ふるさとチョイス

和歌山県 有田市
ふるさと納税お礼の品一覧

13.飲むみかん(180ml×20本)

346.飲むみかん（720ml×12本）

15,
000
12,000円

110.3種のみかんジュース
飲み比べセット

30,000円

お品切れ

173.有田みかんジュース
「味まろしぼり」20本セット

10,000円

受付終了

20,000円

「美味しい有田みかんのジュースを
もっと気軽に飲んでもらいたい！」
という想いから生まれた、無添加の
本格派100%ストレートみかんジュー
ス「飲むみかん」。【容量】1本180
ml×20本

「美味しい有田みかんのジュースを
もっと気軽に飲んでもらいたい！」
という想いから生まれた、無添加の
本格派100%ストレートみかんジュー
ス「飲むみかん」。【容量】飲むみ
かん1本720ml×12本

それぞれ糖度の違う有田みかん果汁
100%のストレートジュースをセット
にしました。「飲むみかん」→「味
まろしぼり」→「味こいしぼり」の
順でより糖度が高くなっていきます
。【容量】味一しぼり 180ml×3本
、味まろしぼり180ml×3本、飲むみ
かん180ml×4本

糖度11度以上の完熟有田みかんだけ
を搾った、優しい甘さの100％スト
レートジュース。【容量】味まろし
ぼり 180ml×20本

111.味こいしぼり24本セット

441.【早和果樹園】有田みかんジュ
ースたっぷり飲み比べセット

305.100％ピュアジュース
10本ギフトセット

483.100％ピュアジュース
750ml×3本セット

受付終了

28,000円

光センサーを利用し、糖度12度以上
のみかんだけを選別して仕上げた、
温州みかん100%のストレートジュー
スです。【容量】味こいしぼり
180ml×24本

484.100%ピュアみかんジュース
750ml×6本セット

12,000円
和歌山・有田みかんの無添加ストレ
ートジュース。瓶1本に温州みかん
を約30個使用したみかんしぼり。濃
厚な味わいながらも、のど越しスッ
キリ。一度飲んだら忘れられない、
混じりっ気なしのまっすぐな味をお
届けします。【容量】100%ピュアジ
ュースみかんしぼり750ml×6本

受付終了

60,000円

有田みかんを使用した100％有田み
かんジュースをたっぷり詰め合わせ
た「有田みかんジュースたっぷり飲
み比べセット」をお届けします。・
味こいしぼり180ml／30本・飲むみ
かん180ml／30本【容量】・味こい
しぼり180ml／30本・飲むみかん180
ml／30本
442.
345.100％ピュアみかんジュース
（20本セット）

8,000円
濃厚な味わいでのど越しスッキリな
無添加ストレートジュース！伊藤農
園がおすすめする５種類をセットに
してお届けします。【容量】180ml
×計10本（みかん4本、不知火・は
っさく各2本、清見・あまなつ各1本
）※2021年4月から一部内容が変更
となっております。

和歌山県産無添加ストレートジュー
ス。濃厚な味わいながらも、のど越
しスッキリ。モンドセレクション最
高金賞を受賞した温州みかん・不知
火・八朔の三種類のジュースの詰め
合わせギフトセットです。【容量】
750ml×3本(みかん・不知火・八朔
各1本)

11.5種みかんピュアジュースセット

222.伊藤農園100%ピュアジュース
15本おまかせセット

12,000円
有田みかんを100％使用した無添加
ストレートジュース。濃厚な味わい
ながらも、のど越しスッキリ！無添
加ですので、お子様からご年配の方
まで、皆さんでお楽しみいただけま
す！※2019年モンドセレクション最
高金賞受賞【容量】みかんしぼり
180ml×20本

8,000円

12,000円
無添加100%ストレートの「ピュアジ
ュース」を5種類セットにしました
。【容量】180ml×18本（温州みか
ん8本、不知火・八朔各3本、きよみ
・河内晩柑各2本）※2021年4月から
一部内容が変更となっております。
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10,000円
素材そのままの甘さと美味しさが魅
力の「ピュアジュース」を伊藤農園
おすすめセットでお届けします。【
容量】180ml×15本（温州みかん6本
、はっさく3本、不知火・ネーブル
・河内晩柑各2本 合計15本）※202
1年4月から一部内容が変更となって
おります。

このカタログに掲載されている情報は 2021
年 05 月 11 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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224.伊藤農園100%ピュアジュース
大ビン750mlおまかせ6本セット

15,000円

223.伊藤農園100%ピュアジュース
30本おまかせセット

79.5種みかんジュース
大瓶（750ml）9本セット

20,000円

293.有田みかん搾り「うららか」＆
八朔ジュースセット（計2本）

22,000円

8,000円

和歌山県産無添加ストレートジュー
ス。750mlの容量ですので、たっぷ
りお楽しみいただけます！【容量】
100%ピュアジュース750ml 6本（み
かん2本、きよみ・不知火・はっさ
く・あまなつ各1本）※2021年4月か
ら一部内容が変更となっております
。

和歌山県産無添加ストレートジュー
ス。素材そのままの甘さと美味しさ
が魅力の「ピュアジュース」をお届
けします。【容量】180ml×30本（
温州みかん10本、清見・不知火・河
内晩柑、八朔各5本 合計30本）※2
021年4月から一部内容が変更となっ
ております。

和歌山県産無添加ストレートジュー
ス。味が濃くのど越しがスッキリと
した味わいです。750mlの容量です
ので、たっぷりお楽しみいただけま
す！【容量】100％ピュアジュース7
50ml9本みかん3本、不知火・はっさ
く各2本、きよみ・あまなつ各1本※
2021年4月から一部内容が変更とな
っております。

令和２年度有田市認定みかんジュー
ス。それぞれ、柑橘の本場和歌山県
有田市ならではの逸品です！【容量
】有田みかん搾り「うららか」720m
l×1本「八朔」500ml×1本

290.有田みかん搾り「うららか」
2本セット

294.有田みかん搾り「うららか」＆
八朔ジュースセット（計4本）

291.有田みかん搾り「うららか」
4本セット

292.有田みかん搾り「うららか」
6本セット

8,000円

15,000円

15,000円

22,000円

有田市で収穫された有田みかんのみ
を搾った100％ストレートみかんジ
ュース。厳しい審査をクリアして認
定された、令和２年「有田市認定み
かんジュース」です。【容量】「う
ららか」720ml×2本

令和２年度有田市認定みかんジュー
ス。それぞれ、柑橘の本場和歌山県
有田市ならではの逸品です！【容量
】有田みかん搾り「うららか」720m
l×2本「八朔」500ml×2本

有田市で収穫された有田みかんのみ
を搾った100％ストレートみかんジ
ュース。厳しい審査をクリアして認
定された、令和２年「有田市認定み
かんジュース」です。【容量】「う
ららか」720ml×４本

有田市で収穫された有田みかんのみ
を搾った100％ストレートみかんジ
ュース。令和２年「有田市認定みか
んジュース」です。【容量】「うら
らか」720ml×６本

267.【数量限定】有田市認定みかん
ジュース「長閑(のどか)」
2本セット

202.【数量限定】有田市認定みかん
ジュース「長閑(のどか)」&「八朔
ジュース」セット（計2本）

200.【数量限定】有田市認定みかん
ジュース「長閑(のどか)」&「八朔
ジュース」セット（計4本）

201.【数量限定】藤長農園の「八朔
ジュース」4本

8,000円
有田市の厳しい審査を経て認定され
た、有田市認定みかんジュース「長
閑(のどか)」は、有田市内の自家農
園で栽培したみかんをまるごと搾っ
た100％ストレートジュース。【容
量】「長閑」720ml×2本

8,000円
有田市の厳しい審査を経て認定され
た、有田市認定みかんジュース「長
閑(のどか)」は、有田市内の自家農
園で栽培したみかんをまるごと搾っ
た100％ストレートジュース。また
、同じく自家農園で栽培した「八朔
（はっさく）」を搾った100％スト
レートジュース「八朔ジュース」は
、程よい酸味が口の中に爽やかに広
がる一品。【容量】「長閑」720ml
×1本、「八朔ジュース」500ml×1
本

12,000円
有田市の厳しい審査を経て認定され
た、有田市認定みかんジュース「長
閑(のどか)」は、有田市内の自家農
園で栽培したみかんをまるごと搾っ
た100％ストレートジュース。また
、同じく自家農園で栽培した「八朔
（はっさく）」を搾った100％スト
レートジュース「八朔ジュース」は
、程よい酸味が口の中に爽やかに広
がる一品。【容量】「長閑」720ml
×2本、「八朔ジュース」500ml×2
本

