
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

和歌⼭県みなべ町

み な べ 町 ふ る さ と 応 援 寄 附 金 
（ ふ る さ と 納 税 ） 返 礼 品 カ タ ロ グ 



寄附金使途について 

 

【返礼品なし】新型コロナ感染症対策 
   感染症防止対策 
   事業者支援 
   町⺠⽣活支援 など 

 

 

 

 

 

み 緑豊かで快適なまちづくり  
・緑のネットワークづくり・公園緑地の整備（みなべ百年の森づくりな

ど） 
・住環境の整備・生活交通の確保（コミュニティバス運営など） 
・道路整備、維持管理・上下水道の整備・環境保全の啓発と促進 など 

 

な 永く住みたい魅力のあるまちづくり  
・生涯学習の推進（公⺠館の充実、図書館サービスの充実など） 
・学校教育の充実（学校施設の修繕、改築など）・文化財の保護 
・⻘少年の育成・⼼の教育の推進 など 

べ 便利・安心・安全なまちづくり 
・地域防災の充実（自主防災組織への支援など） 
・消防体制の充実 
・交通安全対策の推進・防犯対策の充実・消費者保護と自立の促進 
・子育て支援の充実・障がい者自立の支援・保健、医療、福祉の充実、

高齢者福祉の充実 など 

ちょ 町⺠参画と官⺠協働のまちづくり 
・広報広聴活動の充実・情報通信基盤の充実 
・町⺠参加、参画の推進（まちづくり団体育成など） 
・行政改革の推進・財政基盤の確立 など 

う うめ世界一の元気なまちづくり  
・うめ産業の振興（生産、加工技術の研究、梅の消費拡大対策など） 
・⼭産業の振興（備⻑炭の技術継承、⼈材育成など） 
・海産業の振興（みなべの魚ブランド確立など）・商工、観光の振興など 



 

 

 

返礼品について 

みなべ町では、1 万円以上のご寄付をいただいた方に対し、ご寄付額に応じて次に掲げる方法で特産品などの返
礼品を贈呈させていただきます。 
返礼品コースの合計金額が寄附金額の範囲内であれば、複数の返礼品コースから組み合わせることができます。 
 
組み合わせでのお申込み例 

ご寄付額 選び方 

1 万円 1 万円の返礼品の中から 1 品 

2 万円 2 万円の返礼品の中から 1 品又は 1 万円の返礼品の中から 2 品 

5 万円 1 万円の返礼品の中から 5 品又は 2 万円の返礼品の中から 2 品＋1 万円の返礼品の中から 1 品 

 
返礼品の発送について＜ご注意＞ 
 1 件 1 万円以上の寄付をされた方が対象となります。 
 返礼品は、発送時期限定品を除き、寄付金のご入金をみなべ町が確認で

きた日以降において発送します。なお、ゆうちょ銀行の払込取扱票によ
りご入金いただいた場合は、みなべ町が入金の確認できるまでに概ね 1
週間程度要しますので、あらかじめご了承願います。 

 カタログの写真は、実物とは多少印象が異なる場合があります。 
 返礼品のうち、詰め合わせ商品の賞味期限は、その詰め合わせた商品で

最短のものを表示しています。 
 返礼品は、事業者から寄付者へ直接発送となるため、住所、氏名及び電

話番号を事業者に提供しますので、あらかじめご了承ください。 
 
 

おまかせコース 
特にメニュー指定がない場合、提示した上記 「み」「な」「べ」「ちょ」
「う」 のメニューに大切に使わせていただきます 

特定基金（みなべ町ふるさと応援奨学基金） 
経済的理由によって修学困難と認められる大学生等のうち、みなべ町の情
報の発信拠点となってふるさとを応援する志のある者に対し、奨学金を給
付するために設置された基金です。 

返礼品の凡例 
番号 特産品等の名称 

（写真） 

特産品等の内容 

特産品等の説明 

事業者名 

 



寄付額 10,000 円 
A-001 白干梅 A-003 元祖はちみつ入梅干 

⻩金漬(700g) 
A-004 ご縁梅干 10 入 

 

 
 

白干梅 約 700g 
[賞味期限 1 年 塩分約 20%] 

元祖はちみつ入梅干 ⻩金漬 700g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

はちみつ梅干 10 入 化粧箱  
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

みなべ町特産の南高梅を使った昔な
がらの梅干です。 

完熟紀州南高梅を原料に、はちみつ
を加えて熟成させた肉厚でまろやか
な梅干しです。 

ご縁梅干しがたま駅⻑の和歌⼭電鉄
様とコラボしました！ 
もらって嬉しいご縁梅干。あげて嬉
しいご縁梅干。あの方からあの方へ
ご縁がひろがる梅干です。 
一粒ずつ和紙で包みあげ、化粧箱に
お詰めしてお届けします。 

みなべ町が発送します （株）梅一番井口 （有）紀州梅苑 
 
A-005 紀州お梅はん A-006 紀州はちみつ小町 A-007 プレミアムダイヤモンド梅 

10 個入 

  

 

紀州産うす塩味南高梅 800g 
[賞味期限 1 年 塩分約 10%] 

紀州産はちみつ入南高梅 800g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8%] 

はちみつ梅 10 個入 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8%] 

粒選りの特選紀州南高梅を使用し、
梅本来のすっきりした味わいを活か
し、うす塩味の梅干に仕上げました。 

粒選りの特選紀州南高梅を使用し、
純粋はちみつを加え、まろやかな口
あたりのはちみつ梅に仕上げまし
た。 

紀州南高梅の中でも超大粒の完熟南
高梅のみを使用した『プレミアム』な
逸品です。とろけるような柔らかさ
と、フルーツの様な甘さでお茶請け
に最適な梅干しです。 
 

せきもとフーズ（株） せきもとフーズ（株） ぷらむ工房 （株）岩本食品 



寄付額 10,000 円 
A-010 梅⿊酢２本セット A-011 紀州南高梅 

千年の知恵味わい 4 種 
A-012 勝喜梅 はちみつ仕立て

「極」 12 包 

 

 

 

梅⿊酢 290mL×2 本 
[賞味期限 3 年] 

はちみつ漬(塩分 5%)、こんぶ漬(塩分 8%)
うす塩味(塩分 8%)、しそ漬(塩分 10%)  
[賞味期限 6 ヶ月] 各 200g 

貼り箱 Ａ級４Ｌ寸南高梅干し 
はちみつ仕立て「極」 12 包入 
[賞味期限 2 年 塩分約 8％] 

完熟南高梅を那智勝浦町で製造して
いる⿊酢で作った希釈タイプです。
水で３〜５倍にうすめてください。 

梅のエキスはそのままに、独自開発
製法で減塩しました。コクのある味
わいです。化学調味料、合成着色料は
使用していません。はちみつ漬はお
茶請けに。こんぶ漬やしそ漬はおに
ぎりに。うす塩味は焼酎と共にご賞
味を。 

紀州南高梅の上級品を更に餞別使
用。ふっくらで、うす皮の果肉は、
みずみずしい、はちみつ仕立て甘口
の梅干しを和紙で一粒ずつ包んだ逸
品です。 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州ほそ川 （株）勝僖梅 
 
A-013 本場紀州 白龍梅 1kg A-014 自家梅園産 

完熟南高梅梅酒 3 種 
  

 

 

 

プレミア和歌⼭推奨 
本場紀州 白龍梅 1000g 化粧箱 
[賞味期限 3 ヶ月 塩分約 12%] 

・日本酒仕込み 和 ZIPANG 500ml 
アルコール度数 10% 

・本格梅酒 Ryu 300ml  
アルコール度数 12% 

・にごり梅酒 はる姫 300ml 
アルコール度数 11% 

 

白龍梅は、ぷっくりと果皮果肉の柔
らかい梅干です。 
自家梅園で大切に育てた南高梅よ
り、樹上で完熟を待った最高級の南
高梅のみを選び、はちみつ等で二度
漬けし、梅本来の味が生きた丁度い
い塩度に仕上げました。上品なうす
塩の梅干です。白いご飯によく合う
と好評を頂いております。 
「プレミア和歌⼭推奨品」に、選定頂
きました。 

自家梅園で大切に育てた完熟南高梅
を、伝統の製法でゆっくり熟成しま
した。 
「和・ZIPANG」は、日本酒仕込みで
す。日本酒のキレと旨さを生かし、梅
酒本来の深い味わいを甘さ控えめに
仕上げました。 
「本格梅酒・Ryu」は、昔ながらの味
わいを大切にしました。梅の芳醇な
香り、スッキリ感が男性に⼈気です。 
「にごり梅酒・はる姫」は、完熟梅の
果肉を加え、女性好みのやさしい彩
りとまろやかな口あたりです。 

 

横⼭食品（株） 横⼭食品（株） 
 



寄付額 10,000 円 
A-015 甘さ色々・梅干２品 A-016 おばあちゃん直伝♪ 

梅シロップ（希釈用） 
A-017 梅干屋のおすそわけ梅酒 

 

 

 

本場紀州 白龍梅 380ｇ 化粧箱 
[賞味期限 3 ヶ月 塩分約 12%] 
本場紀州 和み梅 380ｇ 化粧箱 
[賞味期限 3 ヶ月 塩分約 5%] 

プレミア和歌⼭推奨   
紀州南高梅⻘梅シロップ・サン紀っす 
720ml×2 本 

梅干屋のおすそわけ梅酒 720ml 
アルコール度数 13％ 

白龍梅は、ぷっくりと柔らかい梅干
です。 
自家梅園で大切に育てた南高梅よ
り、樹上で完熟を待った最高級の南
高梅のみを選び、はちみつ等で二度
漬けし、梅本来の味が生きた丁度い
い塩度に仕上げました。上品なうす
塩の梅干です。白いご飯によく合う
と好評を頂いております。 
和み梅は、あまり塩味が感じないく
らい、蜂蜜をたっぷり使ったぷっく
りと果皮果肉の柔らかい、かなり甘
口の梅干です。そして、りんご酢を
加え、あっさりとフルーティに仕上
げたお茶請けにも好まれる梅干で
す。 
自家梅園で大切に育てた南高梅よ
り、樹上で完熟を待った最高級の南
高梅のみを選び、身体に良いものば
かりで漬けた梅干です。 
ご年配の方やお子様はもちろん、梅
干が苦手な方にも安⼼してお召し上
がり頂いております。 
いずれも、「プレミア和歌⼭推奨品」
に、選定頂きました。 

