
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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%] 

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 
 
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％] 

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州ほそ川 （株）勝僖梅 
 
 



寄付額 10,000 円 
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 
A-015 甘さ色々・梅干２品 

 

 

 

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% 

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%] 

横山食品（株） 横山食品（株） 横山食品（株） 
 
A-017 梅干屋のおすそわけ梅酒 A-020 紀州南高梅 しそ田舎梅 A-021 薬師乃風 

 

 

 

梅干屋のおすそわけ梅酒 720ml 
アルコール度数 13％ 

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（減塩梅干） 500g 
 [賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

（株）マルリョウナガオカ 紀州綜合食品（株） 紀州薬師梅（株） 
 
A-022 薬師乃蜜 A-023 てっちゃんの梅（白干し梅） A-024 てっちゃんの（はちみつ

梅） 

 
 

 

薬師乃蜜（はちみつ） 500g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

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％] 

紀州薬師梅（株） 松川農園 松川農園 
 



寄付額 10,000 円 
A-025 てっちゃんの梅 

（しそ漬け梅） 
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） 

 
 

 

しそ漬け梅 1000g 
[賞味期限 1 年 塩分約 17％] 

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] 

松川農園 （有）プラム （有）プラム 
 
A-028 わけあり紀州南高梅はち

みつ漬梅干 1kg 
A-029 ジャムセット A-030 トマトジュースセット 

 

 

 

はちみつ梅 1000g 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

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] 

（有）プラム 松川農園 社会福祉法⼈ なかよし福祉会 
 
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] 

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 

 

 

 

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

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] 

（株）梅樹園 （株）梅樹園 （株）梅樹園 
 



寄付額 10,000 円 
A-037 和歌山の南高梅 

（シャーベット） 
A-038 風鈴「紀州の音」 A-040 潮彩（ひもの詰合せ） 

 

 

 

南高梅シャーベット 100ml×6 個 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] 

（有）プラム （株）三前商店 （株）もとや魚店 
 
A-041 自家製焼き菓子詰め合わせ 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 

 
  

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

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)] 

みさき堂 ちぐすや商店 ちぐすや商店 
 
A-044 紀州南高梅 すっきりさわ

やか梅⻭みがき 
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） 

 

  

すっきりさわやか梅⻭みがき 
110g×2 本セット 

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％] 

（株）小山農園 坂忠商店 坂忠商店 



寄付額 10,000 円 
A-048 こだわり熟うま南高梅 

（はちみつ梅） 
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) 

 

 

 

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％] 

紀州南高梅（冷凍）500g 
氷砂糖 500g、容器 
（作り方説明書付） 

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％] 

坂忠商店 大和リゾート（株） （有）紀州高田果園 
 
A-054 有機 JAS 認証 

「蔵出し白干梅」(450g) 
A-055 かつお梅 A-056 はちみつ入り梅 

 
 

 

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

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％] 

（有）紀州高田果園 （有）紀州高田果園 （有）紀州高田果園 
 
A-057 梅酒マドレーヌ A-060 紀州南高梅 はちみつ仕立て

お茶漬けの素 10 食セット 
A-062 原酒梅酒 720ml 

 

 
 

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] 

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％] 

（株）紀州本庄うめよし （株）勝僖梅 （株）東農園 
 



寄付額 10,000 円 
A-063 にごり梅酒 720ml A-064 薔薇梅酒 720ml Ａ-065 紀州南高梅・千年の知恵 

はちみつ漬け 800ｇ 

 

 

 

にごり梅酒 720ml 
[アルコール度数 12％] 

薔薇梅酒 720ml  
[アルコール度数 13％] 

はちみつ漬 800g（200g×4 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 ６ケ月 塩分 5％] 

（株）東農園 （株）東農園 （株）紀州ほそ川 
 
Ａ-066 紀州南高梅  

旨みはちみつ漬 1kg 
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！ 

   
旨はちみつ漬 1kg（500g×2 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 ６ケ月 塩分 10％] 