12,000円
有田市の自家農園で栽培した「八朔
（はっさく）」を搾った100％スト
レートジュース。程よい酸味が口の
中に爽やかに広がる一品です。【容
量】「八朔ジュース」500ml×4本
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308.有田市認定みかんジュース「長
閑(のどか)」200ml×12本

受付終了15,000円

198.【数量限定】有田市認定みかん
ジュース「長閑(のどか)」
4本セット

199.【数量限定】有田市認定みかん
ジュース「長閑(のどか)」
6本セット

15,000円

80.有田みかんサイダー(12本)

22,000円

10,000円

有田市の厳しい審査を経て認定され
た、有田市認定みかんジュース「長
閑(のどか)」は、有田市内の自家農
園で栽培したみかんをまるごと搾っ
た100％ストレートジュース。※生
産数が少ないため、数量に達し次第
受付を終了いたします。【容量】・
「長閑」200ml×12本

有田市の厳しい審査を経て認定され
た、有田市認定みかんジュース「長
閑(のどか)」は、有田市内の自家農
園で栽培したみかんをまるごと搾っ
た100％ストレートジュース。【容
量】「長閑」720ml×4本

有田市の厳しい審査を経て認定され
た、有田市認定みかんジュース「長
閑(のどか)」は、有田市内の自家農
園で栽培したみかんをまるごと搾っ
た100％ストレートジュース。【容
量】「長閑」720ml×6本

有田みかん果汁を贅沢に５０％配合
！口当たりの良いまろやかな名水と
、フレッシュなみかん果汁が詰まっ
た１本です。【容量】有田みかんサ
イダー200ｍｌ／12本入り

347.果樹園のみかんジュレセット

408.果樹園の濃厚みかんジュレまる
ごと1個入り（12個セット）

409.果樹園の濃厚みかんジュレまる
ごと1個入り（20個セット）

386.有田みかんまるごと
おふくろスムージーセット

10,000円

12,000円

22,000円
20,
000

受付終了8,000円

有田みかん100％のストレート果汁
を使用した濃厚なみかんジュレ。み
かんならではの優しい味わいを引き
出すために、天然の素材である寒天
とこんにゃく粉でぷるんと固めまし
た。中に小さなみかんがまるごと入
ったものと、２種類のアソートです
。【容量】「果樹園のみかんジュレ
」90g×5個、「果樹園のみかんジュ
レまるごと一個入り」90g×4個

ちいさな有田みかんがまるごと入っ
た濃厚ジュレ。やわらかなまるごと
みかんと、果汁91％濃厚みかんジュ
レのハーモニー。一度食べると忘れ
られない、みかん尽くしの早和果樹
園お勧めのジュレです。【容量】果
樹園の濃厚みかんジュレまるごと1
個入り120g／6個入り×2箱

ちいさな有田みかんがまるごと入っ
た濃厚ジュレ。やわらかなまるごと
みかんと、果汁91％濃厚みかんジュ
レのハーモニー。一度食べると忘れ
られない、みかん尽くしの早和果樹
園お勧めのジュレです。【容量】果
樹園の濃厚みかんジュレまるごと1
個入り120g／20個

有田みかんの「果肉」「ふくろ」「
果汁」と、余すところなく使った農
家ならではのスムージー。有田みか
んの爽やかな甘味と、果肉とふくろ
のやさしい食感で昔懐かしさがギュ
ッと詰まった一品です。【容量】お
ふくろスムージー170g×10本（有田
みかん×4本、みかんとゆず、みか
んとレモン、みかんと橙 各2本）

149.有田みかんまるごと
おふくろスムージー17個入

306.ピュアフルーツ寒天ジュレ
8個ギフトセット

307.凍らせて食べる
なめらか寒天ソルベギフトセット

27.有田みかん＆紀州梅ゼリー

受付終了
12,000円
有田みかんの果肉・薄皮をまるごと
クラッシュして仕上げたスムージー
。冬はあつあつに温めてホットがオ
ススメ。繊維質たっぷりでお腹にも
優しいです。(*耐熱容器に移してレ
ンジで温めてください。)夏は冷や
してゴクゴク。凍らせてシャリシャ
リの食感をお楽しみください。【容
量】おふくろスムージー170g×17本

8,000円
「手しぼり100％ピュアジュース」
をベースに、ゼラチンやペクチンな
どを一切使用せずに作る安心・安全
なゼリー。！【容量】ピュアフルー
ツ寒天ジュレ90g×8個（みかん4個
、きよみ・はっさく各2個）

8,000円
素材は果汁と粗糖と寒天だけ！食品
添加物を一切使わず、寒天と粗糖の
配合で凍らせた時のなめらかな食感
を実現。素材の味そのものを楽しめ
る、体にやさしいソルベです！【容
量】なめらか寒天ソルベ85g×8個（
みかん4個、あまなつ・ゆず各2個）

12,000円
みかんの果汁を満喫できるみかんゼ
リーと、紀州産の梅を使用した上品
な味わいの梅ゼリーのセット。和歌
山ならではの味をお楽しみください
。【容量】みかんゼリー／10個、梅
ゼリー／10個
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97.手むきあまなつ

426.珊瑚樹のはちみつ3個セット

受付終了10,000円

163.はちみつ(みかん蜜)600g

8,000円

8,000円

358.山花のはちみつ５個セット

10,000円

和歌山産の甘夏を一つひとつ丁寧に
手むきしました。果実の袋をむくた
めの薬品は一切使用しておりません
。冷やしてそのまま、ヨーグルトや
サラダのトッピングにもおすすめで
す。【容量】手むきあまなつ
360g（固形量300ｇ）3個

和歌山有田の花から採れた深い味わ
いとコク、独特な香ばしさがクセに
なる「珊瑚樹のはちみつ」。フルー
ツやヨーグルト、パンケーキなどに
もぴったりの一品です。※１歳未満
のお子様にはお与えにならないよう
ご注意ください。※直射日光を避け
、冷暗所に保管してください。【容
量】珊瑚樹のはちみつ100ｇ／３個

和歌山が日本に誇るみかんの花から
採取した蜂蜜。みかんのさわやかな
香りと、すっきりとした味わいの逸
品です。お試しサイズの600g！人気
のみかん蜜をぜひご賞味ください。
【容量】600g×１本

和歌山有田に咲く山花から採れた濃
厚な味の「山花のはちみつ」を５個
セットにしてお届け。小瓶なので使
いやすく、フルーツやヨーグルト、
パンケーキなどにもぴったりの一品
です。※１歳未満のお子様にはお与
えにならないようご注意ください。
※蜂が採蜜する花の種類によって色
が異なる場合がございます。※直射
日光を避け、冷暗所に保管してくだ
さい。【容量】100ｇ×５個

44.みかんのはちみつ
＆山花のはちみつ

14.はちみつ(みかん蜜)1.2kg

419.みかんのはちみつ５個セット

183.とんがり容器でお届け！各500g
はちみつ２種(みかん蜜、山蜜)

12,000円

15,000円

15,000円

18,000円

みかんの花から採れたすっきりとし
た甘さが特徴の「みかんのはちみつ
」と、和歌山有田の山に咲く様々な
花々から採れた濃厚な味の「山花の
はちみつ」の詰合せ純粋生蜜です。
【容量】みかんのはちみつ100ｇ／2
個、山花のはちみつ100ｇ／3個

人気の国産はちみつ！はちみつ専門
店 森田養蜂園から純粋蜂蜜をお届
けします。和歌山といえば、みかん
の名産地として有名ですが、そのみ
かんの花から採れた蜂蜜が「みかん
蜜」。みかんのさわやかな香りと、
すっきりとした甘みが特徴です。容
量もたっぷりお使い頂ける1,200ｇ
！このボリュームも魅力です。 【
容量】1,200g×１本

和歌山有田のみかんの花から採れた
すっきりとした甘さと華やかな香り
が特徴の純粋なはちみつ「みかんは
ちみつ」です。【容量】みかんのは
ちみつ100ｇ／５個

和歌山といえば、みかんの名産地と
して有名ですが、そのみかんの花か
ら採れた蜂蜜が「みかん蜜」。みか
んのさわやかな香りと、すっきりと
した味わいが特徴です。「山蜜」は
、和歌山の山々に咲き乱れる様々な
花から採れた蜂蜜。この２種類をセ
ットにしてお送りします！【容量】
各500g

310.国産生ローヤルゼリー入り
みかん蜜（230g）

89.はちみつ(みかん蜜)

182.はちみつ２種各1.2kg
(みかん蜜、山蜜)