自家梅園で大切に育てた完熟南高梅
を、氷砂糖・蜂蜜のみ昔ながらのおば
あちゃん直伝製法で漬け込みました。 
「サン紀っす」は、⻘梅の爽やかな風
味とやさしい甘さ、懐かしい梅のシロ
ップです。 
希釈用 1 本 720ml で、約 20 杯。 

「紀州みなべ梅酒特区」により平成
22 年に製造免許を取得しました。 
紀州みなべ町産樹上完熟南高梅を収
穫後、更に極限まで追熟、焼酎と氷
砂糖だけで 2 年以上⻑期熟成させた
完熟南高梅の甘さを生かした梅のプ
ロ・梅干屋が造った本格原酒梅酒で
す。 

横⼭食品（株） 横⼭食品（株） （株）マルリョウナガオカ 
 ※品不足のため、注文受付を停止し

ております。 
 

  



寄付額 10,000 円 
A-020 紀州南高梅 しそ田舎梅 A-021 薬師乃風 A-022 薬師乃蜜 

 

 

 

紀州南高梅 しそ田舎梅 750g 
（梅 675g+しそ 75g） 
[賞味期限 360 日 塩分約 20％] 

薬師乃風 500g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

薬師乃蜜 500g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

しそと塩だけで漬け上げた昔ながら
のしょっぱいしそ漬け梅干です。国
産の良質なしそをたっぷり使用して
います。しそと一緒に、お粥や白ご
飯、おにぎりの具としてお楽しみ下
さい。 

梅干し本来の風味を活かし、後味の
スッキリとした味わい深い塩分約
8％の減塩梅干しです。化学調味料の
アミノ酸等や合成保存料の VB1、⼈
工甘味料のスクラロース、香料、着色
料を使用していません。自然素材を
十二種類煎じて漬け込んだこだわり
の南高梅干しです。 

まろやかで食べやすい塩分約 8％の
減塩はちみつ梅干しです。化学調味
料 の ア ミ ノ 酸 等 や 合 成 保 存 料 の
VB1、⼈工甘味料のスクラロース、香
料、着色料を使用していません。※甘
味料として植物由来のステビアを使
用しています。 
自然素材を十二種類煎じて漬け込ん
だこだわりの南高梅干しです。 

紀州綜合食品（株） 紀州薬師梅（株） 紀州薬師梅（株） 
 
A-023 てっちゃんの梅 

（白干し梅） 
A-024 てっちゃんの梅 

（はちみつ梅） 
A-025 てっちゃんの梅 

（しそ漬け梅） 

 

 

 

白干し梅 1000g 
[賞味期限 1 年 塩分約 20％] 

はちみつ梅 1000g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 10％] 

しそ漬け梅 1000g 
[賞味期限 1 年 塩分約 17％] 

梅と塩だけで漬け込んだ、昔ながら
のしょっぱい梅干です。お好みの塩
分に塩抜きしてのご利用もおすすめ
です。 

果肉がたっぷりの南高梅をはちみつ
と調味料で漬け込みました。甘くて
食べやすい味わいに仕上げていま
す。 

皮が薄くて、果肉たっぷりの南高梅
を塩抜きし、紫蘇エキスに漬け込ん
でいます。紫蘇の香りと色で食欲Ｕ
Ｐ。 

松川農園 松川農園 松川農園 



寄付額 10,000 円 
A-026 紀州みなべの南高梅（し

そ漬・はちみつ梅セット） 
A-027 紀州みなべの南高梅 

（しそ漬・昆布梅セット） 
A-028 わけあり紀州南高梅はち

みつ漬梅干 1kg 

  
 

しそ漬梅 250g（塩分約 13％） 
はちみつ梅 250g（塩分約 9％） 
[賞味期限 6 ヶ月] 

しそ漬梅 250g（塩分約 13％） 
昆布梅 250g（塩分約 10％） 
[賞味期限 6 ヶ月] 

はちみつ梅 1000g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

果肉が厚く、皮が薄く、香りがよい
南高梅を昔ながらの酸味のある味
わいのしそ漬と塩分控えめに酸味
を抑え甘口に仕上げたはちみつ漬
け梅干の食べ比べセットです。日本
一の南高梅の生産量と質を誇る梅
の里みなべ町からお届けします。 
「紀州みなべの南高梅」は紀州農業
協同組合の登録商標です。 

果肉が厚く、皮が薄く、香りがよい南
高梅を昔ながらの酸味のある味わい
のしそ漬と北海道昆布に漬け込んで
まろやかな味に仕上げた昆布梅の食
べ比べセットです。日本一の南高梅の
生産量と質を誇る梅の里みなべ町か
らお届けします。 
「紀州みなべの南高梅」は紀州農業協
同組合の登録商標です。 

多少傷がありますが、味や品質には
全く影響ございません。 
果肉が厚く、皮が薄く、香りがよい南
高梅を塩分控えめに酸味を抑え甘口
に仕上げたはちみつ梅です。日本一
の南高梅の生産量と質を誇る梅の里
みなべ町からお届けします。 

（有）プラム （有）プラム 
 

 
A-029 ジャムセット A-030 トマトジュースセット A-031 あまちゃづる梅干し

1.4kg 紀州南高梅 和歌⼭
県産[ご家庭用] 

 

 

 

完熟南高梅ジャム 120g・露茜ジャ
ム 120g・金柑ジャム 120g・金柑の
甘露煮 120g [賞味期限 6 ヶ月] 

トマトジュース 180g×10 本 
[賞味期限 8 ヶ月] 

みなべの梅（あまちゃづる）700g×2 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 10％] 

愛情をこめて作った梅や金柑をジ
ャムに仕上げました。 

糖度の高いフルーツミニトマトを
使用しています。甘くて濃いフル
ーツ感覚のトマトジュースです。 

梅樹園の No.1 大ヒットロングセラ
ー商品です。本来の梅の味を大切に
塩分 10％にしあげました。まろやか
な舌触りと絶妙に重なり合うやわら
かな甘味と程よい酸味が自慢です。
あまちゃづるは高麗⼈参と同じ成分
サポニンを多く含む天然の植物で
す。 
少しキズがありますので、家庭用と
してのご提供となります。 

（有）プラム 社会福祉法⼈ なかよし福祉会 （株）梅樹園 



寄付額 10,000 円 
A-032 はちみつ梅干し 1.4kg  

紀州南高梅 和歌⼭県産
[ご家庭用] 

A-033 種なし干し梅 60g×6 袋
(はちみつ入) 紀州南高梅 
和歌⼭県産 

A-037 和歌⼭の南高梅 
（シャーベット） 

 

 

 

みなべの梅（はちみつ）700g×2 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 7％] 

紀州産種なし甘い干し梅 60g×6 
[賞味期限 6 ヶ月] 

南高梅シャーベット 100ml×6 個 

コクのある甘さを追求するため世界
各国、数十種類のはちみつで試作し
ました。たどりついたのはフランス
産太陽の蜜と呼ばれるひまわり蜂蜜
でした。 
お弁当、ご飯によく合います。 
少しキズがありますので、家庭用と
してのご提供となります。 
 

紀州産のはちみつ入り種なし甘い干
し梅、一粒一粒丁寧に種をとってい
るのでお子様にも安⼼です。個包装
されているので衛生的で持ち運びも
便利です。職場の休憩時間やスポー
ツ時の塩分補給などでご愛用頂いて
おります。 

みなべ町産南高梅のピューレを練り
込んだシャーベットです。完熟梅な
らではの風味とまろやかでありなが
ら、甘すっぱい味をお楽しみいただ
けます。プレミア和歌⼭認定商品で
す。 

（株）梅樹園 （株）梅樹園 （有）プラム 
 
A-038 風鈴「紀州の音」 A-040 潮彩（ひもの詰合せ） A-041 自家製焼き菓子詰め合わせ 

  

 

風鈴 あじ開き 2 枚、するめ一夜干し 1 枚、
かます開き 2 枚、うるめいわし一夜
干し 10 尾、あじみりん干し 3 枚 
[消費期限 5 日][発送方法 冷蔵] 

栗どら(4 ヶ)、マドレーヌ(4 ヶ)、 
梅ケーキ(5 ヶ) 
[消費期限 7 日] 

全部紀州備⻑炭で作った風鈴です。 
備⻑炭は非常に密度が高い状態にな
っていますので、備⻑炭を合わせて
叩くと金属音を発します。これを風
鈴にすることで今までにないような
快い音色を聴くことが出来ます。 
 

天然物のみを扱い添加物を一切使用
せず、素材の美味しさを大切に仕上
げました。 
加工したその日に発送します。 

こだわりの自家製焼き菓子詰め合わ
せとなっています。 

（株）三前商店 （株）もとや魚店 
 



寄付額 10,000 円 
A-042 金⼭寺みそ味噌詰め合わ

せ 
A-043 金⼭寺みそ 1.4kg 入り A-044 紀州南高梅 すっきりさわ

やか梅⻭みがき 

  
 

金⼭寺みそ 700g 角タル、 
赤みそ 700g 角タル 
[賞味期限 2 ヶ月][発送方法 夏(ｸｰﾙ)] 

金⼭寺みそ 1400g 入 
[賞味期限 2 ヶ月] 
[発送方法 夏(ｸｰﾙ)] 

すっきりさわやか梅⻭みがき 
110g×2 本セット 

紀州伝統の金⼭寺みそは、うす塩あ
ま口に仕上げています。ご飯やお茶
漬のおかずに。また生のきゅうり等
にも合います。 
赤みそは、全ての原材料を国内産の
ものを使用しています。少し若い目
のお味噌で、お味噌汁にして、お召し
上がりください。 

創業明治 43 年、ちぐすやの金⼭寺味
噌は、国産の⽶･大⻨･大⾖を使用し、
昔ながらの製法で発酵させました。
国内名産地の瓜･生姜を使用し、ナス
は地場で選りすぐりの作物を使って
います。 
そして 1 年を通じ同じ味に仕上がる
よう、その時の気温・湿度に細⼼の注
意をはらって、手造りした紀州伝統
のおかずみそです。 

みなべ町の特産である南高梅を使用
し、ほぼ梅干だけでできた今までに
ない⻭みがき粉です。梅の持つ天然
の素材を生かし、口臭予防と⻭ぐき
を引きしめます。 

ちぐすや商店 ちぐすや商店 （株）小⼭農園 
 
A-046 昔ながらのすっぱい梅干 A-047 こだわり熟うま南高梅

（うす塩味） 
A-048 こだわり熟うま南高梅 

（はちみつ梅） 

 

 

 

昔ながらのすっぱい梅干 350g×3 
[賞味期限 365 日 塩分約 18％] 