100ｇ×6 ﾊﾟｯｸ 
[賞味期限 ２年 塩分 18％] 

しそ漬 700ｇ×2 ﾊﾟｯｸ 
[賞味期限 180 日 塩分 10％] 

（株）紀州ほそ川 （株）うめひかり （株）梅樹園 
 
A-069 ごはんのおともセット 

【ごはん上手・梅にんに
く】 

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 

  
 

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] 

みつ大玉（はちみつ漬）900g 
[賞味期限 1 年 塩分 8％] 

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

マルヤマ食品（株） マルヤマ食品（株） （株）紀州ほそ川 
 



寄付額 10,000 円 
A-072 梅札（うめふだ） 

30 個セット 
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】 

   

梅札（うめふだ）14g 
1 箱 10 個入り×3 箱 

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％] 

（株）紀州ほそ川 おかみ元気会 マルヤマ食品（株） 
 
Ａ-075 紀州南高梅・千年の知恵

しそ漬 800ｇ 
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） 

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

うす塩 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 

（株）紀州ほそ川 （株）紀州ほそ川 中村養蜂園 蜜花 
 
A-078 みかんこい梅 A-079 tomato-ume A-080 こく旨 tomato 調味料 

 

  

みかんこい梅 100ｇ×5 個 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 5％] 

tomato-ume 100ｇ×5 個 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 8％] 

調味料 150ml×8 本 
 [賞味期限 1 年] 

（有）プラム （有）プラム （有）プラム 
 
 



寄付額 10,000 円 
A-081 香る umesio 調味料 A-082 紀州はちみつ梅つぶれ

梅 
A-083 紀州南高梅 昆布梅 

 

 

 

調味料 150ml×8 本  
[賞味期限 1 年] 

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％] 

（有）プラム （有）プラム （有）プラム 
 
A-084 紀州南高梅 うす塩 A-085 紀州南高梅 しそ漬梅干 A-086 紀州南高梅 はちみつ梅 

  
 

うす塩梅干 1.2kg 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分 10％] 

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％] 

（有）プラム （有）プラム （有）プラム 
 
A-087 紀州南高梅 白干梅 A-088 紀州南高梅 かつお梅 A-089 味くらべ梅 

  
白干梅 1.2kg 
[賞味期限 1 年 塩分 20％] 

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] 

（有）プラム （有）プラム （有）プラム 
 



寄付額 10,000 円 
A-090 紀州南高梅ふくじゅ梅 A-091 紀州南高梅永遠 A-092 紀州南高梅永遠 

〔家庭用〕 

   
ふくじゅ梅 1kg 
(うす塩味しそ漬風味) 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 10％] 

永遠 1kg（はちみつ漬） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

永遠 家庭用 1.2kg（はちみつ漬） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

（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-093 紀州南高梅なごみの夢梅 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 

 
  

なごみの夢梅 1kg 
（甘口はちみつ漬） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

なごみの夢梅 家庭用 1.2kg 
（甘口はちみつ漬） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

はちみつ梅 1kg（はちみつ漬） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

（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-096 紀州南高梅はちみつ梅 

〔家庭用〕 
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） 

   
はちみつ梅 家庭用 1.2kg 
（はちみつ漬） 
[賞味期限 6 ヶ月 塩分約 8％] 

あまやか 家庭用 1.2kg（甘口） 
[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％] 

（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-099 紀州南高梅味よし 

（かつお梅）〔家庭用〕 
A-001a 紀州南高梅しそ漬 A-002a 紀州南高梅しそ漬 

〔家庭用〕 

  
 

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

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％] 

（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-003a 紀州南高梅白干 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 

   
白干 1kg 
[賞味期限 1 年 塩分約 20％] 

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] 

（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-006a 紀州産かりかり南高梅 90g A-007a 壱 -ICHI- 泡盛梅酒 A-008a 善 -ZEN- ブランデー梅酒 

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

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％ 

（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-009a 縁 -ENISHI- 日本酒梅酒 A-011a 無添加「特上」熟成南高梅 