177.【早和果樹園】みかんアイスバ
ー15本入（氷菓）

20,000円
はちみつ専門店 森田養蜂園から生
ローヤルゼリー入りみかん蜜をお届
けします。酸味と苦みの強い生ロー
ヤルゼリーを、すっきりとしたみか
ん蜜と混ぜ合わせることで、飲みや
すくしています。【容量】230g×１
本（みかん蜜：200g、生ローヤルゼ
リー：30g）

2kg

28,000円
和歌山が日本に誇るみかんの花から
採取した蜂蜜です。色は透明感のあ
る金色で、さわやかな香りと、すっ
きりと甘い味わいの国産純粋蜂蜜で
す。ボリュームたっぷり、２kgでお
届けします。【容量】2,000g×１本

35,000円
人気の国産はちみつ！和歌山といえ
ば、みかんの名産地として有名です
が、そのみかんの花から採れた蜂蜜
が「みかん蜜」。みかんのさわやか
な香りと、すっきりとした味わいが
特徴です。「山蜜」は、和歌山の山
々に咲き乱れる様々な花から採れた
蜂蜜。この２種類をそれぞれたっぷ
り1.2kg、セットにしてお送りしま
す！【容量】各1.2kg

10,000円
有田みかんストレート果汁を75％も
使用したアイスバー！こんにゃく粉
と寒天を使うことで、もっちりとし
た食感に仕上げています。さらに、
みかんの果肉も加えてよりみかんそ
のままの味わいを実現。暑くなる季
節にぴったりの一品です。【容量】
みかんアイスバー 70ｇ×15本
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178.【早和果樹園】みかんアイスバ
ーアソート15本入（氷菓）

受付終了

10,000円

有田みかんストレート果汁を75％も
使用したアイスバー！こんにゃく粉
と寒天を使うことで、もっちりとし
た食感に仕上げています。さらに、
みかんの果肉も加えてよりみかんそ
のままの味わいを実現。チョコレー
トをコーティングしたチョコバーも
、みかんの甘味とチョコの甘味が絶
妙にマッチした仕上がりです。【容
量】みかんアイスバー
70ｇ×8本、みかんチョコバー
70ｇ×7本
429.つぶつぶジュレのみかん果実の
お酒

494.【早和果樹園】みかんチョコバ
ー15本入（氷菓）

192.伊藤農園の
おまかせマーマレード５個セット

10,000円

受付終了
もっちり濃厚。ストレート果汁をな
んと75％も使用した贅沢なアイスに
チョコレートをコーティングしまし
た。濃厚なみかんとチョコのハーモ
ニーをお楽しみください。【容量】
みかんチョコバー 70ｇ×15本

94.有田みかん氷結ワインと
みかんわいんギフト

10,000円

8,000円

417.有田みかんの酒(ワイン)
2本セット

10,000円

マーマレードは素材そのままが一番
美味しいから砂糖は控えめ！果実そ
のままの味と、酸味や甘味などそれ
ぞれの違いをお楽しみいただけます
。【容量】各１４０ｇ×５個みかん
・きよみ・不知火・いよかん・三宝
かん・はっさく・あまなつ・ゆず・
レモン以上の中からおまかせ

出来立てフレッシュなみかんワイン
です。出来立ての熟成前なので、果
汁感がしっかりと味わえる今だけの
味わいです。冷蔵庫でしっかり冷や
してグラスに注いでお飲みください
。【容量】蜜柑王国みかんの酒無濾
過500ml／2本

431.香りを楽しむクラフトリキュー
ル2本セット

93.早摘み青蜜柑リキュールギフト

12,000円

12,000円

15,000円

果汁の美味しさを感じることのでき
るリキュールで、あらごしのつぶつ
ぶ食感が楽しいジュレタイプのお酒
です。コラーゲンペプチド配合で女
性にも嬉しい一品です。【容量】オ
ランジュレ500ml(alc.6%)／2本

しっかりした酸味と香りが特徴のみ
かんわいんと有田みかんアイスワイ
ンを詰め合わせにしました。【容量
】有田みかんのアイスなワイン
360ml×1本みかん王国みかんわいん
500ml×1本

開けた瞬間、青蜜柑の香りが瓶から
溢れてくる、お家で楽しむカクテル
のお酒です。香りを楽しむクラフト
リキュールなのでロックや炭酸割、
ストレートがおすすめです。【容量
】VirginorangeGreenmandarinorang
e500ml(alc.12%)／2本

有田産みかんの早摘み青蜜柑を1ヶ
月間高濃度アルコールにつけこみ、
蒸留器で蒸留させることで上質な香
りだけを取り出した無色透明のホワ
イトキュラソーギフト。みかんのや
さしい香りが特徴です。【容量】Vi
rginOrangeperfume（バージンオレ
ンジパフューム）500ml×1本、Virg
inOrange（バージンオレンジ）500m
l×1本

430.みかん・レモン辛口ハードリカ
ーセット

16.有田みかんワイン
＆リキュールセット

95.シュワッと爽やかスパークリン
グワインセット

118.有田みかんの皮(粉末)
500g×2袋

15,000円
爽快ドライなバージンオレンジパフ
ュームドライは、香りを楽しむ大人
のハードリカーです。アクセントに
有田レモン果汁を入れました。感嘆
酒檸檬は自社栽培のレモンを使用し
ており、どこにもないようなクリア
なお酒です。【容量】Virginorange
perfumedry(alc.40%)500ml／1本感
嘆酒檸檬(alc.40%)500ml／1本

18,000円
有田市のプロジェクトから生れた有
田みかんのアイスなワイン、その他
有田のみかんで作られたワイン＆リ
キュールを詰め合わせにしました。
それぞれみかんの個性を活かしたお
酒です。【容量】オランジュレ／50
0ml×1本、みかんシュワッ酒／330m
l×2本、有田みかんのアイスなワイ
ン／360ml×1本

20,000円
温暖な有田で育った美味しいみかん
をスパークリングワインに仕上げま
した。【容量】みかんシュワッ酒／
330ｍｌ×12本

18,000円
有田みかんの皮を乾燥させ、粉末に
しました。食用に利用できる殺菌済
みタイプです。みかんの皮は昔から
漢方薬「陳皮（チンピ）」の原料で
もあり、非常に重宝されてきました
。【容量】500g×2袋

-5このカタログに掲載されている情報は

2022年09月14日時点
年 05月 11 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
2021

和歌山県

有田市

ふるさと納税お礼の品一覧

119.有田みかんの皮(粉末)
100g×11袋

191.伊藤農園のみかん七味

28,000円

418.ジャバラ粉末2袋セット

8,000円

476.かるしお減塩釜揚げしらす500g

12,000円

6,000円

有田みかんの皮を乾燥させ、粉末に
しました。食用に利用できる殺菌済
みタイプです。みかんの皮は昔から
漢方薬「陳皮（チンピ）」の原料で
もあり、非常に重宝されてきました
。【容量】100ｇ×11袋

みかん、じゃばら、ゆずと、和歌山
産の山椒・唐辛子・生姜・紫蘇の七
種を合わせた、オリジナルブレンド
。和歌山の「おいしいもん」「いい
もん」が７種類ふんだんに混ぜ込ん
だ、伊藤農園ならではの贅沢な七味
です。【容量】みかん七味缶入り５
ｇ×２個、みかん七味詰め替え用５
ｇ×４個

じゃばらには花粉症の抑制に効果が
あると言われている柑橘フラボノイ
ド『ナリルチン』が含まれています
。またじゃばらの果皮に含まれる『
ナリルチン』の含有量は、果汁に含
まれる含有量の約6倍と言われてい
ます。その果皮を細かく粉砕して、
使いやすい粉末状にしました。炒め
物やヨーグルトなどに混ぜてお使い
いただけます。【容量】ジャバラ粉
末100g／2袋

塩分を控える（30％カット）ことに
より、体への負担を軽減して様々な
病気に繋がる症状（高血圧等）のリ
スクを低下させることと、魚本来の
味を楽しむことが出来るという２つ
の目的で開発しました。国立循環器
病研究センターにて、塩分濃度、品
質、味、菌検査など様々な項目の審
査をクリアし「かるしお認定商品」
として認められた減塩しらす。【容
量】釜揚げしらす：500g

244．しらす＆ちりめんセット

205.箱入り釜揚げしらす

5.極上釜揚げしらす1kg（500g×2）

420.釜揚げしらす500g×2箱
（1kg）

8,000円

1kg

8,000円

8,000円

8,000円

紀伊水道周辺で獲れた新鮮なしらす
を、塩分濃度などを徹底的に管理し
ふっくらと茹で上げました。新鮮な
しらすの風味を損なわないように冷
蔵便でお届け。絶妙な塩加減がごは
んにもよく合う一品です。【容量】
しらす…400g、ちりめん…300g