こだわり熟うま南高梅（うす塩味）250g×3  
[賞味期限 180 日 塩分約 7％] 

こだわり熟うま南高梅（はちみつ梅）250g×3  
[賞味期限 180 日 塩分約 7％] 

自家梅園産完熟南高梅を粗塩で漬け
込み、天日干しで仕上げた昔からあ
るすっぱい梅干です。 
素朴な梅干だからこそ、品質と風味
には責任と自信を持って作りまし
た。 
【あったかご飯に梅干】昔ながらの
製法で仕上げた梅干がご飯のおいし
さを引き立てます。 
「塩辛さ」と「すっぱさ」というシン
プルな風味だけに作り手の技術力が
問われる梅干です。 

自家梅園産の完熟南高梅を 100％使
用し、昆布と椎茸の合わせだし汁に、
じっくり 2 週間以上漬け込んだ和風
タイプのうす塩味の梅干です。 
塩分は約 7％と低塩に仕上げていま
すので、塩分が気になる方やすっぱ
い梅干が苦手な方もおいしくお召し
上がり頂けます。 
また、食品添加物は一切使用してお
りません。自然の素材のみで仕上げ
ております。 

「和歌⼭県みなべ町の梅農家がお届
けします。」 
自家梅園産完熟南高梅（A ランク、最
高品質）を原料に使用し、りんご酢、
果糖、蜂蜜等の入った秘伝の調味液
にじっくり漬け込んでいます。 
ほのかに香る蜂蜜の風味と甘さが特
徴のはちみつ梅干です。 
食品添加物（調味料（アミノ酸等）、
甘味料、酸味料、香料、着色料、防腐
剤）は、一切使用していませんので、
安⼼してお召し上がり頂ける「こだ
わり」の逸品です。 

坂忠商店 坂忠商店 坂忠商店 



寄付額 10,000 円 
A-052 紀州南高梅 梅ジュース

つくり体験キット 
A-053 有機 JAS 認証 高田の梅「昔

ながらのしそ梅干」(450g) 
A-054 有機 JAS 認証 

「蔵出し白干梅」（450g） 

 

 

 

紀州南高梅（冷凍）500g 
氷砂糖 500g、容器 

有機 JAS 認証 高田の梅 
「昔ながらのしそ梅干」450g 
[賞味期限 1 年 塩分 18％] 

有機 JAS 認証 「蔵出し白干梅」450g 
[賞味期限 1 年 塩分 18％] 

★紀州南高梅を使った梅ジュース体
験キット（作り方説明書付） 
とっても簡単、とっても美味しい。 
作った梅ジュースは 10 日後に飲む
ことが出来ます。 
紀州南高梅の冷凍梅と氷砂糖のセッ
ト品。 
使いやすい PET 容器を付属している
ので、商品到着後すぐに梅ジュース
を作ることができます。 
炭酸水で割っても美味しく頂けま
す。 

自家農園で有機 JAS 栽培認証の梅と
紫蘇を使い仕上げた梅干は、一粒一
粒を大切に紫蘇に挟み漬け込むこと
で鮮やかな色合いと濃厚で爽やかな
風味の一品です。 

南高梅発祥農園として、代々受け継
がれた先⼈からの技術と経験をもと
に、恵まれた自然と風土の中で土つ
くりから始め、丹精込めて育てまし
た。樽のなかでじっくりとねかせる
ことで、まろやかに熟成させた梅干
本来の素朴で懐かしい味わいをご堪
能ください。 

大和リゾート（株） （有）紀州高田果園 （有）紀州高田果園 
 

A-055 かつお梅 A-056 
 

はちみつ入り梅 A-057 梅酒マドレーヌ 

   
かつお梅 500g 
[賞味期限 180 日 塩分 7％] 

はちみつ入り梅 500g 
[賞味期限 180 日 塩分 7％] 

5個入(1箱)×6箱セット 
[賞味期限 未開封の場合 90 日。 
開封後は、当日中にお召し上がりく
ださい] 

梅の酸味としその香りに風味豊かな
かつお節を加え、深みのある美味し
さに仕上げました。甘すぎず酸っぱ
すぎず、ご飯やお茶漬けの他お酒の
おつまみにもおすすめです。 

南高梅発祥農園が吟味した柔らかい
上質な梅だけを選び、地元養蜂園の
国産ハチミツを使い、まろやかな味
わいに仕上げました 

ブランデーベースの梅酒 善-ZEN- 
を使って作った洋菓子、マドレーヌ
です。 
ほのかな梅の味とブランデーの香り
がマッチした商品です。 

（有）紀州高田果園 （有）紀州高田果園 （株）紀州本庄うめよし 



寄付額 10,000 円 
A-060 紀州南高梅 はちみつ仕

立て 1kg とお茶漬けの素
10 食セット 

A-062 原酒梅酒 720ml A-063 にごり梅酒 720ml 

 

  

調味梅干 500g×2パック 
[賞味期限2年 塩分約8％] 
お茶漬けの素 5g×10袋 
[賞味期限 18 ヶ月] 

原酒梅酒 720ml  
[アルコール度数 18％] 

にごり梅酒 720ml 
[アルコール度数 12％] 

本品は、食べごたえの大粒と1食に1
粒と毎日楽しんで頂ける中粒の2種
でたっぷり1kg。更においしいお茶漬
けの素を10食分お付けしてお届け致
します。 
味と品質は、安⼼のメーカー品です。 

自社農園の紀州産完熟南高梅を使
用。完熟梅のフルーティーな香りと
ともに漬け込み、静かに時を重ね熟
成貯蔵した濃醇な味わいの梅酒で
す。炭酸で割ったり、寒い冬はお湯
割りで美味しく頂けます。 

自社農園の紀州南高梅の完熟した果
実を原料とし熟成させた芳醇な梅酒
です。完熟した南高梅の果肉をブレ
ンドすることで、風味とフルーティ
ーさがより一層感じられます。お酒
が苦手な方や女性に味わって欲しい
梅酒に仕上げました。 

（株）勝僖梅 （株）東農園 （株）東農園 
 
A-064 薔薇梅酒 720m Ａ-065 紀州南高梅・千年の知恵は

ちみつ漬け 800ｇ 
Ａ-066 紀 州 南 高 梅 ま ろ や か 漬 

1kg 

 

  

薔薇梅酒 720ml  
[アルコール度数 13％] 

800g（200g×4 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 ６ケ月 塩分 5％] 

1kg（500g×2 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 ６ケ月 塩分 10％] 

紀州南高梅の完熟した果実と、朝摘
みしたロサ・ダマッセナの生花を豊
かな香りそのままに漬け込みまし
た。薔薇と梅の最高のハーモニーを
お楽しみください。 
 
 

南高梅の中でも最高ランクのＡ級品
のみを使用し。良質のはちみつをた
っぷり加え、コクのある味わいに仕
上げました。甘口タイプ塩分 5%の
梅干しですので、お子様でも食べや
すく、お茶請けやおやつにおススメ
の逸品です。 

南高梅の中でも最高ランクのＡ級品
のみを使用。ほどよい酸味と蜂蜜の
まろやかな甘みで奥深い味わいに仕
上がりました。皮までふっくらやわ
らかい。一口食べると、とろけるよう
な果肉が口いっぱいに広がります。 

（株）東農園 （株）紀州ほそ川 （株）紀州ほそ川 



寄付額 10,000 円 
A-067 【無添加梅干し】６農家さんの

梅干し食べ比べセット/南高梅 
Ａ-068 【家庭用】みなべの梅 

（しそ漬け）1.4kg！ 
A-069 ごはんのおともセット 

【ごはん上手・梅にんにく】 

   
100ｇ×6 ﾊﾟｯｸ 
[賞味期限 ２年 塩分 18％] 

700ｇ×2 ﾊﾟｯｸ 
[賞味期限 180 日 塩分 10％] 

梅肉でしょうが 180g、美味しそで梅
150g、美味しそでしょうが 120g 
梅にんにく 320g [賞味期限 6 ヶ月] 

【商品について】 
「南高梅」発祥の地、和歌⼭県みなべ
町で先祖代々、梅農家を営むプロに
よる食べ比べセット。６⼈の梅農家
が育てた、それぞれの農園の味をお
届けします。 
【素材は梅と塩のみ】 
塩だけで漬けた、すっぱいしょっぱ
い梅干しです。梅そのものの味が最
も感じられます。 
【らくらくお届け】 
ポストに直接お届け。包装も最小限
だから場所をとりません。 

700ｇ×2 ﾊﾟｯｸ！！塩分約 10％のす
っきりとした味わいで紫蘇の風味豊
かな梅干しです。少し皮が切れたも
のや、小さな傷もありますが、お味や
食べごたえは高級品と変わりませ
ん。サイズは２Ｌ〜４Ｌのおまかせ
品です。 
 

美味しいごはんのお供をセットにし
ました。紀州産の梅肉と相性の良い
素材をアレンジした、食欲をかき立
てる商品です。ごはんだけでなく、酒
の肴にもぜひお試しください。 

（株）うめひかり （株）梅樹園 マルヤマ食品（株） 
 
A-070 みつ大玉【保存添加物不

使用/はちみつ梅干し】 
A-071 紀州南高梅・千年の知恵こ

んぶ漬け 800g 
A-072 梅札（うめふだ） 

30 個セット 

 

  

みつ大玉 900g 
[賞味期限 1 年 塩分 8％] 

800g（200g×4 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 8％] 

梅札（うめふだ）14g 
1 箱 10 個入り×3 箱 

4L サイズ以上の紀州南高梅を厳選し
ました。薄い表皮に包まれた粒なら
ではの果肉は、とろけるようにやわ
らかく梅の美味しさがたっぷり。上
質のレンゲはちみつを加えているの
で、ほんのり甘くとても食べやすい
逸品です。 

南高梅の中でも最高ランクＡ級品の
みを使用し、独自の『濃い減塩（※
商標登録中）』製法で梅本来の旨味
と栄養を逃さず減塩。さらに昆布の
だしで美味しさ一気に引き上げ、極
上の味わいに。皮までふっくら柔ら
かい。一口食べると、とろけるよう
な果肉が口いっぱいに広がります。 

紀州本場の梅干屋が梅のお菓子を作
りました。ガムでもない、グミでもな
い、キャンディでもない、噛んで溶け
てく不思議食感のお菓子です。シー
ト状で食べやすく、紀州梅の甘酸っ
ぱさがお口いっぱいに広がる後味す
っきり、クセになる味。カラダに嬉し
い【クエン酸】【ポリフェノール】入
り♪1 袋にまるごと 1 個分の梅の実
が入っています。 

