾧で、全国放送の

50,000

柿の王様「太秋柿」は梨のようなシャキシャキとした
食感が特⾧で、全国放送のテレビ番組で「柿嫌いの方
にもおいしい」と認定された程の美味しさを持つ柿で

に手選別してお届けしています。防腐

に手選別してお届けしています。防腐

テレビ番組で「柿嫌いの方にもおいし

剤・ワックス不使用

剤・ワックス不使用です。

い」と認定された程の美味しさを持つ柿

大玉で外観も綺麗な太秋柿を、厳選してお詰めいたし

※無くなり次第受付終了

※無くなり次第受付終了

です。

ます。少し青い状態で是非お召し上がりください。

す。この太秋柿の全出荷量のうちの上位5%に当たる超

※無くなり次第受付終了

【期間限定】2020/7/27～2020/12/31

【期間限定】2020/7/27～2020/12/31

【期間限定】2020/7/27～2020/9/27

【期間限定】2020/7/27～2020/9/27

【発送】2020/11中旬より順次

【発送】2020/11中旬より順次

【発送】2020/10上旬より順次

【発送】2020/10上旬より順次

【2612-1052】
観音山初霜富有柿特選8玉

寄附額

【2612-1053】
観音山漆黒ゴマ蜜の紀の川柿 2kg

29,000 寄附額

【2612-1054】
観音山漆黒ゴマ蜜の紀の川柿 3kg

10,000 寄附額

【2612-1055】
フルーツ定期便「旬宴」 梅

15,000 寄附額

140,000

甘柿の定番「富有柿」を厳選した大玉

黒砂糖をまぶしたようなとても珍しい

黒砂糖をまぶしたようなとても珍しい

旬のフルーツを旬の時期に農園直送で毎

(3Lサイズ以上)でお届けします。

「黒い柿」です。

「黒い柿」です。

月(全10回：2人～3人用)お届けします。

黒砂糖のような甘さが特徴です。

5月・6月はフルーツ不足の時期の為5

観音山の富有柿は、葉が落ちた後も樹上 黒砂糖のような甘さが特徴です。
に生らせた完熟です。他の柿とは一味

柿の産地ならではの貴重品種をぜひ一度 柿の産地ならではの貴重品種をぜひ一度 月・6月を除いて全10回お届けします。

違ってしっかりとした濃いお味です。

お試しください。

お試しください。

【期間限定】2020/7/27～2020/11/15

【期間限定】2020/7/27～2020/10/11

【期間限定】2020/7/27～2020/10/11

承下さいませ。

【発送】2020/11中旬より順次

【発送】2020/10中旬より順次

【発送】2020/10中旬より順次

※内容の指定はできません。

※内容・数量は変動しますので予めご了

【2612-1056】
フルーツ定期便「旬宴」 竹

寄附額

【2612-1057】
観音山みかん(とろコク一番人気)4kg

180,000 寄附額

【2012-1059】
ごまとうふ真空パック6個×2箱

18,000 寄附額

【2612-1060】
高野山厳選観光タクシー3時間プラン

9,000 寄附額

旬のフルーツを旬の時期に農園直送で毎 果汁たっぷりの人気No.1みかん！出荷す ごまとうふは精進料理の逸品として有名
月(全10回：4人～5人用)お届けします。 るみかんは全て試食し、卵のように大切 です。

67,000

世界遺産・高野山の魅力に触れる旅のご案内です。金
剛峯寺・壇上伽藍や奥之院など各所をガイド資格を
持ったドライバーがご案内いたします。高野山駅や宿

5月・6月はフルーツ不足の時期の為5

に手選別してお届けしています。

高野山のごまとうふは吉野葛と高野山の

月・6月を除いて全10回お届けします。

防腐剤・ワックス不使用です。

水を使用しており、白く、舌触りがなめ

イントを移動とお話でお楽しみいただきます。願いが

※無くなり次第受付終了

らかなのが特徴です。

叶うと言われている三鈷の松葉も探しましょう。4名様

胡麻の香りと吉野葛のもつ食感をお楽し
みいただけます。

※内容の指定はできません。
※内容・数量は変動しますので予めご了 【期間限定】2020/7/27～2021/1/17
承下さいませ。

【発送】2020/11中旬より順次

坊までお迎えにまいります。高野山でお伝えしたいポ

ご乗車可能です。
時間が足りないときやご希望での追加の場合はお申し
つけ下さい。

【2612-1061】
高野山参拝・観光タクシー5時間ご案内プラン

寄附額

【2612-1062】
御所のぶどう(ピオーネ)