炊きたて急速冷凍した釜揚げしらす
を1㎏。一度食べたら、また食べた
くなる。リピーターが多い釜揚げし
らすの味をご賞味ください。【容量
】釜揚げしらす1㎏

しらすは水揚げ後鮮度が落ちるのが
非常に早く、素早く釜茹でしなけれ
ばなりません。嶋治水産は海の近く
に工場があり、水揚げ後釜茹でまで
約3分という早さ！鮮度抜群の美味
しい釜揚げしらすが出来上がります
！【容量】釜揚げしらす：1kg（500
g×2袋）

炊きたて急速冷凍した釜揚げしらす
を500g箱で2箱お届けします。それ
ぞれ個包装のため、おすそ分けにも
適しています。一度食べたら、また
食べたくなる。リピーターが多い釜
揚げしらすの味をご賞味ください。
【容量】釜揚げしらす500g×2箱

451.ごはんがとまらない！ちりめん
佃煮1kg（250g×4）

452.かるしお減塩釜揚げしらす1kg
（500g×2）

454.ふんわりやわらかちりめん1kg

455.ふんわりやわらか佃煮1kg
【金ゴマ入り】

8,000円
自社独自の秘伝の甘口だれを使い、
職人がじっくりとあめ色になるまで
炊き込みました。小さいお子様から
ご年配の方までお楽しみいただける
甘口仕上げ！250gが4パック小分け
になって保存にも便利な一品！【容
量】・ちりめん佃煮：1kg（250g×4
袋）

8,000円
塩分を控える（30％カット）ことに
より、体への負担を軽減して様々な
病気に繋がる症状（高血圧等）のリ
スクを低下させることと、魚本来の
味を楽しむことが出来るという２つ
の目的で開発しました。国立循環器
病研究センターにて、塩分濃度、品
質、味、菌検査など様々な項目の審
査をクリアし「かるしお認定商品」
として認められた減塩しらす。【容
量】・釜揚げしらす：1kg（500g×2
）

8,000円
釜揚げしらすを少しだけ乾燥させ旨
味を閉じ込めた、ふんわりやわらか
な食感が特徴の一品！王道の「しら
す丼」はもちろんのこと、サラダや
ピザなど色々なレシピに活躍します
。※原材料のいわしの稚魚は、エビ
やカニその他海産物が混ざる漁法で
獲っています。【容量】・やわらか
ちりめん：1kg※小分けパックでは
ございません

8,000円
自社独自の秘伝の甘口だれを使い、
職人がじっくりとあめ色になるまで
炊き込んだ佃煮に、風味豊かな金ゴ
マをミックスさせました。佃煮はち
りめんを炊き込むのが一般的ですが
、この佃煮はふんわりやわらかな食
感に仕上げるため、釜揚げしらすの
状態からじっくりと職人が炊き込ん
でいます。【容量】・佃煮：1kg
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458.天日干し上乾ちりめん500g

8,000円

459.太筋釜揚げしらす1kg

481.しらすちりめん500g

480.釜揚げしらす1kg

8,000円

8,000円

受付終了

10,000円

釜揚げしらすをさわやかな浜風と太
陽の恵みで天日干しにしました！噛
めばかむ程に味わい深いちりめんで
す。サラダや納豆のトッピングなど
、美味しくカルシウムを補える一品
！【容量】上乾ちりめん：500g※小
分けになっておりませんのでご注意
ください

しらすは水揚げ後鮮度が落ちるのが
非常に早く、素早く釜茹でしなけれ
ばなりません。嶋治水産は海の近く
に工場があり、水揚げ後釜茹でまで
約3分という早さ！約3～4㎝の大き
めサイズのしらすは食べ応えが抜群
です！【容量】太筋釜揚げしらす：
1kg※小分けパックではございませ
ん

漁師が自ら手がけた自慢の一品。40
年以上の漁師としての経験・こだわ
りを詰め込んでいます。乾燥機を使
わず、天日で仕上げることで風味豊
かなちりめんになっています。【容
量】しらすちりめん／500g※小分け
にはなっておりません。

漁師が自ら手がけた自慢の一品。40
年以上の漁師としての経験・こだわ
りを詰め込んでいます。漁港で水揚
げされてから、約3分で加工場に持
ち込むことで、しらすの鮮度を落と
すことなく釜揚げにしました。ぜひ
、そのまま温かいご飯と共にお召し
上がりください。【容量】釜揚げし
らす／1kg※小分けにはなっており
ません。

279.釜揚げしらす
250g×4パック

204.小分けパック釜揚げしらす
100g×8パック

107.しらす3種

40.釜揚げしらす＆ちりめんセット

10,000円

10,000円

味くらべセット

10,000円

10,000円

１パック250gは、３、４人でちょう
ど分け合える量です！炊きたて急速
冷凍した釜揚げしらすを250gずつパ
ックに分けています。【容量】釜揚
げしらす250g×4パック（1箱2パッ
ク入り×2箱）

もともと小分けになっているので手
間いらず！炊きたて急速冷凍した釜
揚げしらすを100gずつパックに分け
ています。しらす丼や副菜にお使い
いただきやすい食べ切りサイズです
。【容量】釜揚げしらす100g×8パ
ック（1箱4パック入り×2箱）

しらす本来の味をお楽しみください
。自家製佃煮もぜひご賞味あれ！【
容量】釜揚げしらす1kg×1箱、上干
ちりめん165ｇ×１ﾊﾟｯｸ、甘辛ちり
めん160ｇ×１ﾊﾟｯｸ

炊きたてを急速冷凍した釜揚げしら
すと、こだわりの天日干しした上干
ちりめんのセットです。賞味期限：
釜揚げしらす／発送日より冷凍保存
で3ヶ月・解凍後4日、上干ちりめん
／発送日より10日【容量】釜揚げし
らす／1㎏、上干ちりめん165ｇ×2
パック

436.釜揚げしらす(250g×4)

437.やわらかちりめん(175g×4)

457.天日干し上乾ちりめん1kg

461.極上釜揚げしらす1.5kg
（500g×3）

10,000円
紀伊水道周辺で獲れた新鮮なしらす
を、塩分濃度などを徹底的に管理し
ふっくらと茹で上げました。新鮮な
しらすの風味を損なわないように冷
蔵便でお届けします。絶妙な塩加減
がごはんにもよく合う一品で、しら
す丼にして1袋でおよそ3～4人分に
お使いいただけます。また使いやす
いように小分けになっているのも魅
力です。【容量】・釜揚げしらす／
250g×4

このカタログに掲載されている情報は

10,000円
紀伊水道周辺で獲れた新鮮なしらす
を、塩分濃度などを徹底的に管理し
ふっくらと茹で上げたやわらかちり
めんです。新鮮なちりめんの風味を
損なわないように冷蔵便でお届け。
絶妙な塩加減がごはんにもよく合う
一品で、使いやすいように小分けに
なっているのも魅力です。【容量】
・ちりめん／175g×4

10,000円
釜揚げしらすをさわやかな浜風と太
陽の恵みで天日干しにしました！噛
めばかむ程に味わい深いちりめんで
す。サラダや納豆のトッピングなど
、美味しくカルシウムを補える一品
！※原材料のいわしの稚魚は、エビ
やカニその他海産物が混ざる漁法で
獲っています。【容量】・上乾ちり
めん：1kg※小分けになっておりま
せんのでご注意ください

10,000円
しらすは水揚げ後鮮度が落ちるのが
非常に早く、素早く釜茹でしなけれ
ばなりません。嶋治水産は海の近く
に工場があり、水揚げ後釜茹でまで
約3分という早さ！鮮度抜群の美味
しい釜揚げしらすが出来上がります
！【容量】釜揚げしらす：1.5kg（5
00g×3袋）
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287.小分けパック
釜揚げしらす100g×8パック
【濃口しょうゆ極付】

286.釜揚げしらす250g×4パック
【濃口しょうゆ極付】

12,000円

受付終了

203.釜揚げしらす

12,000円

500g×3箱

12,000円

受付終了

69．しらすバラエティーセット

12,000円

釜揚げしらすで人気のカネ太商店と
、地元の味付けを支える則岡醤油の
濃口しょうゆがセットになりました
。【容量】◆釜揚げしらす100g×8
パック（1箱4パック入り×2箱）◆
濃口しょうゆ 極 150ml

釜揚げしらすで人気のカネ太商店と
、地元の味付けを支える則岡醤油の
手造り醤油がセットになりました。
濃い口しょうゆで、しらす丼にさら
に深みが出ます。【容量】◆釜揚げ
しらす250g×4パック（1箱2パック
入り×2箱）◆濃口しょうゆ 極
150ml