マルヤマ食品（株） （株）紀州ほそ川 （株）紀州ほそ川 



寄付額 10,000 円 
A-073 みなべの玉手箱 Ａ-074 梅いろは 12 粒入り【保存

添加物不使用/個包装】 
Ａ-075 紀州南高梅・千年の知恵し

そ漬 800ｇ 

 

  

金⼭寺みそ、餃子とみそダレ、みなべ
の露あかねロールケーキ、紀州備⻑
炭、ポケうめパンダ 

梅いろは 240ｇ 
みつ[賞味期限 1 年 塩分 8％] 
ゆめ[賞味期限 1 年 塩分 5％] 
もも[賞味期限 6 か月 塩分 5％] 

800g（200g×4 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

みなべおかみ元気会加盟店の自慢の
逸品を取り揃えました。 
届いたその日の食卓の一品に添えて
頂けます。 
 

梅月見の梅干しの中でも⼈気のある
「みつ」、塩分を 5％に抑えた低塩仕
込みの「ゆめ」、デザート感覚で美
味しくいただける「もも」を、ひと
粒ひと粒丁寧に上品な和紙でやさし
く包み込みました。 

南高梅の中でも最高ランクＡ級品の
みを使用し、独自の『濃い減塩（※商
標登録中）』製法で梅本来の旨味と栄
養を逃さず減塩。香り豊かな国産し
そと一緒に漬け込みました。皮まで
ふっくら柔らかい。一口食べると、と
ろけるような果肉が口いっぱいに広
がります。 

おかみ元気会 マルヤマ食品（株） （株）紀州ほそ川 
 
A-076 紀州南高梅・千年の知恵

うす塩 800ｇ 
A-077 百花蜂蜜 

（100g×2、200g×1） 
A-078 みかんこい梅 

   
800g（200g×4 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 8％] 

百花蜂蜜 [賞味期限 3 年] 
100g スタンドパック 2 袋 
200g ボトル 1 本 

100ｇ×5 個 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 5％] 

南高梅の中でも最高ランクＡ級品の
みを使用し、独自の『濃い減塩（※商
標登録中）』製法で梅本来の旨味と栄
養を逃さず減塩。すっぱい、けどすっ
ぱすぎない、まさに「いい塩梅」。梅
本来の味が引き立ち、ごはんとの相
性が抜群です。「梅干の酸味を味わい
たいけれど、塩分はおさえたい！」と
いう方にぜひおすすめの逸品。 

蜜花は、みつばちとともに生き、和
歌⼭から北海道を旅する「中村養蜂
園」の直営店です。一番良質で自然
のままのはちみつを皆さまにお届け
しています。百花蜂蜜は、和歌⼭県
みなべ町の自然の中で４月〜５月下
旬に⼭の花々の蜜を求めてみつばち
が集めたはちみつです。ビタミン・
ミネラルが豊富で、コクがありお料
理にも最適です。 

食べた瞬間に広がるみかん風味。 
紀州みなべの南高梅を高糖度完熟み
かん“ゆら早生”（糖度 11 度以上）の
果汁で漬け込みました。まろやかな
みかん風味に仕上げたフルーツ感覚
の梅干しです。 

（株）紀州ほそ川 中村養蜂園 蜜花 （有）プラム 



寄付額 10,000 円 
A-079 tomato-ume A-080 こく旨 tomato 調味料 A-081 香る umesio 調味料 

  
 

100ｇ×5 個 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 8％] 

150ml×8 本 
 [賞味期限 1 年] 

150ml×8 本  
[賞味期限 1 年] 

紀州みなべの南高梅を高糖度ミニト
マト“優糖星”（糖度 8 度以上）の果汁
で漬け込みました。まろやかなトマ
ト味に仕上げた新感覚のデザート梅
干しです。 

高糖度ミニトマト“優糖星”の果汁を
合わせた調味料ポン酢です。 
和風パスタ、豚の角煮、鶏のから揚げ
の下味等、様々な料理に調味料とし
てお使いいただけます。また、湯⾖腐
やおひたし、揚げ物などにポン酢と
してもご利用下さい。 
 

紀州みなべの“南高梅”の梅酢を合わ
せた調味料ポン酢です。 
茶わん蒸し、炊き込みご飯、鶏のから
揚げの下味、仕上げたラーメンに加
えて酸辣湯麺風になど調味料として
ご利用下さい。また、焼き魚や焼肉、
しゃぶしゃぶ、餃子等にポン酢とし
てもご利用下さい。 
 
 

（有）プラム （有）プラム （有）プラム 
 
A-082 紀州はちみつ梅つぶれ梅 A-083 紀州南高梅 昆布梅 A-084 紀州南高梅 うす塩 

   
はちみつ梅つぶれ梅 2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 8％] 

昆布梅 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

うす塩梅干 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

紀州みなべの南高梅を独自の調味法
によりうす塩味で漬け込み、はちみ
つを加え熟成させました。しっとり
としたまろやかな味わいに仕上げた
梅干しです。皮の破れ、つぶれている
梅がございますが品質に問題ありま
せん。 
 
 
 

紀州みなべの南高梅と北海道産の良
質昆布を独自の技法により漬け上げ
ました。梅の風味と昆布の旨味が調
和したうす塩味仕立てのほどよい酸
味がきいた味わいは、お茶請けにも
最適です。 
 

紀州みなべの南高梅を粗漬けしたあ
と、秘伝の調味法によりじっくりと
熟成させたうす塩味仕立ての梅干で
す。おいしさがあとをひく奥深い味
わいをご堪能下さい。 

（有）プラム （有）プラム （有）プラム 



寄付額 10,000 円 
A-085 紀州南高梅 しそ漬梅干 A-086 紀州南高梅 はちみつ梅 A-087 紀州南高梅 白干梅 

 

  
しそ漬梅干 1.2kg 
[賞味期限 1 年 塩分 13％] 

はちみつ梅 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 8％] 

白干梅 1.2kg 
[賞味期限 1 年 塩分 20％] 

丹念に塩もみした朝摘み紅しそと、
南高梅の風味が一体となった逸品で
す。 
お口の中にさわやかに広がるしその
香りと梅の風味をお楽しみくださ
い。 
 
 
 

紀州みなべの南高梅を独自の調味法
により、うす塩味で漬け込み、はちみ
つを加え熟成させました。しっとり
としたまろやかな味わいです。 
 

南高梅を塩のみで漬け込み、三日三
晩の土用干しをして仕上げた梅本来
の素朴な風味と太陽の恵みをいっぱ
いに受けた昔ながらの味わいをお楽
しみください。 

（有）プラム （有）プラム （有）プラム 
 
A-088 紀州南高梅 かつお梅 A-089 味くらべ梅 A-090 紀州南高梅ふくじゅ梅 

  
かつお梅 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

はちみつ梅、しそ漬け、とまと梅、塩
零梅、白干梅、うす塩  
1 粒(15g)×各 3 個 [賞味期限 6 ヶ月] 

ふくじゅ梅 1kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 10％] 

紀州みなべの南高梅にかつお節と刻
みしそを絡めた食べやすい梅干の定
番。しっかりとしそが効いてさっぱ
りとしたお味です。しそとかつお節
が調和したご飯が進む梅干です。 
 
 
 

6 種類の味が楽しめるテトラアソー
トセットです。 
紀州みなべの南高梅の梅干し各種を
お試しください。 
 

A 級品紀州産南高梅をほどよく酸味
を残してごはんにぴったりの味付け
のうす塩味しそ漬風味に仕上げまし
た。 

（有）プラム （有）プラム （株）紀州本庄うめよし 



寄付額 10,000 円 
A-091 紀州南高梅永遠 A-092 紀州南高梅永遠 

〔家庭用〕 
A-093 紀州南高梅なごみの夢梅 

   
永遠 1kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

永遠 家庭用 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

なごみの夢梅 1kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

A 級品紀州産南高梅を酸っぱさを抑
えたまろやかな、はちみつ漬の甘口
梅干です。酸っぱい梅干が苦手な方
におすすめです。 
 
 

紀州産南高梅を酸っぱさを抑えたま
ろやかな、はちみつ漬の甘口梅干で
す。酸っぱい梅干が苦手な方におす
すめです。少し傷があったり皮が固
い梅が含まれますが、味は通常商品
と変わりません。 

A 級品紀州産南高梅をほっこりなご
み気分のお茶請けにぴったりの甘口
はちみつ漬梅干です。 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし 
 
A-094 紀州南高梅なごみの夢梅

〔家庭用〕 
A-095 紀州南高梅はちみつ梅 A-096 紀州南高梅はちみつ梅 

〔家庭用〕 

   
なごみの夢梅 家庭用 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

はちみつ梅 1kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

はちみつ梅 家庭用 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

紀州産南高梅をほっこりなごみ気分
のお茶請けにぴったりの甘口はちみ
つ漬梅干です。少し傷があったり皮
が固い梅が含まれますが、味は通常
商品と変わりません。 
 

A 級品紀州産南高梅を甘すぎないよ
うに仕上げた、はちみつ漬梅干。甘さ
と酸味のバランスが絶妙です。 
 

紀州産南高梅を甘すぎないように仕
上げたはちみつ漬梅干。甘さと酸味
のバランスが絶妙です。少し傷があ
ったり皮が固い梅が含まれますが、
味は通常商品と変わりません。 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし 



寄付額 10,000 円 
A-097 紀州南高梅あまやか 

〔家庭用〕 
A-098 紀州南高梅味よし 

（かつお梅） 
A-099 紀州南高梅味よし 

（かつお梅）〔家庭用〕 

  
 

あまやか 家庭用 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 4％] 

味よし（かつお梅） 1kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 11％] 

味よし（かつお梅）〔家庭用〕 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 11％] 

A 級品紀州産南高梅をおやつ感覚で
食べる甘口に仕上げました。少し傷
があったり皮が固い梅が含まれます
が、味は通常商品と変わりません。 
 
 

A 級品紀州産南高梅を鰹節と国産刻
みしそで仕上げた風味豊かなかつお
梅です。 
 

紀州産南高梅を鰹節と国産刻みしそ
で仕上げた風味豊かなかつお梅で
す。少し傷があったり皮が固い梅が
含まれますが、味は通常商品と変わ
りありません。 
 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし 
 
A-001a 紀州南高梅しそ漬 A-002a 紀州南高梅しそ漬 

〔家庭用〕 
A-003a 紀州南高梅白干 

 