150,000 寄附額

2名様の贅沢旅のご案内です。
世界遺産・高野山の魅力をたっぷりお伝えいたしま
す。金剛峯寺・壇上伽藍や奥之院など各所をガイド資

【2612-1063】
豊熟ふわトロいちじく9玉入り

18,000 寄附額

【2612-1064】
豊熟ふわトロいちじく18玉入り

12,000 寄附額

18,000

和歌山県かつらぎ町にあるぶどうの大産 朝収穫したイチジクの実が翌日にはほと 朝収穫したイチジクの実が翌日にはほと
地、「御所(ごせ)地域」。高野山のふも

んどの地域でお届け出来るために、ギリ んどの地域でお届け出来るために、ギリ

格を持ったドライバーがご案内。

とに位置するこの地域は寒暖差が大きい ギリまで樹に生らすことができ、最後の ギリまで樹に生らすことができ、最後の

精進料理つきです。(時間によってお食事が不要の場合

ため、甘みがのったぶどうが栽培されて 最後まで栄養が届いた実をお届けいたし 最後まで栄養が届いた実をお届けいたし

は軽食とお土産に替えさせていただきます)

います。

高野山駅や宿坊までお迎えにまいります。願いが叶う
と言われている三鈷の松葉も探しましょう。

※賞味期限が短いため、発送 ます！※賞味期限が短いため、発送前に ます！※賞味期限が短いため、発送前に

前に事業者よりご連絡いたします。

事業者よりご連絡いたします。

事業者よりご連絡いたします。

【期間限定】2020/7/27～2020/9/6

【期間限定】2020/7/27～2020/9/16

【期間限定】2020/7/27～2020/9/16

2名様プランですがご乗車は4名様可能ですので、人数
が増える場合は入館料と食事の追加のみで可能です。
前もってご相談下さい。

【2612-1065】
【2612-1066】
【2612-1067】
【2612-1068】
天空般若クラフトビール6本セット 国産松茸「高野松茸」200g【化粧箱入】 国産松茸「高野松茸」300g【化粧箱入】 湯浅醤油老舗の味900ml3本セット

寄附額

15,000 寄附額

80,000 寄附額

120,000 寄附額

10,000

生のフレッシュなホップを使用している 世界遺産 和歌山県高野町で収穫された特 世界遺産 和歌山県高野町で収穫された特 醤油発祥地である海、山に囲まれた自然
ためフルーティーで香り高いビールで

別で希少な国産松茸です。香り・歯応

別で希少な国産松茸です。香り・歯応

豊かな紀州湯浅の地にて、江戸時代から

す。「天空般若」とは高野町で生まれた え・味とともに最高級品です。希少な高 え・味とともに最高級品です。希少な高 八代続く醤油の老舗 小原久吉商店より、
高野町でしか飲むことのできないビール 野松茸で日本の美味しい贅沢をお楽しみ 野松茸で日本の美味しい贅沢をお楽しみ たっぷりサイズの『さいしこみしょうゆ
です。(高野町富貴産ホップ使用)

頂けます。

頂けます。

900ml×3本セット』を湯浅町の製造蔵元

約200g(2～5本/大・小・開きを織り交ぜ 約300g(3～8本/大・小・開きを織り交ぜ 直送にてお届けします。
たサイズおまかせ)

たサイズおまかせ)

【期間限定】2020/7/27～2020/9/30

【期間限定】～2020/10/6 数量限定

【期間限定】～2020/10/6 数量限定

【発送】2021/1中旬より順次

【発送】 2020/9下旬より順次

【発送】 2020/9下旬より順次

【2612-1069】

湯浅醤油1800ml×6本

寄附額

【2612-1070】

有田みかん約9kg【秀品】

40,000 寄附額

より続く醤油の老舗小原久吉商店より、 すきなスタッフのおすすめ有田みかんで
再仕込醤油1800ml×6本を製造元より直 す。みかんの大きさは箱を開けてからの
お楽しみのおまかせサイズです。(みかん

豊かな風味と深みのあるコクが特徴のお の大きさによって、みかんの入っている
醤油です。

数が違います)