炊きたて急速冷凍した釜揚げしらす
を500g箱で3箱お届けします。それ
ぞれ個包装のため、おすそ分けにも
適しています。【容量】釜揚げしら
す500g×3箱

有田市の沖合いで獲れた、美味しい
しらすを４種類詰め合わせ！その日
獲れた新鮮なしらすを、鮮度をその
ままに素早く塩茹で。天日の塩を使
用し、絶妙な塩加減に仕上げていま
す。【容量】釜揚げしらす
500ｇ（250ｇ×2）、しらす干し
250ｇ、上干ちりめん
200ｇ、しらす佃煮
200ｇ（100ｇ×2パック）

366.箱入り釜揚げしらす1ｋｇ×2箱

456.業務用釜揚げしらす2kg
（冷蔵）

330.人気のふりかけ2種セット

331.梅かつおふりかけ（6個）

15,000円

15,000円

8,000円

8,000円

炊きたて急速冷凍した釜揚げしらす
１ｋｇ入りの箱をお得な２箱でお届
けします。厳選された釜揚げしらす
の味をご賞味ください。進物用とし
てお送りいただくことも可能です。
※のしは、無地のし、お中元、お歳
暮のみ対応可【容量】釜揚げしらす
１ｋｇ（※小分けにはなっておりま
せん）×２箱

鮮度が命の生のしらすを素早く釜茹
で！冷蔵でお届けしますので、解凍
の手間がいらず届いてすぐに小分け
にすることもできます。たっぷりと
2kgの量は、しらす丼にしていただ
いても約100杯分のボリュームです
！※原材料のいわしの稚魚は、エビ
やカニその他海産物が混ざる漁法で
獲っています。【容量】・釜揚げし
らす：2kg※小分けになっておりま
せんのでご注意ください

おいしい海苔がたっぷり入った田中
海苔店人気のふりかけ2種セット。
南高梅をそのまま使用した「梅かつ
お」、和歌山県産のゆずを使用した
「ゆず塩明太」の2種類をセットに
し、各3個の計6袋でお届けいたしま
す！毎日のごはんのお供にどうぞ！
【容量】梅かつおふりかけ
35g×3個、ゆず塩明太ふりかけ
35g×3個

おいしい海苔がたっぷり入った田中
海苔店人気のふりかけ。甘辛い味付
け海苔とカツオに、南高梅の程よい
酸味がばっちり合います！田中海苔
店自慢の海苔を使用した、パリパリ
でサクサクの食感をお楽しみくださ
い。毎日のごはんのお供にどうぞ！
【容量】梅かつおふりかけ
35g×6個

332.ゆず塩明太ふりかけ（6個）

350.特上焼海苔板海苔35枚ご家庭用

352.特上焼海苔ギフトセット

354.青混焼海苔10枚×4袋ギフト

8,000円
おいしい海苔がたっぷり入った田中
海苔店人気のふりかけ。和歌山県産
のゆずを使用した粉末と明太子、そ
して、田中海苔店自慢の海苔をブレ
ンドした一品。ごはんにふりかける
のはもちろんのこと、パスタに和え
ても相性抜群です！毎日の食卓のお
供にどうぞ！【容量】ゆず塩明太ふ
りかけ 35g×6個

8,000円
香り・口どけ・海苔の旨み、どれも
最高の海苔です。丁寧に一枚一枚焼
き上げた海苔が、１袋に35枚入って
います。海苔屋さんのおいしい焼海
苔をぜひご家庭でもお楽しみくださ
い。【容量】【特上焼海苔35枚入り
】×1袋

10,000円
香り・口どけ・海苔の旨み、どれも
最高の海苔です。丁寧に一枚一枚焼
き上げ、10枚ずつ袋詰めしているの
で保存にも便利です。海苔屋さんの
おいしい焼海苔をぜひご家庭でもお
楽しみください。【容量】【特上焼
海苔10枚入り】×4袋

10,000円
少し珍しい海苔で、黒海苔にあおさ
が練り込まれた青混ぜ海苔。ふわっ
と香る磯の香りが癖になります。丁
寧に一枚一枚焼き上げ、10枚×4袋
入っています。【容量】【青混焼海
苔10枚】×4袋

-8このカタログに掲載されている情報は

年 05月 11 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
2022年09月14日時点
2021

和歌山県

有田市

ふるさと納税お礼の品一覧

351.特上焼海苔8袋セット

太刀魚と旬の魚セット
66.太刀魚と旬の魚セット
（約4種類/約0.7〜１kg程度）

353.青混焼海苔10枚×8袋

18,000円

18,000円

297.紀州太刀魚２本
（１本：500～600ｇ）

10,000円

15,000円

香り・口どけ・海苔の旨み、どれも
最高の海苔です。丁寧に一枚一枚焼
き上げ、10枚ずつ袋詰めしているの
で保存にも便利です。海苔屋さんの
おいしい焼海苔をぜひご家庭でもお
楽しみください。【容量】【特上焼
海苔10枚入り】×8袋

少し珍しい海苔で、黒海苔にあおさ
が練り込まれた青混ぜ海苔。ふわっ
と香る磯の香りが癖になります。丁
寧に一枚一枚焼き上げ、10枚×8袋
入っています。【容量】【青混焼海
苔10枚】×8袋

有田市は太刀魚漁獲量日本一！その
地元の逢井漁港、箕島漁港で獲れた
太刀魚とその時々の旬の魚を水揚げ
後すぐに切り身にして真空パックで
お届け！【容量】太刀魚／約200ｇ
旬の魚２・３種類（一例：タイ、コ
ロダイ、ホウボウ、イサキ、ハマチ
、カンパチ、サワラ等）／約600ｇ
（魚の種類により内容量が変わりま
す）合計 約700ｇ～1ｋｇのセット

紀州太刀魚は脂がのりつつ、あっさ
りとした味わい１本：２枚おろし、
１本：姿のまま。真空パックでお届
けします。【容量】紀州
太刀魚：１本500～600ｇ
※下処理前の重さで量っている為
、お届け時には500g以下になる場
合がございます。

296.紀州太刀魚ドラゴンサイズ
（１ｋｇ以上）

太刀魚と旬の魚セット
67.太刀魚と旬の魚の大盛セット
（約6種類/約1.5〜２kg程度）

325.太刀魚寿司と鮎甘露寿司セット

326.太刀魚寿司とさんま寿司セット

20,000円

20,000円

8,000円

8,000円

有田市が漁獲量日本一を誇る紀伊水
道沖で獲れる太刀魚その中でも、ド
ラゴンサイズと言われる大きさの太
刀魚を選び抜き２枚おろしで真空パ
ックでお届けします。※魚の配送状
態でご要望がございましたらご対応
いたします。【容量】紀州
太刀魚：１㎏以上
※下処理前の重さで量っている為
、お届け時には1㎏以下になる場合
がございます。

有田市は太刀魚漁獲量日本一！その
地元の逢井漁港、箕島漁港で獲れた
太刀魚とその時々の旬の魚を水揚げ
後すぐに切り身にして真空パックで
お届け！【容量】太刀魚／約300ｇ
～400ｇ旬の魚５種類程度（一例：
タイ、コロダイ、ホウボウ、イサキ
、ハマチ、カンパチ、サワラ等）／
約1.2ｋｇ～1.3ｋｇ（魚の種類によ
り内容量が変わります）合計
約1.5ｋｇ～2ｋｇのセット

有田川温泉 鮎茶屋人気のお寿司！
◆太刀魚寿司・・・有田市にある箕
島漁港で水揚げされた新鮮な太刀魚
でつくった押し寿司。◆鮎甘露寿司
・・・鮎を甘露煮にし、骨までやわ
らかく煮上げ、開きにし押し寿司に
しました。【容量】・太刀魚寿司：
１本（約260g：８貫）・鮎甘露寿司
：１本（約190g：６貫）

有田川温泉 鮎茶屋人気のお寿司！
◆太刀魚寿司・・・大葉を挟んで、
上に甘酢昆布を乗せたバッテラ風の
あっさりしたお寿司です。◆さんま
寿司・・・国産のさんまを使用し、
紀州名物のさんま寿司にいたしまし
た。【容量】・太刀魚寿司：１本（
約260g：８貫）・さんま寿司：１本
（約250g：８貫）

76.焼き太刀魚寿司

333.おつまみ天ぷらみっくす
250g×5袋
200

9.有田のかまぼこ詰め合わせ

151.ゆずの香寿司（2本）

12,000円
漁獲量日本一の有田市の魚『太刀魚
』を使った焼き寿司です。大きいサ
イズの太刀魚を選りすぐり、３枚お
ろしで味噌漬けにし、子どもにも食
べやすい味に仕上げています。【容
量】焼き太刀魚寿司×3本