 
 

しそ漬 1kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 10％] 

しそ漬 家庭用 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 10％] 

白干 1kg 
[賞味期限 1 年 塩分約 20％] 

A 級品紀州産南高梅をしそのさわや
かな香りを大切に仕上げました。国
産しそ入 
 
 
 
 

紀州産南高梅をしそのさわやかな香
りを大切に仕上げました。少し傷が
あったり皮が固い梅が含まれます
が、味は通常商品と変わりません。国
産しそ入 
 

これぞ梅干という塩だけで漬け込ん
だ、しょっぱい・すっぱい、A 級品紀
州産南高梅です。 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし 



寄付額 10,000 円 
A-004a 紀州南高梅白干〔家庭用〕 A-005a 紀州産かりかり南高しそ梅 A-006a 紀州産かりかり南高梅 90g 

   
白干 家庭用 1.2kg 
[賞味期限 1 年 塩分約 20％] 

紀州産かりかり南高しそ梅  
300g×4 パック（1.2kg） 
[賞味期限 4 ヶ月] 

紀州産かりかり南高梅  
90g×10 個（900g） 
[賞味期限 6 ヶ月] 

これぞ梅干という塩だけで漬け込ん
だ、しょっぱい・すっぱい、紀州産南
高梅です。少し傷があったり皮が固
い梅が含まれますが、味は通常商品
と変わりません。 
 

紀州産南高梅の刻み梅と国産刻みし
そをブレンドした混ぜご飯やサラダ
のトッピングにと様々なお料理によ
く合います。 
 

紀州産南高梅のかりかり食感の梅で
す。甘く仕上げていますので、おやつ
としてお召し上がりください。 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし 
 
A-007a 壱 -ICHI- 泡盛梅酒 A-008a 善 -ZEN- ブランデー梅酒 A-009a 縁 -ENISHI- 日本酒梅酒 

   
泡盛梅酒 375ml×2 本 
アルコール度数 13％ 

ブランデー梅酒 375ml×2 本 
アルコール度数 19％ 

日本酒梅酒 375ml×2 本 
アルコール度数 10％ 

自社農園の「完熟南高梅」と希少な真
っ赤な「すもも梅」を泡盛で仕込みま
した。さっぱりとした甘さで飲みや
すい口当たりのよい梅酒です。 
 
 
 

自社農園の「完熟南高梅」をブランデ
ーで仕込みました。深いコクがあり、
まろやかで濃厚な味わい梅酒です。 
 

自社農園の「完熟南高梅」と希少で真
っ赤な梅「露茜」を日本酒で仕込みま
した。日本酒のフルーティーな味が
梅とマッチした梅酒です。 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし （株）紀州本庄うめよし 



寄付額 10,000 円 
A-011a 無添加「特上」熟成南高梅 

（減塩梅干） 
A-012a 無添加「特上」熟成南高梅（減

塩梅干）と梅のり佃煮セット 
A-013a 無添加「特上」白干し梅 

 

  
 

特上熟成南高梅干 430g 容器の 2 個セット  
〔送付時 100 日以上残存 塩分約 3％〕 

特上熟成南高梅干 430g と梅のり佃煮 85g
（梅 20％入りと梅 5％入り佃煮）の 2 個セット  
〔送付時 100 日以上残存 塩分約 3％〕 

特上白干し梅 430g 容器 2 個セット 
〔送付時 180 日以上残存 塩分約 20％〕 

100％天然肥料で育てた最上級の南
高梅を、国産の安新素材だけで漬け
ました。農薬未散布期間 30 日以上
（残留農薬検査済み）で化学調味料
は完全無添加、塩分 3％のからだに優
しい減塩梅干し。 

【無添加「特上」熟成南高梅（減塩梅干）】
100％天然肥料で育てた最上級の南
高梅を、国産の安⼼素材だけで漬け
ました。農薬未散布期間 30 日以上
（残留農薬検査済）で化学調味料は
完全無添加、塩分 3％のからだに優
しい減塩梅干し。 
【梅のり佃煮（梅 20％）および（梅 5％）】
老舗佃煮屋である遠忠食品様の看板
商品である江⼾前海苔に紀州梅香の
梅干しが加えられたのり佃煮。津産
の生のりを大正 2 年創業以来の直火
釜で炊き上げたのり佃煮は、ベテラ
ン職⼈が素材、天候を見極め微妙な
火加減調整を行いながら作られま
す。 

100％天然肥料で育てた最上級の南
高梅を、瀬⼾内海産の塩だけで漬け
ました。農薬未散布期間 30 日以上
（残留農薬検査済）で化学調味料は
完全無添加。砂糖/甘味料を加えてい
ない昔懐かしい梅干し。紀州みなべ
の完熟梅を天日干し後に熟成させる
伝統的な製法で作っています。 

（株）紀州梅香 

 

A-014a 無添加「特上」白干し梅と 
梅のり佃煮セット 

 

特上白干し梅 430g と梅のり佃煮 85g
（梅 20％入りと梅 5％入り佃煮）の 2 個セット
白干し梅〔送付時 180 日以上残存 塩分約 20％〕 
佃煮〔送付時 100 日以上残存〕 

（株）紀州梅香 （株）紀州梅香 
  

【無添加「特上」白干し梅】 
100％天然肥料で育てた最上級の南
高梅を、瀬⼾内海産の塩だけで漬け
ました。農薬未散布期間 30 日以上
（残留農薬検査済）で化学調味料は
完全無添加。砂糖/甘味料を加えてい
ない昔懐かしい梅干し。紀州みなべ
の完熟梅を天日干し後に熟成させる
伝統的な製法で作っています。 
【梅のり佃煮（梅 20％）および（梅 5％）】
老舗佃煮屋である遠忠食品様の看板
商品である江⼾前海苔に紀州梅香の
梅干しが加えられたのり佃煮。津産
の生のりを大正 2 年創業以来の直火
釜で炊き上げたのり佃煮は、ベテラ
ン職⼈が素材、天候を見極め微妙な
火加減調整を行いながら作られま
す。 
（株）紀州梅香 



寄付額 11,000 円 
A-104 富之助のしそ漬け南高梅 A-106 Hotel&Resorts 和歌⼭

みなべ ペアランチ券 
Ａ-107 丙申年の梅酒 720ml 

   
富之助のしそ漬け南高梅 500g(木箱入) 
[賞味期限 180 日 塩分約 12％] 

ペアランチ券「お造り定食」 丙申年の梅酒 720ml  
[アルコール度数 16％] 

富之助のしそ漬け南高梅は紀州みな
べ自家農園産完熟南高梅を天日塩で
漬け込み、天日干しをした梅を自家
農園産ちりめん赤紫蘇を使って梅と
紫蘇を丁寧に交互に漬け込みまし
た。 
一日一日と時間が経つにつれ梅と紫
蘇がお互いになじみあい梅本来の味
に紫蘇の色・味・香がしみ込んだ本格
しそ漬け梅が出来上がります。 
食品添加物は一切使用していません
ので後味すっきりと、しそ漬梅らし
さがそのまま伝わってくる逸品に仕
上がっています。 

Hotel&Resorts 和歌⼭みなべは、和
歌⼭県みなべ町の小目津岬に建つリ
ゾートホテルです。1 階和食レストラ
ン「⿊潮」にて和歌⼭で水揚げされた
本日の魚の小船盛り「お造り定食」を
お楽しみ下さいませ。 
※有効期限は発行日から６ヶ月で
す。有効期限を経過したものは無効
となります。 
※旅行会社を通じた予約や各種プラ
ンとの重複利用は出来ません。 
※料理内容等は都合により変更にな
る場合がございます。写真・器・演出
等はイメージです。 

古来より「申年にとれた梅が縁起が
いい」と重宝されてきました。2016
年に恵方にあたる自社農園におい
て、幾度の神事を経て収穫された紀
州南高梅を丁寧に漬け込んだ梅酒
は、爽やかな口あたりで飲みやすく
仕上げていますが、お好みの期間開
封せずに熟成させて頂くと、より一
層まろやかな梅酒に仕上がります。 

大和リゾート（株） 大和リゾート（株） （株）東農園 
 
A-108 五代庵 梅酒 ３本セット A-109 丙申年の梅 １粒 A-110 梅三華 450ｇ 

 

  
にごり梅酒[アルコール度数 12％] 
蜜柑梅酒 [アルコール度数 12％] 
薔薇梅酒 [アルコール度数 13％] 
各 300ml 

丙申年の梅 五福 １粒 
[賞味期限 ３年 塩分約 24％] 

紀州五代梅 塩分約 10％ 
しそ漬梅 塩分約 13％ 
こんぶ梅 塩分約 11％ 
各 150g  [賞味期限 ８ヵ月]   

「にごり梅酒」紀州南高梅の完熟し
た果実を原料とし熟成させた芳醇な
梅酒です。 
「蜜柑梅酒」梅とならび和歌⼭県の
特産である温州みかんをブレンド
し、香りも広がるやさしい梅酒です。 
「薔薇梅酒」紀州南高梅とロサ・ダマ
ッセナの香りをそのままに漬け込み
ました。 

古来より「申年にとれた梅は縁起が
良い」という言い伝えが今も残って
います。この故事にちなみ丙申年に
収穫された完熟梅を塩だけで漬け込
み、天日干しした後厳選した梅を個
包装し、金箔を添えて壺に入れ、紀
州杉の木箱に収めました。無病息災
の願いを込めた商品です。 

Ａ級に拘り、高級感あふれる木箱に、
はちみつ梅、しそ漬梅、こんぶ梅を各
150g ずつ詰め合わせました。ひと箱
で３種類のお味が楽しめます。 

（株）東農園 （株）東農園 （株）東農園 



寄付額 12,000 円 
A-201 貴珠 12 粒 A-202 梅酒 啓-HIRAKU- 750ml A-203 【家庭用】紀州みなべの

おばあちゃん家の梅 

 
  

貴珠 12 粒入 
[賞味期限 1 年 塩分約 8％] 

啓 750mL １本(ｳｲｽｷｰﾍﾞｰｽ) 
アルコール度数 30% 

紀州みなべのおばあちゃん家の梅 
400g×4 [賞味期限1年 塩分約20％] 

丹念に塩漬けし、丁寧に天日で干し
上げた紀州南高梅から大きな 5L サ
イズを厳選し、上質なはちみつを加
え、塩分をできるだけ抑え漬けあげ
ました。 
梅特有のさっぱりとした酸味とはち
みつならではの豊かな甘味がほどよ
く調和した自信の逸品です。 