ゆあさ姫シール1枚、おすそ分け用袋6枚 約3kg、3ケース(合計約9kg)
付き。
【期間限定】2020/8/26～2020/11/29
【発送】2020/11下旬より順次

【2612-1072】
有田みかん約3kg【秀品】紀州のぽん酢300ml×1本

15,000 寄附額

醤油発祥地紀州湯浅の地にて、江戸時代 和歌山県よりお届けします。みかんだい

送にてお届けします。

【2612-1071】
有田みかん約3kg【秀品】と湯浅醤油300ml×1本

8,000 寄附額

和歌山県有田より、みかん農家さんの愛情たっぷり注

8,000

和歌山県有田より代々続くみかん農家の愛情たっぷり

いで丁寧に収穫されたみかん3kgと、しょうゆの里和歌 注いで丁寧に収穫、厳選された甘くジューシーな有田
山県湯浅町にて江戸時代から続く老舗小原久吉商店の

みかん(みかんだいすき小原久吉商店スタッフのおすす

二度仕込湯浅醤油300ml×1本(濃厚な味とコクが特徴

め有田みかん！)と、醤油発祥地、紀州湯浅にて江戸時

でいろいろなお料理になんにでもよく合う再仕込み醤

代より代々続く醤油の老舗小原久吉商店より湯浅醤油

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

わりの紀州のぽん酢(湯浅ぽん酢)。

有田みかん約3kg湯浅醤油300ml×1本

有田みかん約3kg紀州のぽん酢300ml×1

【期間限定】2020/8/26～2020/11/29

【期間限定】2020/8/26～2020/11/29

【発送】2020/11下旬より順次

【発送】2020/11下旬より順次

【2612-1073】

老舗のうすくち醤油900ml 6本

寄附額

【2612-1074】

【2612-1075】

【2612-1076】

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500ml 3本

老舗の味白しょうゆ500ml 3本セット

24,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000 寄附額

10,000

醤油発祥地和歌山県湯浅の地にて、江戸時代

醤油発祥地紀州湯浅の地にて、江戸時代より続く味

醤油発祥地、和歌山湯浅にて江戸時代より続く老舗小

醤油発祥地、和歌山湯浅にて江戸時代より続く老舗小

より続く醤油の老舗小原久吉商店より、澄ん

噌・醤油の老舗小原久吉商店より、ご飯に添えたりお

原久吉商店のこだわりのぽん酢セットです。

原久吉商店の風味豊かで淡く上品な味わいに仕上げ

茶漬けの上にのせて、そのまま食べるおかず味噌の甘

水たき、湯どうふ、しゃぶしゃぶ、ちり鍋、かつおの

た、老舗こだわりの白しょうゆ。

口金山寺みそとおさしみ・お寿司・まぐろ丼、まろや

たたき、ぎょうざ、揚げ物、焼肉、焼魚などにおすす

素材の色合いを活かし風味良く素材の旨さを引き立て

かな甘味のたまりしょうゆのゆあさたまり(たまりしょ めです。毎日のお料理のおいしさをゆずの香りとさっ

ます。お吸い物や茶碗蒸し、だし巻き玉子などにおす

だ鮮やかな色合いのお醤油で煮物やお吸物、
鍋物などのおうちで素材の良さをさらに美味

しく引き立てるうすくちしょうゆ900ml×6本 うゆ)とそのままつけたり(お刺身)、そのままかけ醤油 ぱりお酢がふんわり引き立てます。
入です。
(焼き魚、冷奴)、煮物や炒め物など幅広くお使いいた プレゼントボックス(化粧箱)に入れてオリジナルギフ