8,000円
紀州辰ヶ浜 天乙和歌山県内でも人
気の天ぷら＆かまぼこ屋さんです。
その中でも人気のつまみ天の色々の
詰め合わせた「みっくす」。お酒の
つまみにぜひご賞味あれ。【容量】
みっくす／250ｇ×5袋
200

13,000円
前浜の太刀魚を骨ごとすりつぶした
カルシウムが豊富な「ほねく」、一
枚一枚丹念に焼き上げたプリッとし
た焼き抜き蒲鉾「田鶴焼」「しおじ
焼」、前浜の鱧使用の「鱧つみれ」
の詰め合わせです。海に面し新鮮な
魚介類が手に入る有田市ならではの
一品をご賞味ください。【容量】ほ
ねく5パック・田鶴焼1パック・しお
じ焼3パック・鱧つみれ3パック

12,000円
国産寒さばを地元のゆず酢で〆たこ
だわりのさば寿司。ほのかに香る柚
子と鯖の旨みとが絶妙なハーモニー
をかもしだします。【容量】鯖寿司
×2本
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8.ゆずの香寿司（3本）

45g×5袋
218有田の天然ひじき50g×5袋

39.おっぱ寿司3本セット

15,000円
国産寒さばを地元のゆず酢で〆たこ
だわりのさば寿司。ほのかに香る柚
子と鯖の旨みとが絶妙なハーモニー
をかもしだします。【容量】鯖寿司
×3本

277.有田の天然フノリ

50g×5袋

10,12,000円
000円

10,000円
老舗旅館謹製！国産の秋鯖と有田産
太刀魚を使ったお寿司！＊おっぱ寿
司とは魚がご飯の上におんぶされて
いるように見える所から名付けられ
ました。【おんぶのことを有田では
「おっぱ」と呼びます】※北海道・
青森・秋田・岩手・沖縄・離島等は
賞味期限の関係上、配送できません
のでご了承下さい。【容量】さば棒
寿司／2本、太刀魚かぶら寿司／1本

黒潮の流れ込む先端、有田市の沖に
浮かぶ地の島、沖の島の荒磯でたく
ましく育った天然ひじきを収穫して
、煮上げ・乾燥と手間をかけて仕上
げました。【容量】ひじき／50ｇ×
5袋
45g×5袋

322.太刀魚の蒲焼き（100g）
3本セット

323.太刀魚西京漬（網代編）
2～3人前

8,000円

※3月以降にお申し込み順
に順次発送いたします。

12,000円

276.有田の天然わかめ35g×6袋

受付終了10,000円
黒潮の流れ込む先端、有田市の沖に
浮かぶ地の島、沖の島で育った天然
わかめを収穫して、湯引きし、干し
ます。季節によって、柔らかさも違
います。春のわかめは、歯ごたえが
いいですが、硬すぎず、ポン酢でシ
ンプルな食べ方がおススメです。【
容量】・わかめ／35ｇ×6袋

※3月以降にお申し込み順
に順次発送いたします。
388.太刀魚活干物(小)2匹セット

12,000円

8,000円

受付終了

黒潮の流れ込む先端、有田市の沖に
浮かぶ地の島、沖の島で育った天然
フノリを収穫して、天日干します。
海のミネラルをたっぷり含んだフノ
リをお届けします。【容量】フノリ
／50ｇ×5袋

紀州有田名物 太刀重がお楽しみい
ただけます。太刀魚は、有田市内に
ある箕島漁港で水揚げした新鮮なも
のを三枚下ろしにしています。【容
量】・太刀魚蒲焼き：100g×3本・
特製タレ：30cc×3個

有田市内にある箕島漁港で水揚げさ
れた太刀魚を三枚に下ろし1.5尾分
を網代編みにし、西京漬けにいたし
ました。そ【容量】・太刀魚三枚下
ろし1.5尾分（約250g）

和歌山県有田市の箕島漁港で水揚げ
された天然の太刀魚をすぐに干物に
しています。そのため、従来の干物
とは違い、鮮度が良い状態で保たれ
ており、何より身がとてもふっくら
しています！また、冷めてもその状
態は変わりません。そして、調理方
法も電子レンジで温めるだけで、お
手軽にご家庭でお召し上がりいただ
けます！【容量】太刀魚活干物(小)
(塩干し×2匹)

391.天然鯛活干物(みりん干し)

392.天然鯛活干物(塩干し)

389.太刀魚活干物
(みりん・塩セット)

492.無添加活干物切り身セット(鰆
・鯛)

10,000円

受付終了

和歌山県有田市の箕島漁港で水揚げ
された天然の活け鯛をすぐに干物に
しています。そのため、従来の干物
とは違い、鮮度が良い状態で保たれ
ており、何より身がとてもふっくら
しています！また、冷めてもその状
態は変わりません。そして、調理方
法も電子レンジで温めるだけで、お
手軽にご家庭でお召し上がりいただ
けます！【容量】天然鯛活干物1匹(
みりん干し×１匹)

このカタログに掲載されている情報は

10,000円

受付終了

和歌山県有田市の箕島漁港で水揚げ
された天然の活け鯛をすぐに干物に
しています。そのため、従来の干物
とは違い、鮮度が良い状態で保たれ
ており、何より身がとてもふっくら
しています！また、冷めてもその状
態は変わりません。そして、調理方
法も電子レンジで温めるだけで、お
手軽にご家庭でお召し上がりいただ
けます！【容量】天然鯛活干物(塩
干し×１匹)

10,000円

受付終了

和歌山県有田市の箕島漁港で水揚げ
された天然の太刀魚をすぐに干物に
しています。そのため、従来の干物
とは違い、鮮度が良い状態で保たれ
ており、何より身がとてもふっくら
しています！また、冷めてもその状
態は変わりません。そして、調理方
法も電子レンジで温めるだけで、お
手軽にご家庭でお召し上がりいただ
けます！【容量】太刀魚活干物(み
りん干し×１匹、塩干し×１匹)
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10,000円
和歌山県の箕島漁港で捕れた天然鰆
(サワラ)、天然鯛を新鮮な状態で干
物にしています。【CAS冷凍】とい
う細胞を壊さずに解凍後の身の品質
や食感や風味を冷凍する前と変化し
ない冷凍方法なので、上質な状態が
長期間続きます。調理方法も電子レ
ンジで簡単に温めたり、またオーブ
ンやグリルで焼くことで香ばしくな
ります。【容量】天然鰆(サワラ)活
干物の切り身／５枚天然鯛活干物の
切り身／５枚
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444.無添加ファミリー干物

393.旬のおすすめ活干物3種セット
(塩干し)

12,000円

387.太刀魚と天然鯛の活干物

12,000円

受付終了

401.旬のおすすめ活干物
おまかせ5種セット

15,000円

受付終了

15,000円

受付終了

塩を使わず無添加でとてもヘルシー
のため、子どもから高齢者の方や、
犬や猫などのペットも同じ干物をお
召し上がり頂けます！【CAS冷凍】
という細胞を壊さずに解凍後の身の
品質や食感や風味を冷凍する前と変
化しない冷凍方法なので、上質な状
態が長期間続きます。調理方法も電
子レンジで簡単に温めたり、またオ
ーブンやグリルで焼くことで香ばし
くなります。【容量】天然鯛一匹

和歌山県の箕島漁港で水揚げされた
天然の活け鯛・太刀魚・イサキを全
てすぐに干物にしています。調理方
法も電子レンジで温めるだけででき
、簡単で安心してご家庭でお召し上
がりいただくことができます！【容
量】鯛1匹太刀魚1本イサキ1匹

和歌山県有田市の箕島漁港で水揚げ
された天然活け鯛と太刀魚をすぐに
干物にしています。調理方法も電子
レンジで温めるだけで、お手軽にご
家庭でお召し上がりいただけます！
【容量】太刀魚活干物(塩干し×１
匹)、天然鯛活け干(塩干し×１匹)

和歌山県の箕島漁港で水揚げされた
天然の活けの魚をすぐに干物にして
います。そのため、従来の干物とは
違い、鮮度が良い状態で保たれてお
り、何より身がふっくらしています
。【容量】鯛1匹太刀魚1本イサキ1
匹サワラ切り身3切れアジ1匹※「鯛
」「太刀魚」「イサキ」「サワラ切
り身」「アジ」の、それぞれ「塩干
し加工」か「みりん干し加工」のい
ずれかをお入れします。

390.天然鯛活干物(2匹セット)

493.無添加太刀魚活干物(ドラゴン
サイズ)