（減塩梅干） 
A-013a 無添加「特上」白干し梅 

   
日本酒梅酒 375ml×2 本 
アルコール度数 10％ 

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％〕  

（株）紀州本庄うめよし （株）紀州梅香 （株）紀州梅香 

 
A-015a 【本気のすっばい梅干】 

愛ちゃんの紀州梅 
A-016a 【ちょうどいい塩梅】 

愛ちゃんの紫蘇漬 
A-017a 【甘くてﾌﾙｰﾃｨｰな梅

干】愛ちゃんの田舎漬 

     

愛ちゃんの紀州梅 1kg 
[賞味期限 12 か月 塩分約 18％] 

愛ちゃんの紫蘇漬 1kg 
[賞味期限 6 か月 塩分約 13％] 

愛ちゃんの田舎漬 1kg 
[賞味期限 6 か月 塩分約 11％] 

（株）愛須食品 （株）愛須食品 （株）愛須食品 

 
A-018a 【まろやかな梅干】 

愛ちゃんのかつお梅 
A-019a 梅干し無添加訳ありはち

みつ梅干 1kg（500×2） 
A-020a 紀州南高梅酒２本セット 

   
愛ちゃんのかつお梅 
[賞味期限 6 か月 塩分約 10％] 

農薬使用 7 割減の訳ありつぶれ は
ちみつ梅干 1kg（500g×2） 
〔送付時 100 日以上残存 塩分約 6％〕 

紀州南高梅酒 720ml×2 本 
アルコール度数 13％ 

（株）愛須食品 （株）紀州梅香 (株)梅翁園 
 



寄付額 10,000 円 
A-021a 特選 紀州南高梅「白梅

の里」うす塩味 700g 
A-022a 特選 紀州南高梅「白梅

の里」ほのか 700g 
A-022a 特選 紀州南高梅「白梅

の里」昔しそ 700g 
 

  

「白梅の里」うす塩 700g 
[賞味期限 1 年 塩分約 10％] 

「白梅の里」ほのか 700g 
（超低塩のうす塩味） 
[賞味期限 3 ヵ月 塩分約 5％] 

「白梅の里」昔しそ 700g  
[賞味期限 1 年 塩分約 20％] 

せきもとフーズ（株） せきもとフーズ（株） せきもとフーズ（株） 
 
A-024a 特選 紀州南高梅「白梅

の里」はちみつ 700g 
A-025a 紀州南高梅・千年の知恵 

昔づくり 800g 
A-026a 紀州南高梅・千年の知恵 

漬物グランプリ金銀セッ
ト 800g 

 

  
白梅の里」はちみつ 700g 
[賞味期限 6 ヵ月 塩分約 8％] 

昔懐かしい梅干 800g 
（200g×4 ﾊﾟｯｸ） 
[賞味期限 12 ヶ月 塩分 15％] 

旨みはちみつ漬(塩分 8%) 
こんぶ漬(塩分 8％) 
はちみつ漬(塩分 5％) 
昔づくり(塩分 15％) 
[賞味期限 6 ヶ月] 各 200g 

せきもとフーズ（株） （株）紀州ほそ川 （株）紀州ほそ川 

 
A-027a 紀州南高梅・千年の知恵 

味わい４種甘めセット
800g 

A-028a 紀州南高梅・千年の知恵 
味わい 4 種酸っぱめセッ
ト 800g 

A-029a 【塩分約 5％】和歌山紀
州南高梅つぶれ梅 訳ｱﾘ 

 

  
旨みはちみつ漬(塩 8%) 
こんぶ漬(塩分 8％) 
はちみつ漬(塩分 5％) 
甘しそ味(塩分 4％) 
[賞味期限 6 ヶ月] 各 200g 

昔づくり(塩 15%) 
旨みはちみつ漬(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 

はちみつ漬 1,000ｇ 
[製造日より 180 日 塩分約 5％] 