すめです。
プレゼントボックス(化粧箱)に入れてオリジナルギフ

小原久吉商店オリジナルキャラクター「ゆあ

だける湯浅醤油(再仕込み醤油)。プレゼントボックス

ト包装紙で商品を包装して、和歌山県湯浅町の製造元

ト包装をして和歌山県湯浅町にある製造元より直送に

さ姫」シール1枚付。

(化粧箱)に入れて製造元の湯浅町より直送にてお届け

より直送にてお届けします。

てお届けします。

和歌山県湯浅町の製造元より直送にて、お届

します。
甘口金山寺みそ400g

けします。

ゆあさたまり(たまりしょうゆ)300ml
湯浅醤油(さいしこみしょうゆ)300ml

【2612-1077】

【2612-1078】

甘干し四郷柿氷温熟成

老舗の味しろだし500ml 3本セット

寄附額

10,000 寄付額

お料理をもっと楽しく。醤油発祥地、和歌山湯浅にて
江戸時代より続く老舗小原久吉商店の風味豊かで上品
な味わいに仕上げた便利なこだわりの白だしです。

めです。
プレゼントボックス(化粧箱)に入れてオリジナルギフ

【2612-1080】
むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞 Aセット

10,000 寄附額

29,000 寄附額

13,000

和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌山県名

和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌山県名

産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤油とコラボさせ

産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤油とコラボさせ

て作った和歌山県ならではの魚義商店オリジナル商品

て作った和歌山県ならではの魚義商店オリジナル商品

です。当店が使用している梅塩は紀州南高梅を製造し

です。当店が使用している梅塩は紀州南高梅を製造し

商品到着時は冷凍ですので凍っており、

た後の塩を再利用できるように、除菌し超精密ろ過し

た後の塩を再利用できるように、除菌し超精密ろ過し

そのままナイフ等で切れますので適当な

て出来た梅塩です。

て出来た梅塩です。
＊季節により商品内容が変わる事があります。
・イサキ開き 1尾・タイ開き 中1尾

この干し柿は完熟柿の風味を残した干し
柿です。

だし巻き玉子やお吸物、うどん、茶わん蒸し、炊き込
みご飯、煮物、酢の物などいろいろなお料理におすす

【2612-1079】
むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞 特上干物

ト包装をして製造元湯浅町より直送にてお届けしま

大きさに切り分けてお召し上がりくださ

＊季節により商品内容が変わる事があります。
・金目タイ開き 特大1尾・タイ開き 特大1尾

す。

い。

・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

（80g×6個入り）

・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

【2612-1081】

【2612-1082】

【2612-1083】

むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞 Bセット

むらおこし特産品コンテスト特別賞受賞 Cセット

むらおこし特産品 特別賞受賞 味醂干しセット

寄附額

13,000 寄附額

13,000 寄附額

【2612-1084】

高野槇 2尺2本くくり2束

13,000 寄附額

5,000

和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌山県名

和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌山県名

和歌山で取れた魚(サンマは北海道産)を、和歌山県名

1本の木からわずか1割しか取れない希少な枝花を使

産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤油とコラボさせ

産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤油とコラボさせ

産の紀州南高梅と湯浅町名産の湯浅醤油とコラボさせ

用。お墓用・お寺の本堂用としても使用できます。

て作った和歌山県ならではの魚義商店オリジナル商品

て作った和歌山県ならではの魚義商店オリジナル商品

て作った和歌山県ならではの魚義商店オリジナル商品

※写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬

です。当店が使用している梅塩は紀州南高梅を製造し

です。当店が使用している梅塩は紀州南高梅を製造し

です。当店が使用している梅塩は紀州南高梅を製造し

味、容器等は含まれません。※中元歳暮時期は、季節

た後の塩を再利用できるように、除菌し超精密ろ過し

た後の塩を再利用できるように、除菌し超精密ろ過し

た後の塩を再利用できるように、除菌し超精密ろ過し

柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があ

て出来た梅塩です。

て出来た梅塩です。

て出来た梅塩です。

ります。予めご了承ください。※商品は無くなり次第

＊季節やにより商品内容が変わる事があります。
・カマス開き 1尾・タイ開き 中1尾

＊季節により商品内容が変わる事があります。
・金目タイ開き 1尾・タイ開き 1尾

＊季節により商品内容が変わる事があります。
・サンマ味醂干し 2尾入り2袋

終了とさせて頂きます。

・イサキ開き 中1尾・丸アジ開き 中1尾

・真アジ開き 中2尾・小アジ開き 3尾

・サバ味醂干し 2枚入り2袋

・太刀魚味醂干し 2尾・太刀魚開き 中1尾

・アイ開き 中1尾・丸アジ開き 1尾

・太刀魚味醂干し 2尾入り2袋

・サバ開き 中1尾・アイゴ開き 中1尾

・ヒメチ丸干し 8尾・サバ開き 1尾

・アジ味醂干し 3尾入り2袋

・真アジ開き 中1尾・サンマ味醂干し 2尾

・太刀魚開き 中1尾・サンマ味醂干し 2尾

約60cmの枝花2本を1束に(2束入り)