324.鮎開き西京漬（3尾入り）

116.丈右衛門の鮎めし

18,000円

受付終了

20,000円

8,000円

5個セット

10,000円

和歌山県有田市の箕島漁港で水揚げ
された天然の活け鯛をすぐに干物に
しています。そのため、従来の干物
とは違い、鮮度が良い状態で保たれ
ており、何より身がとてもふっくら
しています！また、冷めてもその状
態は変わりません。そして、調理方
法も電子レンジで温めるだけで、お
手軽にご家庭でお召し上がりいただ
けます！【容量】天然鯛活干物(み
りん干し×１匹、塩干し×１匹)

有田市が市町村別の漁獲量日本一を
誇る「太刀魚」。その太刀魚の中で
も、特に大きなサイズは「ドラゴン
サイズ」と呼ばれています。【CAS
冷凍】という細胞を壊さずに解凍後
の身の品質や食感や風味を冷凍する
前と変化しない冷凍方法なので、上
質な状態が長期間続きます。調理方
法も電子レンジで簡単に温めたり、
またオーブンやグリルで焼くことで
香ばしくなります。【容量】太刀魚
干物：１kg以上 ※下処理前の重さ

鮎を丁寧ひ開きにし、白みそと酒粕
を職人がブレンドしたものに１枚１
枚漬け込みました。焼けば、芳醇な
香りと香ばしさで、酒のアテやご飯
のお共にぴったりです。賞味期限：
冷凍で約９０日、解凍後：冷蔵保管
で２日程度※なるべくお早めにお召
し上がりください。【容量】鮎の開
き：３尾

本格的な鮎めしです。手軽に作れま
す。【容量】塩鮎一尾、出汁240g(
一箱、二人前入) ×5箱

26.鮎のあめだき・燻製セット

55.鮎の風干し(10枚入り)

56.丈右衛門の鮎(12尾入り)

268.国産うなぎ蒲焼2本セット

10,000円
無添加に炊き上げた「あめだき」と
、桜のチップで燻した「燻製」をセ
ットにしてお届けします。賞味期限
：製造日より4ヶ月 【容量】あめだ
き/3尾×2箱、燻製/2尾×2箱

10,000円
こだわりの鮎を、新鮮な状態で干物
にしました。賞味期限：製造日より
冷凍で6ヶ月【容量】養殖鮎(和歌山
県産)/10尾

10,000円
鮎釣りや鵜飼で有名な有田川の水源
を利用して育てた、こだわりの鮎で
す。優良県産品プレミア和歌山認定
商品。【容量】養殖鮎(和歌山県産)
/12尾(約1㎏)

10,08,000円
00円
良質な国産うなぎを、味覚に敏感な
職人が試食し、良質と判定したうな
ぎのみを秘伝のタレで外はサクッと
香ばしく、中はふっくら焼き上げま
した。【容量】国産うなぎ蒲焼き12
0～149ｇ×２本（タレ付き）※山椒
は付いておりません。
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247.国産うなぎ蒲焼き大サイズ
２本セット

13,10,000円
000円

81.国産うなぎ白・蒲セット

12,10,000円
000円

482.国産うなぎ蒲焼3本300gセット

000円
受付終了12,10,000円

217.超特大国産うなぎ１本＆蒲焼き
カット

12,10,000円
000円

良質な大きめの国産うなぎを、秘伝
のタレで外はサクッと香ばしく、中
はふっくら焼き上げました。【容量
】国産うなぎ蒲焼き140～169ｇ×２
本（タレ付き）2本合計300ｇ以上※
山椒は付いておりません。

良質な国産うなぎを職人が当店秘伝
のタレで香ばしく焼き上げました。
白焼きはポン酢やお塩やわさび醤油
でお召し上がりくださいませ。【容
量】国産うなぎ蒲焼き150ｇ～169ｇ
×１本（タレ付き）※山椒は付いて
おりません。国産うなぎ白焼き120
ｇ～149ｇ×１本（特製ポン酢付き
）

厳選した国産うなぎを仕入れて、秘
伝のタレで香ばしく職人が焼き上げ
た一品。タレは甘さ控えめで、ご飯
にもよく合うタレにしております。
小さめの食べきりサイズの国産うな
ぎの蒲焼3本セットです。【容量】
国産うなぎ蒲焼き：90ｇ～110ｇ×3
本（タレ付き）※山椒は付いており
ません。

ボリューム満点の超特大国産うなぎ
蒲焼き１本と、お手軽に国産うなぎ
が楽しめる「蒲焼カット」２枚のセ
ット！【容量】国産うなぎ蒲焼き1
本（1本200～229g）国産うなぎ蒲焼
きカット２枚（１枚あたり約50g）
※タレ付き（山椒は付いておりませ
ん）

6.国産うなぎ蒲焼3種セット

318.特大サイズ国産うなぎ蒲焼き２
本セット

448.国産うなぎ蒲焼きカット
500gセット

449.国産うなぎ蒲焼5本セット
（1本：120～149g）

14,12,000円
000円

22,20,000円
000円

15,13,000円
000円

12,20,000円
000円

受付終了

有田市のうなぎの返礼品の中でも、
一番人気で定番の一品！【容量】特
大国産うなぎ蒲焼き／170～199g×1
本国産うなぎカット／40g×2枚きざ
みうなぎの蒲焼き／75g×1食※山椒
は付いておりません。

ボリュームたっぷりの、170g以上の
国産うなぎを、秘伝のタレで外はサ
クッと香ばしく、中はふっくら焼き
上げました。うなぎ本来の味を楽し
んでいただくためにあっさりと仕上
げた特製タレと、上質なうなぎの脂
が絶妙に絡み合い食欲をそそる一品
。【容量】国産うなぎ蒲焼き170～1
99ｇ×２本(タレ付き)※山椒はつい
ておりません。

ふっくらと柔らかなうなぎに上質な
脂が絡み合い、食欲をそそる一品。
食べやすい大きさにカットしていま
すので、用途に合わせてお召し上が
りいただけます。【容量】■国産う
なぎ500g■蒲焼きのたれ×10ケ※山
椒は付いておりません。

厳選した良質な国産うなぎを、味覚
に敏感な職人が試食し、良質と判定
したうなぎのみを秘伝のタレで外は
サクッと香ばしく、中はふっくら焼
き上げました。【容量】・国産うな
ぎ蒲焼き(120～149ｇ)×5本（タレ
付き）※山椒は付いておりません。

317.国産うなぎ食べ比べ４本セット

490.特大サイズ国産うなぎ蒲焼きセ
ット（5本合計850g）

491.国産うなぎ長焼きセット（合計
1kg）

489.超特大サイズ国産うなぎ蒲焼き
セット（5本合計1kg）

20,000円

受付終了

良質な大きめの国産うなぎを、秘伝
のタレで外はサクッと香ばしく、中
はふっくら焼き上げました。【容量
】国産うなぎ蒲焼き200～229ｇ×１
本国産うなぎ蒲焼き170～199ｇ×１
本国産うなぎ蒲焼き150～169ｇ×１
本国産うなぎ蒲焼き120～149ｇ×１
本※タレ付き※山椒はついておりま
せん。

38,035,000円
000円
00円
35,
良質な大きめサイズの国産うなぎを
、秘伝のタレで外はサクッと香ばし
く、中はふっくら焼き上げました。
うなぎ本来の味を楽しんでいただく
ためにあっさりと仕上げた特製タレ
と、上質なうなぎの脂が絶妙に絡み
合い食欲をそそります。【容量】国
産うなぎ蒲焼き×5本（タレ付き）
※5本の合計約850g（１本あたり170
～199g）※山椒は付いておりません
。

35,000円

受付終了

良質な国産うなぎを、秘伝のタレで
外はサクッと香ばしく、中はふっく
ら焼き上げました。【容量】国産う
なぎ長焼き
合計約1kg（500g×2袋）※合計本数
10本（1本あたり90～110g）※個
包装ではなく、5本（5本計約500g）
が1袋にまとめて入っております。
※山椒は付いておりません。
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45,40,000円
00円
42,
0000円
良質な超特大の国産うなぎを、秘伝
のタレで外はサクッと香ばしく、中
はふっくら焼き上げました。うなぎ
本来の味を楽しんでいただくために
あっさりと仕上げた特製タレと、上
質なうなぎの脂が絶妙に絡み合い食
欲をそそります。食べ応えのあるサ
イズで大満足の一品！【容量】国産
うなぎ蒲焼き×5本（タレ付き）※5
本の合計約1kg（１本あたり200～22
9g）※山椒は付いておりません。

年 05月 11 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
2021
2022年09月14日時点