（株）紀州ほそ川 （株）紀州ほそ川 (株)Ｇ７アグリジャパン 
 



寄付額 10,000 円 
A-030a 【塩分約 8％】和歌山紀

州南高梅つぶれ梅 訳ｱﾘ 
A-031a 自家梅園産 完熟南高梅

梅酒 2 種 
A-032a 訳あり家庭用梅干４種詰

合せ 合計 1200g 

  
はちみつ漬 1,000ｇ 
[製造日より 180 日 塩分約 8％] 

日本酒仕込み・和 Zipang 500ml 
アルコール度数 10％ 
にごり梅酒・はる姫 
アルコール度数 11％ 

各 300g×4 種 
塩分 5%,12%：賞味期限 3 ヶ月 
塩分 16％：賞味期限 6 ヶ月 
塩分 22％：賞味期限 12 ヶ月 

(株)Ｇ７アグリジャパン 横山食品(株) 横山食品(株) 

 
A-033a 紀州南高梅はちみつ仕上

げの梅干「ほのか」1kg 
A-034a 紀州南高梅 やぶれ梅 A-035a 紀州南高梅 うす塩風味

梅干 

 

  
はちみつ漬 1kg 
[賞味期限 180 日 塩分約 8％] 

酸味のある甘口味 1kg 
[賞味期限 180 日 塩分約 11％] 

うすしお味 1kg 
[製造日より 180 日 塩分約 17％] 

（株）渡口農園 （株）渡口農園 （株）渡口農園 
 
      

   

   
   

 
 
 
 
 
 
 



 
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」 
※有効期限は発行日から６ヶ月 
※旅行会社を通じた予約や各種プラ
ンとの重複利用不可。 
※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。 

丙申年の梅酒 720ml  
[アルコール度数 16％] 

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]   

（株）東農園 （株）東農園 （株）東農園 
 
A-111 特選紀州南高梅「白龍梅」

無添加「おひさま梅ジャム」
    

 

  

白龍梅 [賞味期限 3 ヵ月 塩分約 12％] 
おひさまジャム[賞味期限 3 ヵ月] 

  

横山食品（株）   
 
 



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（はちみつ漬） 
[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
（しそ味） 400g×4 
 [賞味期限1年 塩分約20％] 

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％） 
はちみつ梅と昆布梅 
[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] 

（株）東農園 （株）東農園 （株）うめひかり 
 
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％] 

（株）うめひかり （株）G7 アグリジャパン （株）G7 アグリジャパン 
 



寄付額 12,000 円 
Ａ-210 久保農園 梅干し はち

みつ漬け＆しそ漬け 
Ａ-211 梅干し 無農薬、無添加の訳あ

り減塩つぶれ梅 1kg（500×2） 
Ａ-212 自家梅園産 完熟南高梅

詰合せ「毎日梅ようび」 

   
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％] 

無農薬畑のつぶれ減塩梅干 500g×2 
〔送付時100日以上残存 塩分約3％〕 

各160g×6種 
和み梅[塩分５％ 賞味期限3ヵ月] 
あっさり白龍[塩分８% 賞味期限3ヵ月]  
白龍[塩分12％ 賞味期限3ヵ月] 
白龍小梅[塩分12％ 賞味期限3ヵ月] 
しそ漬梅[塩分14％ 賞味期限6ヵ月] 
白干梅[塩分22％ 賞味期限12ヵ月] 

（株）G7 アグリジャパン （株）紀州梅香 横山食品(株) 
 
 
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％] 
（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％ 

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] 

（株）梅一番井口 （株）東農園 （株）紀州ほそ川 
 
A-506 紀州南高梅・味わい６種 A-507 ⼈気の梅干し詰め合わせ   

 

 

 

旨みはちみつ漬(塩分 8％) 
こんぶ漬(塩分 8％） 
はちみつ漬(塩分 5％) 
昔づくり(塩分 15％) 
うす塩味(塩分 8％) 
甘しそ味(塩分 4％) 
[賞味期限 6 ヶ月]各 200g 

塩だけで漬けた梅干 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％] 
紫蘇チューブ 140g [賞味期限2年] 
ゆかり 70g  [賞味期限 2 年] 
梅塩 70g  [賞味期限 2 年] 