みなべ町産の自社農園の完熟南高梅
を、国内製造のウイスキー「あかし」
に少量の氷砂糖で漬け込みました。  
 甘さを控え深くまろやかに仕上げ
ました。 
ロックはもちろん、炭酸で割ってハ
イボールもオススメの美味しい飲み
方です！ 

紀州産南高梅を豊潤な紫蘇液で漬け
込んだ、無添加のしょっぱーい梅干
しです。昔ながらのおばあちゃんが
作っていた豊潤な紫蘇の香りとしょ
っぱさを再現しました。 

大和リゾート（株） （株）紀州本庄うめよし （株）梅樹園 
 
A-204 紀州五代の夢想 10 粒 A-205 紀州五代梅の⼼ 10 粒 A-206 【無添加梅干し】塩だけで

漬けた梅干し、塩と紫蘇だ
けで漬けた梅干し、白梅酢 
お試しセット / 南高梅 

  

 

紀州五代の夢想 10 粒 
(紀州五代梅の⼼ 5 粒 塩分 10％) 

（紀州五代の夢 5 粒 塩分 11％） 
[賞味期限 8 か月] 

紀州五代梅の⼼ 10 粒 
（はちみつ梅 塩分 10％） 
[賞味期限 8 か月] 

塩だけで漬けた梅干し 280g 
[賞味期限2年 塩分約18％] 
塩と紫蘇だけで漬けた梅干し 280g 
[賞味期限1年6ヶ月 塩分約15％] 
白梅酢 500mL[賞味期限 2 年] 

Ａ級品の大粒限定ではちみつ梅と昆
布梅を各５粒ずつ木箱に詰め合わせ
た贅沢な一品。双方の味わいをお楽
しみください。 

夏の土用干しを終えた梅干を樽に貯
蔵して寝かせた後、本みりんや蜂蜜
などを加えた独自の二度漬けで、通
常のはちみつ梅の約二倍の一ヵ月
間、じっくり漬け込み熟成させまし
た。 

塩と紫蘇だけで漬ける梅干し屋をしてい
ます。シンプルな味わいで梅本来の味を
生かします。 
【梅のこだわり】 
みなべ町で明治から続く農園で育てた南
高梅です。完熟して自然に落下するのを
待ち収穫した南高梅で漬けた梅干しは、
箸で簡単に切れるほど柔らかいです。 
【漬けるこだわり】 
ミネラル豊かな天然塩で漬けこんでいる
ので、しょっぱいけどまろやかな味わい
です。天日干しの後、1年間熟成させて
梅の旨みを引き出しました。 
【製造者】 
明治 37 年から続く梅農家の兄弟「梅ボー
イズ」が作りました。調味液を使わず梅
本来の風味と味わいを大事にしていま
す。 

（株）東農園 （株）東農園 （株）うめひかり 



寄付額 12,000 円 
Ａ-207 【無添加梅干し】梅干しと

お⽶の王道ギフト 
A-208 久保農園 梅干し はち

みつ漬け 
A-209 久保農園 梅干し し

そ漬け 
 

 
 

塩だけで漬けた梅干し 280g 
[賞味期限2年 塩分約18％] 
塩と紫蘇だけで漬けた梅干し 280g 
[賞味期限1年6ヶ月 塩分約15％] 
ゆめぴりか 900ｇ 

はちみつ漬け 400g×4 
[賞味期限 6 か月 塩分約 5％] 

しそ漬け 400g×4 
[賞味期限６か月 塩分約 5％] 

明治 37 年から続く梅農家の兄弟「梅
ボーイズ」が調味液を使わず、塩と紫
蘇だけで漬けた梅干しです。 
【梅のこだわり】 
木の栽培方法や土壌の成分までにこ
だわり、梅研究所や土壌の研究機関
と連携しながら木を育てています。 
【塩へのこだわり】 
ミネラル分豊かな天然塩を使用しています。 
落下したその日のうちに塩で漬け込
み、梅酢が上がってきたら天日干し
を行います。 
【紫蘇へのこだわり】 
徳島から取り寄せた葉の柔らかく香
りが良い赤紫蘇で漬けています。 

紀州産みなべ町の最高級梅、「南高
梅」の減塩はちみつ漬けの梅干しで
す。皮が薄く、種が小さく、果肉がや
わらかい「南高梅」は、梅の最高級ブ
ランドです。南高梅の誕生和歌⼭県
みなべ町は、梅の最高級種「南高梅」
のふるさとです。ほとんど潰れてい
ませんが、つぶれ梅として提供させ
ていただきます。【高級紀州南高梅】
を使用し、はちみつ漬けにしている
ので、まろやかな甘みとほんのりと
した酸味が特徴の上品な味わいで
す。 

紀州産みなべ町の最高級梅、「南高
梅」の減塩しそ漬けの梅干しです。皮
が薄く、種が小さく、果肉がやわらか
い「南高梅」は、梅の最高級ブランド
です。南高梅の誕生和歌⼭県みなべ
町は、梅の最高級種「南高梅」のふる
さとです。ほとんど潰れていません
が、つぶれ梅として提供させていた
だきます。【高級紀州南高梅】を使用
し、しそのエキスにじっくり漬け込
んでいるので、さわやかなしその風
味と梅のすっぱさが口の中に広がり
ます。 

（株）うめひかり （株）G7 アグリジャパン （株）G7 アグリジャパン 
 
Ａ-210 久保農園 梅干し はち

みつ漬け＆しそ漬け 

 

はちみつ漬け 400g×2 
[賞味期限6か月 塩分約5％] 
しそ漬け 400g×2 
[賞味期限6か月 塩分約5％] 
■しそ漬け梅干 
 色鮮やかな深紅の果肉からは、梅
のおいしさを引き立たせる爽やかな
しその葉の香りが漂います。塩分約
5％ですので、お弁当やお料理にと幅
広くお使いいただけます。 
■はちみつ梅干 
 梅の酸味と、蜂蜜のまろやかな甘
みがバランス良く配合されており、
ほのかな香りを楽しみながらご賞味
いただけます。塩分も５％と控えめ
です。 
（株）G7 アグリジャパン 



寄付額 13,000 円 
A-301 【無添加梅干し】塩だけで

漬けた梅干し/南高梅 
Ａ-302 【無添加梅干し】塩と紫蘇

だけで漬けた梅干し/南高
梅 

Ａ-303 【無添加梅干し】塩と紫蘇
だけで漬けた梅干し 2 パッ
ク、塩だけで漬けた梅干し
1 パック / 南高梅 

 
 

 
 
 
 
 

塩だけで漬けた梅干し 1kg 
[賞味期限 2 年 塩分約 18％] 

塩と紫蘇だけで漬けた梅干し 1kg 
[賞味期限 1 年 6 ヶ月 塩分約 15％] 

塩と紫蘇だけで漬けた梅干し 280g×2
 [賞味期限1年6ヶ月 塩分約15％] 
塩だけで漬けた梅干し 280g 

[賞味期限 2 年 塩分約 18％] 
【梅のこだわり】 
木の栽培方法や土壌の成分までにこ
だわり、梅研究所や土壌の研究機関
と連携しながら木を育てています。 
中でも、樹齢 20 年〜30 年の梅の木
から完熟して自然落下した南高梅を
使用。 
【塩へのこだわり】 
ミネラル分豊かな天然塩を使用しています。 
落下したその日のうちに塩で漬け込
み、梅酢が上がってきたら天日干し
を行います。 
【熟成へのこだわり】 
ふたたび暗所に戻し、1 年間熟成させ
梅の旨みを際立たせます。 
【製造者】 
明治 37 年から続く梅農家の兄弟「梅
ボーイズ」が作りました。調味液を使
わず梅本来の風味と味わいを大事に
しています。 

塩と紫蘇だけで漬ける梅干し屋をし
ています。シンプルな味わいで梅本
来の味を生かします。 
【梅のこだわり】 
みなべ町で明治から続く農園で育て
た南高梅です。完熟して自然に落下
するのを待ち収穫した南高梅で漬け
た梅干しは、箸で簡単に切れるほど
柔らかいです。 
【漬けるこだわり】 
ミネラル豊かな天然塩で漬けこんで
いるので、しょっぱいけどまろやか
な味わいです。天日干しの後、1年
間熟成させて梅の旨みを引き出しま
した。 
【製造者】 
明治 37 年から続く梅農家の兄弟「梅
ボーイズ」が作りました。調味液を使
わず梅本来の風味と味わいを大事に
しています。 

塩と紫蘇だけで漬ける梅干し屋をし
ています。シンプルな味わいで梅本
来の味を生かします。 
【梅のこだわり】 
みなべ町で明治から続く農園で育て
た南高梅です。完熟して自然に落下
するのを待ち収穫した南高梅で漬け
た梅干しは、箸で簡単に切れるほど
柔らかいです。 
【漬けるこだわり】 
ミネラル豊かな天然塩で漬けこんで
いるので、しょっぱいけどまろやか
な味わいです。天日干しの後、1年
間熟成させて梅の旨みを引き出しま
した。 
【製造者】 
明治 37 年から続く梅農家の兄弟「梅
ボーイズ」が作りました。調味液を使
わず梅本来の風味と味わいを大事に
しています。 

（株）うめひかり （株）うめひかり （株）うめひかり 
 
A-304 ゆめ【保存添加物不使用/低

塩梅干し】 
A-305 百花蜂蜜 

（200g×1、550g×1） 
A-306 操 -MISAO- 泡盛古酒梅酒 

 
  

ゆめ 1kg 
[賞味期限 1 年 塩分約 5％] 

百花蜂蜜 [賞味期限 3 年] 
200g ﾎﾞﾄﾙ 1 本、550g ﾎﾞﾄﾙ 1 本 

泡盛古酒梅酒 375ml×2 本 
アルコール度数 11％ 

紀州南高梅の完熟した風味を存分に
引き出すため、塩分を 5％にまで抑え
ました。保存添加物不使用のため、上
品な香りと甘みが味わえる逸品で
す。 

蜜花は、みつばちとともに生き、和歌
⼭から北海道を旅する「中村養蜂園」
の直営店です。一番良質で自然のま
まのはちみつを皆さまにお届けして
います。百花蜂蜜は、和歌⼭県みなべ
町の自然の中で４月〜５月下旬に⼭
の花々の蜜を求めてみつばちが集め
たはちみつです。ビタミン・ミネラル
が豊富で、コクがありお料理にも最
適です。 