【2612-1085】

高野槇 1尺7寸3本くくり2束

寄附額

【2612-1086】

【2612-1087】

高野槇 1尺5寸2本くくり2束

5,000 寄附額

【2612-1088】
高野山麓 美人優菜

高野槇 2尺3本くくり2束

4,000 寄附額

7,000 寄附額

5,000

高野槇の中層から上層にかけて育つ枝花。

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花を贅沢 乳酸菌入り高級サプリ野菜詰合せ。弊社では、国際基

1番人気のサイズで、お仏壇用、お墓用に最適。

収穫量も多く廉価な花として人気があります。

に使用。

準を取得した4種類のリーフ野菜を「美人優菜ブラン

※写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬

お仏壇用、お墓用として色花とともに。

お墓用・お寺の本堂用として最適。

ド」として栽培しています。

味、容器等は含まれません。

※写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬

※写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬

このレタスは「機能性健康野菜」として開発し乳酸菌

※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届

味、容器等は含まれません。

味、容器等は含まれません。

やアミノ酸等が含まれています。

けが多少遅れる場合があります。予めご了承くださ

※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届

※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届

腸内環境を整え、内側からきれいになっていただくこ

い。

けが多少遅れる場合があります。予めご了承くださ

けが多少遅れる場合があります。予めご了承くださ

とを目的として栽培しています。

※商品は無くなり次第終了とさせて頂きます。

い。

い。

グローバルGAP認証取得(GN：4059883579826)

※商品は無くなり次第終了とさせて頂きます。

※商品は無くなり次第終了とさせて頂きます。

(弊社HP：https：//mitsuboshi-farm.com/)

約40cmの枝花2本を1束に(2束入り)

約60cmの枝花3本を1束に(2束入り)

三ツ星ブーケ(グリーンリーフ・ルビーレタス・クロー

約50cmの枝花3本を1束に(2束入り)

バーレタス)3束、ルビーレタス1束、クローバーレタス
1束

【2612-1089】
手作り凍豆腐2個セット

寄附額

【2612-1090】

【2612-1091】

手作りこんにゃく・金山寺味噌セット

手作り田舎味噌・金山寺味噌セット

10,000 寄附額

10,000 寄附額

【2612-1092】
高野山銘菓詰め合わせ

10,000 寄附額

10,000

昔から高野山の精進料理に使われてきた高野

高野山の麓花坂で、地元素材から丁寧に 高野山の麓花坂で、地元素材から丁寧に あっさりとしたコシあんに、栗・葛粉などを

豆腐。乾燥させず凍った状態のものがこちら

手作りした金山寺味噌と生芋こんにゃく 手作りした手作り田舎味噌と金山寺味噌 配合した蒸し菓子【栗蒸し羊羹】、北海道産

の凍み豆腐です。
手作り豆腐のうまみはそのまま、食べ応えの
ある食感で肉の代わりに使えば高たんぱくヘ
ルシーです。高野豆腐のように水戻しが要ら
ず、なべや煮物にそのまま使えます。

の小豆を丹念に炊き上げた粒あんの入った最

のセットです。金山寺味噌ははちみつい のセットです。
りで食べやすいおかず味噌。

金山寺味噌ははちみついりで食べやすい

こんにゃくはこんにゃく生芋100%使

おかず味噌。

用、もちもちとした食感で大変ご好評い 大変ご好評いただいております。

中【高野四郎】と粒あんを、ミルクやバター
の入った生地で包み焼きあげた洋風感覚のお
菓子【高野三山】をセットにしたすべて手作
りの当店を代表する銘菓の詰め合わせです。

ただいております。
手作り凍み豆腐(約500g)×2ケ

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

栗蒸ようかん 1本 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

【2612-1093】
白木24cm丸盆

寄附額

【2612-1094】
白木30cm丸盆

9,000 寄附額

【2612-1095】
里山スープボール LBR 5個入り

10,000 寄附額

【2612-1096】
里山スープボール 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、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

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、ヨーグルト、抹茶

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す。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