 

(株)紀州ほそ川 (株)うめひかり  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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％] 

（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%)、うす塩味(塩
分 8%)、こんぶ漬(塩分 8%)、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％] 

（株）紀州ほそ川 （株）勝僖梅 （有）紀州高田果園 
 
A-709 有機 JAS 認証 

「蔵出し白干梅」（850
ｇ） 

    

 

  

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

  

（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％） 
はちみつ梅と昆布梅 
[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％] 

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]  

  

（株）東農園   
 
寄付額 19,000 円 
A-901 無添加梅干しと、完熟南高

梅ウォッカ梅酒 
    

 

  

塩だけで漬けた梅干 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％] 
ウォッカ梅酒 310ml 

[アルコール分 29 度] 

  

（株）うめひかり   



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％] 

（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] 

（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 
 
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（はちみつ漬） 
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 

紀州綜合食品（株） （有）プラム （株）三前商店 



寄付額 20,000 円 

 
寄付額 22,000 円 

 
寄付額 24,000 円 

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。） 
※有効期限は、発行日から 1 年間 
※旅行会社を通じたご予約や各種
プランとの重複利用不可 

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 
※有効期限は、発行日から 1 年間 
※本券は各種割引券との併用不可 

（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 

B-201 【大容量/無添加梅干し】天
日塩だけで漬けた梅干し 
1kg×2 パック/南高梅 

B-202 【大容量/無添加梅干し】塩と
紫蘇だけで漬けた梅干し 1kg
×2 パック/南高梅 

  

  

 

天日塩だけで漬けた梅干し  
1kg×2 パック 
[賞味期限 2 年 塩分約 18％] 

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

 

(株)うめひかり (株)うめひかり  

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 

 

（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 B-502 特選 紀州南高梅「白梅の
里」食べくらべセット 

  

 

  

⻘梅 1kg、完熟梅 1kg  
漬け方レシピ入り 

うす塩味：塩分 10％[賞味期限 1 年] 
昔しそ：塩分 20％[賞味期限 1 年] 
はちみつ：塩分 8％[賞味期限 6 ヵ月] 
ほのか：塩分 5％[賞味期限 3 ヵ月] 

 

てらがき農園 せきもとフーズ(株)  



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％] 

  

（株）東農園   
 
 
寄付額 32,000 円 
C-201 紀州南高梅 家庭用 B 級 

食べくらべセット 
C-202 【大容量/無添加梅干し】

天日塩だけで漬けた梅干し 
1kg×3 パック/南高梅 

C-203 【大容量/無添加梅干し】塩
と紫蘇だけで漬けた梅干し 
1kg×3 パック/南高梅 

 
  

うす塩味：塩分 10％[賞味期限 1 年] 
昔しそ：塩分 20％[賞味期限 1 年] 
はちみつ：塩分 8％[賞味期限 6 ヵ月] 
ほのか：塩分 5％[賞味期限 3 ヵ月] 

天日塩だけで漬けた梅干し  
1kg×3 パック 
[賞味期限 2 年 塩分約 18％] 

塩と紫蘇だけで漬けた梅干し  
1kg×3 パック 
[賞味期限 1 年 6 ヶ月 塩分約 15％] 

せきもとフーズ(株) (株)うめひかり (株)うめひかり 
 
 
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 

  

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) 
※有効期限は、発行日から 1 年間 
※旅行会社を通じたご予約や各種
プランとの重複利用不可 

  

国⺠宿舎紀州路みなべ   
 
寄付額 44,000 円 

 
寄付額 45,000 円 

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

    

 

  

ペア宿泊券 
※ルームチャージのみ（夕食・朝食
代は別途必要） 
※入湯税大⼈ 150 円は別途必要 
※ゴールデンウィーク・お盆期間・
正月期間は対象外 
※有効期限は発行日から６ヶ月 
※旅行会社を通じた予約や各種プラ
ンとの重複利用不可 

  

大和リゾート（株）   

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 

  

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% 

  

（株）CU9   