自社農園の「完熟南高梅」を泡盛古酒
で仕込みました。あらごした果肉が
ふんだんに入っていますので、南高
梅感たっぷりの梅酒です。 

マルヤマ食品（株） 中村養蜂園 蜜花 （株）紀州本庄うめよし 



寄付額 15,000 円 
A-503 元祖はちみつ入梅干 

⻩金漬(1kg) 
Ａ-504 梅酒 庄屋善八 A-505 はたらくムクナ⾖ 

国産ムクナ⾖粉末 300g 

 

 

 

 
元祖はちみつ入梅干 ⻩金漬 1kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

ブランデー梅酒 庄屋善八 720ml 
[アルコール度数 12％] 

国産ムクナ⾖粉末 300g 
[賞味期限 1 年] 

完熟紀州南高梅を原料に、はちみつ
を加えて熟成させた肉厚でまろやか
な梅干しです。 

フランス産のブランデーで、令和元
年（2019）の夏に自社農園で収穫さ
れた完熟南高梅を丁寧に漬け込みま
した。お好みの期間開封せずに保管
いただくと、熟成が進み芳醇な香り
とより一層まろやかで濃厚な梅酒を
お楽しみいただけます。新元号「令
和」を記念したシリアルナンバー入
りのプレミアム梅酒です。 

毎日ムクナ⾖（八升⾖）をお摂りいた
だきたい方におすすめの内容量で
す。「完熟⾖」のみを使用。樹上で十
分に熟したムクナ⾖を、丁寧に乾燥、
焙煎し、もっとも自然な形でお届け
できるよう粉末状にしております。 
お品物と一緒に、摂り方の説明やレ
シピなどを記載したお手紙を同封さ
せていただきます。 

（株）梅一番井口 （株）東農園 （株）紀州ほそ川 
 
 
  



寄付額 17,000 円 
A-701 元祖はちみつ入梅干 

⻩金漬(1.2kg) 
A-702 ご縁梅干 20 入 A-703 プレミアムダイヤモンド梅 

15 個入 

 

  

元祖はちみつ入梅干 ⻩金漬 1200g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

はちみつ梅干 20 入 化粧箱 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8%] 

はちみつ梅 15 個入 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

完熟紀州南高梅を原料に、はちみつ
を加えて熟成させた肉厚でまろやか
な梅干しです。 

ご縁梅干しがたま駅⻑の和歌⼭電鉄
様とコラボしました！ 
もらって嬉しいご縁梅干。あげて嬉
しいご縁梅干。あの方からあの方へ
ご縁がひろがる梅干です。 
一粒ずつ和紙で包みあげ、化粧箱に
お詰めしてお届けします。 

紀州南高梅の中でも超大粒の完熟南
高梅のみを使用した『プレミアム』な
逸品です。とろけるような柔らかさ
と、フルーツの様な甘さでお茶請け
に最適な梅干しです。 

（株）梅一番井口 （有）紀州梅苑 ぷらむ工房 （株）岩本食品 
 
A-704 紀州南高梅 千年の知恵 

味わい４種、他梅製品 
A-705 勝喜梅 はちみつ仕立て 

「極」 20 包 
A-708 有機 JAS 認証 高田の梅「昔

ながらのしそ梅干」（850g） 

 

 

 
はちみつ漬(塩分 5%)200g、こんぶ漬
( 塩 分 8%)200g 、 う す 塩 味 ( 塩 分
8%)200g、しそ漬(塩分 10%)各 200g 
種ぬきほし梅 25gｘ3 袋、梅札(梅
菓子)14gｘ5 袋、おいしくなる梅酢
500gｘ1 本 [賞味期限 6 ヶ月] 

貼り箱 Ａ級４Ｌ寸南高梅干し 
はちみつ仕立て「極」 20 包入 
[賞味期限 2 年 塩分約 8％] 

有機 JAS 認証 高田の梅「昔ながら
のしそ梅干」850g 
[賞味期限 1 年 塩分 18％] 

こだわりの紀州南高梅干の他、⼈気
の梅製品の詰め合わせです。 
はちみつ漬はお茶請けに。こんぶ漬
やしそ漬はおにぎりに。うす塩味は
焼酎と共にご賞味を。 
梅酢は、浅漬けやドレッシングに。 

紀州南高梅の上級品を更に餞別使
用。ふっくらで、うす皮の果肉は、み
ずみずしい、はちみつ仕立て甘口の
梅干しを和紙で一粒ずつ包んだ逸品
です。 

自家農園で有機 JAS 栽培認証の梅と
紫蘇を使い仕上げた梅干は、一粒一
粒を大切に紫蘇に挟み漬け込むこと
で鮮やかな色合いと濃厚で爽やかな
風味の一品です。 

（株）紀州ほそ川 （株）勝僖梅 （有）紀州高田果園 



寄付額 17,000 円 
A-709 有機 JAS 認証 

「蔵出し白干梅」（850ｇ） 
    

 

  

有機 JAS 認証 「蔵出し白干梅」850g 
[賞味期限 1 年 塩分 18％] 

  

南高梅発祥農園として、代々受け継
がれた先⼈からの技術と経験をもと
に、恵まれた自然と風土の中で土つ
くりから始め、丹精込めて育てまし
た。 
樽のなかでじっくりとねかせること
で、まろやかに熟成させた梅干本来
の素朴で懐かしい味わいをご堪能く
ださい。 

  

（有）紀州高田果園   
 
  



寄付額 18,000 円 
A-801 紅白セット大粒 20 粒入り Ａ-802 紀州五代の夢想 16 粒 Ａ-803 紀州五代梅の⼼ 16 粒 

   
20 粒（500g） 
しそ漬【減塩タイプ】10 粒（250g）、
あきちゃん漬け 10 粒（250g） 
[賞味期限 7 ヶ月] 

紀州五代の夢想 16 粒 
（紀州五代梅の⼼ 8 粒 塩分 10％） 
（紀州五代の夢 8 粒 塩分 11％） 
[賞味期限 8 か月] 

紀州五代梅の⼼ 16 粒 
（はちみつ梅） 
[賞味期限 8 か月 塩分 10％] 

紀州産南高梅の持ち味を活かしなが
ら漬け込み仕上げた弊店⼈気の商品
｢あきちゃん漬け｣、｢しそ漬け減塩タ
イプ｣を、一粒一粒丁寧に⼼を込めて
包み上げました。 
 
 

Ａ級品の大粒限定ではちみつ梅と昆
布梅を各 8 粒ずつ木箱に詰め合わせ
た贅沢な一品。双方の味わいをお楽
しみください。 

夏の土用干しを終えた梅干を樽に貯
蔵して寝かせた後、本みりんや蜂蜜
などを加えた独自の二度漬けで、通
常のはちみつ梅の約二倍の一ヵ月
間、じっくり漬け込み熟成させまし
た。 

大和リゾート（株） （株）東農園 （株）東農園 
 
A-804 梅三華 750ｇ     

 

  

紀州五代梅 塩分約 10％ 
しそ漬梅 塩分約 13％ 
こんぶ梅 塩分約 11％ 
各 250g  [賞味期限 ８ヵ月]  

  

Ａ級に拘り、高級感あふれる木箱に、
はちみつ梅、しそ漬梅、こんぶ梅を各
250g ずつ詰め合わせました。ひと箱
で３種類のお味が楽しめます。 
 
 

  

（株）東農園   
 
 
 



Ｂコース 
寄付額 20,000 円 
B-005 梅酒飲みくらべ４本セッ

ト 
B-008 本場紀州 白龍梅 1.5kg 

＆ねり梅 
B-009 梅の香(田舎漬梅干)20 粒 

  

 
壱 (沖縄泡盛ﾍﾞｰ) ｱﾙｺｰﾙ度数 13% 
善 (ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰﾍﾞｰｽ) ｱﾙｺｰﾙ度数 19% 
縁 (日本酒ﾍﾞｰｽ) ｱﾙｺｰﾙ度数 10% 
操 (ｸｰｽﾍﾞｰｽにあらごし果肉入) 

ｱﾙｺｰﾙ度数 11%  各 375ml 

本場紀州 白龍梅 1500g 化粧箱 
[賞味期限 3 ヶ月 塩分約 12%] 
白龍ねり梅 120g 化粧箱 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 12%] 

梅の香(田舎漬梅干)20 粒 木箱 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

壱は完熟南高梅を沖縄泡盛で漬け込
みました。善は完熟南高梅をブラン
デーで漬け込みました。縁は完熟南
高梅を日本酒で漬け込みました。操
は完熟南高梅を古酒で漬け込みまし
た。 
 

白龍梅は、ぷっくりと果皮果肉の柔
らかい梅干です。 
自家梅園で大切に育てた南高梅よ
り、樹上で完熟を待った最高級南高
梅のみを選び、はちみつ等で二度漬
けし、梅本来の味が生きた丁度いい
塩度に仕上げました。上品なうす塩
の梅干です。白龍ねり梅は「白龍梅」
の果肉のみを練り上げました。野菜
スティック・ドレッシングに重宝で
す。 

「特選梅干認定審査委員会」により
認定された紀州みなべの南高梅 A 級
品です。 
和歌⼭県みなべ町産樹上完熟南高梅
の大粒を塩漬、天日乾燥の後、はちみ
つを加えた調味液に再漬けしたほど
よい酸味とまろやかな甘さの塩分
8％のうす塩味梅を一粒ずつ個包装、
木箱入りに仕上げました。 

（株）紀州本庄うめよし 横⼭食品（株） （株）マルリョウナガオカ 
 
B-010 あらごし本格梅酒 操 B-012 紀州南高梅「稔」20 粒入 B-013 たっぷりとまとセット 

 

 

 

操-MISAO- 木箱入 720mL 
アルコール度数 11% 

特大南高梅 20 粒 木箱入 
[賞味期限 1 年 塩分約 10%] 

トマトジュース 180g×10 本、 
トマトソース 330g×2 本、 
トマトケチャップ 330g×1 本、 
トマトピューレ 330g×1 本 
[賞味期限 8 ヶ月] 

南高梅生誕 50 周年を記念して商品開
発した第 4 弾 梅酒 操 -ＭＩＳＡ
Ｏ- 。みなべ町産完熟南高梅を古酒で
漬け込み、あらごしにした果肉がふん
だんに入ったワンランク上の梅酒で
す。 

特大粒でふくよかな果肉の紀州産南
高梅を厳選し、⻑年培ってきた当社
の技術を結集して生まれた熟成の
味、稔。南高梅の香り、味わい、食感
を最大限に引き出したこだわりの品
です。ひと粒ひと粒まごころ込めて
和紙に包んでお届けします。 