今のライフスタイルに合った日本の作り 今のライフスタイルに合った日本の作り

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

手による日本らしいお盆です。

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

天然木のため木目の出方や色味はそれぞれに異なりま

い。

す。ご理解、ご了承ください。

タンバリンにも用いられている合板曲げ タンバリンにも用いられている合板曲げ
輪の技術を利用してお盆が出来上がりま 輪の技術を利用してお盆が出来上がりま
した。

した。
手による日本らしいお盆です。

商品の性質上、色彩、柄、形状が多少異 商品の性質上、色彩、柄、形状が多少異
なる場合がございます。

なる場合がございます。

Φ24×2.5cm

φ30×2.5cm

渕/樺曲げ合板

天底/シナ合板 ウレタン塗装

渕/樺曲げ合板

天底/シナ合板 ウレタン塗装

φ11.5×7cm

5個入り

天然木・ケイ素 φ11.5×7cm

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

5個入り

天然木・ケイ素

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1097】
ボコボコ椀 DBR(S) 3個入り

寄附額

【2612-1098】
ボコボコ椀 WR(S) 3個入り

21,000 寄附額

【2612-1099】
ボコボコ椀 DBR(S) 5個入り

21,000 寄附額

【2612-1100】
DSスープボール (L) NA・DBRペア 2個

33,000 寄附額

18,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

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、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

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す。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

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わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

い。

い。

い。

い。

φ12×7cm

3個入り

天然木・ケイ

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1101】
DSスープボール (L) NA 3個入り

寄附額

φ12×7cm

3個入り

天然木・ケイ

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1102】
DSスープボール (L) DBR 3個入り

26,000 寄附額

φ12×7cm

5個入り 天然木・ケイ

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1103】
DSスープボール (L) NA 5個入り

26,000 寄附額

φ14×7cm 天然木・ケイ素ガラス
(NANO COAT)(ガラス塗料)ペアセット

【2612-1104】
DSスープボール (L) DBR 5個入り

48,000 寄附額

48,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

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、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

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す。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

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わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

い。

い。

い。

い。

φ14×7cm

3個入り 天然木・ケイ素 φ14×7cm

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1105】
四季スープボール DBR 3個入り

寄附額

3個入り

天然木・ケイ素 φ14×7cm

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1106】
四季スープボール NA 3個入り

22,000 寄附額

5個入り

天然木・ケイ素 φ14×7cm

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1107】
四季スープボール LBR 3個入り

22,000 寄附額

5個入り

天然木・ケイ素

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1108】
四季スープボール DBR 5個入り

22,000 寄附額

37,000

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

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、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

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す。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

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わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

い。

い。

い。

い。

φ12.5×6.5cm 3個入り 天然木・ケイ

φ12.5×6.5cm 3個入り 天然木・ケイ素 φ12.5×6.5cm 3個入り 天然木・ケイ素 φ12.5×6.5cm 5個入り 天然木・ケイ素

素ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1109】
四季スープボール NA 5個入り

寄附額

【2612-1110】
四季スープボール LBR 5個入り

37,000 寄附額

【2612-1111】
里山スープボール DBR 3個入り

37,000 寄附額

【2612-1112】
里山スープボール NA 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、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

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、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

汁物のみならずスイーツ、サラダ、ヨーグルト、抹茶

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す。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

などいろいろな用途に使えます。和・洋どちらにでも

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わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

い。

い。

い。

い。

φ12.5×6.5cm 5個入り 天然木・ケイ素 φ12.5×6.5cm 5個入り 天然木・ケイ素 φ11.5×7cm 3個入り 天然木・ケイ素

φ11.5×7cm 3個入り 天然木・ケイ素

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1113】
里山スープボール LBR 3個入り

寄附額

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

【2612-1114】
里山スープボール DBR 5個入り

21,000 寄附額

34,000 寄附額

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

表面に耐久性に優れた特殊加工、ナノコートを施して

おり、家庭用食洗機にも対応可能です。

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、ヨーグルト、抹茶

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す。和・洋どちらにでも

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わせてお使いください。

ライフスタイルに合わせてお使いください。

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

電子レンジは非対応です。天然木のため木目の出方や

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

色味はそれぞれに異なります。ご理解、ご了承くださ

い。

い。

φ11.5×7cm 3個入り 天然木・ケイ素

φ11.5×7cm 5個入り 天然木・ケイ素

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

ガラス(NANO COAT)(ガラス塗料)

寄附額

寄附額

寄附額

寄附額

寄附額