糖度の高いフルーツミニトマトを使
用しています。ミニトマトの個性を
引き立てた 3 種類の調味料、甘くて
濃いフルーツ感覚のトマトジュース
の詰め合せです。素材の味を生かし
た商品です。 

（株）紀州本庄うめよし せきもとフーズ（株） 社会福祉法⼈なかよし福祉会 



寄付額 20,000 円 

 

B-014 一粒の恵み B-018 わけあり紀州南高梅はちみ
つ漬梅干 2.6kg 

B-019 紀州備⻑炭と七輪 

 

 

 

一粒の恵み 
紀州南高梅 梅の想い 20 粒入 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 6%] 

はちみつ梅 2600g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

紀州備⻑炭 2kg、七輪(直径 21.5cm
×高さ 17.5cm)、金アミ、火おこし 

レンゲはちみつ、⻘森産りんご果汁、
国産⿊酢でまろやかに仕上げた大粒
の「梅の想い」を一粒一粒和紙で個装
し、木箱に詰めた逸品です。 
 

多少傷がありますが、味や品質には全
く影響ございません。 
果肉が厚く、皮が薄く、香りがよい南
高梅をはちみつに漬け、まろやかな味
に仕上げました。日本一の南高梅の生
産量と質を誇る梅の里みなべ町から
お届けします。 

昔ながらの風情ある七輪で、旨味に
こだわる炭火料理をご家庭で手軽に
お楽しみ頂けます。 

紀州綜合食品（株） （有）プラム （株）三前商店 

B-022 元祖はちみつ入梅干 
⻩金漬(1.4kg) 

B-023 平日・お 1 ⼈様 1 泊 
朝食付き宿泊券 

B-024 (日帰り温泉)入浴回数券 

 

  

元祖はちみつ入梅干 ⻩金漬 1400g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

お 1 ⼈様 1 泊朝食付き宿泊券、 
手土産（宿泊当日にお渡しします。） 

入浴回数券（国⺠宿舎紀州路みなべ
でのみ利用可能） 
●利用可能回数 
大⼈(中学生以上)の場合は最大 12 回 

完熟紀州南高梅を原料に、はちみつを
加えて熟成させた肉厚でまろやかな
梅干しです。 

国⺠宿舎「紀州路みなべ」は、和歌⼭
県のほぼ中央に立地しており、「わか
やま探訪の中継宿」として便利なとろ
とろ温泉＆海景色に和むアットホー
ムな温泉宿です。 
※有効期限は、発行日から 1 年間で
す。有効期限を経過したものは無効と
なります。 
※旅行会社を通じたご予約や各種
プランとの重複利用はできません。 

南部湾の絶景を望む、当宿自慢の露
天風呂。檜風呂はヒノキの香りが漂
い身も⼼も癒やしてくれ、岩風呂か
らは和歌⼭夕陽百選の絶景がご覧
いただけます。毎日男女の露天風呂
が入れ替わるので日替わりで景色
を楽しむことができます。 
 
※有効期限は、発行日から 1 年間で
す。有効期限を経過したものは無効
となります。 
※本券は各種割引券との併用はで
きません。 

（株）梅一番井口 国⺠宿舎紀州路みなべ 国⺠宿舎紀州路みなべ 



寄付額 24,000 円 
B-401 【無添加梅干し】塩梅干し

１kg と紫蘇梅干し１kg の
セット 

B-402 ウメ缶 どんなときもウメ
とごはん 12 缶入り 

  

 

 

 

塩だけで漬けた梅干し 1kg 
[賞味期限 2 年 塩分約 18％] 
塩と紫蘇だけで漬けた梅干し 1kg 
[賞味期限 1 年 6 ヶ月 塩分約 15％] 

紀州南高梅 1 粒（20ｇ） 
ｱﾙﾌｧｰ化加工⽶飯 60ｇ 
[賞味期限 5 年 塩分約 19％] 12 缶 

 

塩と紫蘇だけで漬ける梅干し屋をし
ています。シンプルな味わいで梅本
来の味を生かします。 
【梅のこだわり】 
みなべ町で明治から続く農園で育て
た南高梅です。完熟して自然に落下
するのを待ち収穫した南高梅で漬け
た梅干しは、箸で簡単に切れるほど
柔らかいです。 
【漬けるこだわり】 
ミネラル豊かな天然塩で漬けこんで
いるので、しょっぱいけどまろやか
な味わいです。天日干しの後、1年間
熟成させて梅の旨みを引き出しまし
た。 
【製造者】 
明治 37 年から続く梅農家の兄弟「梅
ボーイズ」が作りました。調味液を使
わず梅本来の風味と味わいを大事に
しています。 

パワーの源となるごはん（水でもどる
アルファー化⽶）と疲労回復、殺菌か
ら守られ塩分補給が出来る果肉たっ
ぷりの紀州南高梅が丸ごと１粒入っ
た缶詰。 
災害時やアウトドアでも水さえあれ
ば、うめごはんが食べる事ができる。
小型プラスチック製スプーン付き。衛
生面も安⼼蓋付き。 
⻑期保存（賞味期限 5 年）できるので、
いざと言う時の為に備蓄やアウトド
ア時でも活躍できます。 

 

（株）うめひかり 永岡食品（株）  



寄付額 25,000 円 

  

B-501 農薬を使用していない南高梅     

 

  

⻘梅 1kg、完熟梅 1kg  
漬け方レシピ入り 

  

無農薬栽培で育てた南高梅のもぎた
てを新鮮な内に瞬間冷凍しました。 
冷凍だからお味はそのまま。一年中梅
ジュースや梅酒作りを楽しめます。 
常温の梅で作るよりも短期間で出来
上がります。 
ジュースは約 3 週間、梅酒は約 2 ヶ月
前後で完成です♪ 
 

  

てらがき農園   



Ｃコース 
寄付額 31,000 円 
C-101 紀州五代梅 [家庭用] 2kg     

 

  

紀州五代梅（はちみつ梅） 1kg×2 個 
[賞味期限 8 か月 塩分 10％] 

  

夏の土用干しを終えた梅干を樽に貯
蔵して寝かせた後、本みりんや蜂蜜
などを加えた独自の二度漬けで、通
常のはちみつ梅の約二倍の一ヵ月
間、じっくり漬け込み熟成させまし
た。 

  

（株）東農園   
 
  



寄付額 38,000 円 
C-801 ウメ缶 どんなときもウ

メとごはん 21 缶入り 
 

 
  

 

  

紀州南高梅 1 粒（20ｇ） 
ｱﾙﾌｧｰ化加工⽶飯 60ｇ 
[賞味期限 5 年 塩分約 19％] 21 缶 

  

パワーの源となるごはん（水でもど
るアルファー化⽶）と疲労回復、殺菌
から守られ塩分補給が出来る果肉た
っぷりの紀州南高梅が丸ごと１粒入
った缶詰。 
災害時やアウトドアでも水さえあれ
ば、うめごはんが食べる事ができる。
小型プラスチック製スプーン付き。
衛生面も安⼼蓋付き。 
⻑期保存（賞味期限 5 年）できるの
で、いざと言う時の為に備蓄やアウ
トドア時でも活躍できます。 

  

永岡食品（株）   
 

  



D コース 
寄付額 40,000 円 
D-001 平日・1 泊朝食付き 

ペア宿泊券 
 

 
  

 

  

1 泊朝食付きペア宿泊券、 
手土産（宿泊当日にお渡しします。） 

  

国⺠宿舎「紀州路みなべ」は、和歌⼭
県のほぼ中央に立地しており、「わか
やま探訪の中継宿」として便利なと
ろとろ温泉＆海景色に和むアットホ
ームな温泉宿です。 
 
※有効期限は、発行日から 1 年間で
す。有効期限を経過したものは無効
となります。 
※旅行会社を通じたご予約や各種
プランとの重複利用はできません。 

  

国⺠宿舎紀州路みなべ   
 
  



寄付額 44,000 円 

 
 
 
  

Ｄ-401 Hotel&Resorts 和歌⼭みなべ 
ペア宿泊券（ルームチャージ） 

    

 

  

ペア宿泊券   
Hotel&Resorts 和歌⼭みなべは、和歌⼭
県みなべ町の小目津岬に建つリゾートホ
テルです。36 ㎡のゆったりとした広めの
お部屋と温泉露天風呂、季節のお料理、
そして⼼からのおもてなしで皆様をお迎
えいたします。 
※宿泊券はルームチャージのみとなりま
す。（夕食・朝食代は別途となります。） 
※入湯税大⼈ 150 円は別途となります。 
※ゴールデンウィーク・お盆期間・正月
期間は除外となります。 
※有効期限は発行日から６ヶ月です。有
効期限を経過したものは無効となりま
す。 
※旅行会社を通じた予約や各種プランと
の重複利用は出来ません。 

  

大和リゾート（株）   



寄付額 45,000 円 

 
 
 
 
  

Ｄ-501 てらがき農園スペシャ
ル 三種セット（冷凍） 

    

 

  

⻘梅 500g、完熟梅 500g 
紅南高梅 500g 

  

無農薬栽培で育てた南高梅のもぎた
てを新鮮なうちに瞬間冷凍しました。 
⻘色、⻩色、紅色 かわいい三色。 
特別な贈りものです。 
 

  

てらがき農園   



G コース 
寄付額 79,000 円 

 
 
 
 

G-901 飲み比べができる梅酒
特区「みなべ」の梅酒９
本セット 

    

 

  

ZIPANG   500ml ｱﾙｺｰﾙ度数 10% 
操−MISAO−720ml ｱﾙｺｰﾙ度数 11% 
RYU     500ml ｱﾙｺｰﾙ度数 12% 
壱          720ml ｱﾙｺｰﾙ度数 13% 
金の鈴      720ml ｱﾙｺｰﾙ度数 13% 
あかつき    720ml ｱﾙｺｰﾙ度数 18% 
善          720ml ｱﾙｺｰﾙ度数 19% 
銀の鈴      720ml ｱﾙｺｰﾙ度数 20% 
啓          750ml ｱﾙｺｰﾙ度数 30% 

  

日本一の梅の産地「みなべ」の自家農
園で栽培した安⼼安全な南高梅をふ
んだんに使い、メーカーの個性際立つ
レシピをベースにした「作り手の顔が
見える」Farm

フ ァ ー ム
 to

トゥ
 Table

テ ー ブ ル
な梅酒です。

アルコール度数も味わいも違う９種
の飲み比べができるセット。みなべの
土地の香りを存分にお楽しみくださ
い。 

  

（株）CU9   