和歌山県

有田市

ふるさと納税お礼の品一覧

59.国産うなぎ蒲焼きカット
1kgセット

269.超特大国産うなぎ10本セット（
200～229g）

343.紀の国仕立てカレーセット
（金山寺味噌・キーマ）

70,65,000円
000円

45,40,000円
000円

445.紀の国仕立てカレーセット
(ビーフ・ポーク各5個)

12,000円

受付終了

12,000円

ふっくらと柔らかなうなぎに上質な
脂が絡み合い、食欲をそそる一品。
食べやすい大きさにカットしていま
すので、用途に合わせてお召し上が
りいただけます。【容量】■国産う
なぎ1kg■蒲焼きのたれ×20ケ※山
椒は付いておりません。

滅多にお目にかかれない１本あたり
200g以上のボリューム満点国産うな
ぎを、なんとたっぷり10本セットに
してお届け！うなぎ本来の味を楽し
んでいただくためにあっさりと仕上
げた特製タレと、上質なうなぎの脂
が絶妙に絡み合い食欲をそそる一品
です！【容量】国産うなぎ蒲焼き20
0～229ｇ×10本（タレ付き）※山椒
はついておりません。

和歌山県の名産品を使用した、食欲
をそそる一品です！【容量】・紀の
国仕立て金山寺味噌カレー×５個（
１個あたり175g）・紀の国仕立てキ
ーマカレー×５個（１個あたり150g
）

■ビーフ 大きく角切りにした牛肉
と、隠し味に和歌山県名産のみかん
ジュースを使用。 辛さと爽やかさ
の絶妙なバランスが際立つ一品！■
ポーク 厚めにスライスした豚肉と
、隠し味に和歌山県名産の梅干しを
使用。 深いコクが口いっぱいに広
がる豊かな味わい。【容量】・ビー
フ200g×5箱・ポーク200g×5箱※1
箱1人前

226.紀の国仕立てハヤシライス
(10個)

87.和歌山ラーメン・うどん・そば
セット

29.和歌山ラーメン
＆梅うどんセット

179.本場和歌山ラーメン
（１０人前×２箱）

12,000円

10,000円

12,000円

12,000円

和歌山特産のみかんジュースを使用
し、甘みと酸味の絶妙なバランスが
自慢の味わい深い逸品！濃厚でコク
があるのにしつこくなく、最後まで
美味しく召し上がりいただけます。
【容量】ハヤシ
1箱1人前180g×10箱

ストレートの細麺が特徴的な和歌山
ラーメン（とんこつしょうゆ味・こ
ってりしょうゆ味）と、コシのある
うどん・そばに、味付あげ・きざみ
ねぎとかつおぶしの出汁が効いた関
西風のつゆが入ったセットです。【
容量】和歌山ラーメン／とんこつ醤
油味1袋2食入×1袋・こってりしょ
うゆ味1袋2食入×2袋きつねうどん
セット／5パック日本そばセット／5
パック

コクのあるまろやかな豚骨スープと
醤油が絶妙に絡み、奥行きの深さを
感じられる「和歌山ラーメン」と、
つるつるとした食感で、口の中に梅
の香りが漂い、さっぱりと食べられ
る「梅うどん」のセット。【容量】
和歌山ラーメン／とんこつ醤油味1
袋2食入×5袋・こってりしょうゆ味
1袋2食入×5袋梅うどん／乾麺で2食
入×2袋 ※梅うどんにはスープは
付いておりません。

コクのあるまろやかな豚骨スープと
醤油が絶妙に絡み、奥行きの深さを
感じられる「和歌山ラーメン」地元
に愛されている麺屋さんが作った逸
品です。【容量】和歌山ラーメン／
とんこつ醤油味１箱１０人前×２箱
スープ付き

180.冷やし生ラーメン
＆和歌山ラーメンセット

45.赤しそ茶セット

92.赤しそ茶と古代米

18.手づくり醸造
則岡醤油詰め合わせ

12,000円
細めの生麺でコシがあり、レモン入
りのつゆとの相性が良い、さっぱり
とした「冷やし生ラーメン」。コク
のあるまろやかな豚骨スープと醤油
が絶妙に絡み、奥行きの深さを感じ
られる「和歌山ラーメン」。【容量
】和歌山ラーメン／とんこつ醤油味
1袋2食入り×３袋 こってり醤油味
1袋2食入り×3袋冷やし生ラーメン
／1袋2食入り×3袋いずれもスープ
付き

このカタログに掲載されている情報は

10,000円
近畿大学生物理工学部･生物工学科
堀端章先生との共同開発で誕生した
、紀州在来赤しそのハーブティー。
赤しその香りがとても安らぎを与え
てくれます。一日頑張った後のリラ
クゼーションティーとして、リラッ
クスタイムのお供におすすめです！
【容量】赤しそ茶(ペリラルージュ)
／10g×4袋

10,000円
近畿大学生物理工学部･生物工学科
堀端章先生との共同開発で誕生した
、紀州在来赤しそのハーブティーと
、有田市糸我地区で作られた古代米
の黒米、そして、うまいもん亭のに
んにくみそといった健康的な詰め合
わせです。【容量】赤しそ茶(ペリ
ラルージュ)／10g×1袋うまいもん
亭 にんにくみそ
150g×1個古代米 黒米 500g×1袋
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12,10,000円
000円
日本料理の本場京都のプロの料理人
の舌をもうならせるかけしょうゆ、
紀州で重宝される橙の果汁100%の橙
ぽん酢、コクのある味わいが素材の
味を引き立たせる濃口しょうゆのセ
ット。昔ながらの製法で丹精込めて
作られた伝統の味をお届けします。
【容量】かけしょうゆ／900ml×1本
橙ぽん酢／900ml×1本濃口しょうゆ
／900ml×1本

年 05月 11 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
2022年09月14日時点
2021

和歌山県

有田市

ふるさと納税お礼の品一覧

19.まろやかな 天龍のお酢セット
（米酢、ポン酢、すし酢）

53.お得な 天龍お酢セット
（米酢、ポン酢、すし酢）

15,000円

434.ごはんによく合う！にんにくみ
そ３個セット

28,000円

432.うまいもん亭
中華スープ６本セット

8,000円

12,000円

明治2年から使われている総杉桶で
熟成した「紀州の米酢」、紀州有田
特産の青取り橙の果汁を使用した「
橙ぽん酢」、寿しや酢の物などにも
マッチする「寿し職人」のセット。
【容量】紀州の米酢／900ml×2本、
橙ぽん酢／360ml×2本、寿し職人／
360ml×2本

天龍人気の酢 ３種（900ｍｌ）を
２本ずつのお得セット。賞味期限：
米酢／製造日より1年、橙ぽん酢／
製造日より6ヶ月、寿し職人／製造
日より1年【容量】米酢、橙ぽん酢
、すし酢各1本

有田市内の自社園地で低農薬栽培し
たにんにくを、じっくり甘く炊き込
んだ、うまいもん亭「にんにくみそ
」。そのままご飯にのせてお召し上
がりいただければ、どんどんご飯が
すすむ一品。また、野菜炒めや焼き
肉など、今までのレシピに少し加え
るだけで、にんにくの豊かな味わい
が広がります！【容量】うまいもん
亭「にんにくみそ」／150g×３個

うまいもん亭「中華スープ」は、中
華料理全般にお使いいただける便利
なスープ。具材にこの「中華スープ
」を加えるだけで、簡単に本格的な
味に。野菜炒めや中華サラダ、ラー
メンに酢豚など、これ一本でどんど
んレシピが広がります！【容量】う
まいもん亭中華スープ／300ml×６
本

433.うまいもん亭
和風だしの素６本セット

17.うまいもん亭調味料
バラエティセット

435.「古代米」黒米５袋セット

342.PatisserieKUSUGIN
和歌山SWEETSセット

12,000円

18,000円

20,000円

10,000円

うまいもん亭「和風だしの素」は、
厳選した煮干し、鰹、昆布から出汁
をとり、自然な風味に仕上げた和風
調味料。炊き込みご飯や茶碗蒸し、
うどんや鍋物と、幅広くお料理に活
躍する一品です！【容量】うまいも
ん亭「和風だしの素」／300ml×６
本

大正時代から受け継がれてきた味う
まいもん亭和風だしとうまいもん亭
シリーズを詰め合わせにしました。
国産の原材料からだしを丁寧に自社
で抽出する製法は今も変わりません
。【容量】和風だしの素／720ml×2
本、中華スープ／300ml×3本、にん
にくみそ／150g×1本

有田市内で大切に育てられた「古代
米」。古代米とは、稲の原種である
野生稲の特徴を受け継いでいるお米
のことで、品種改良された現代の一
般的なお米よりも収穫量も少ないも
のです。普段お米を炊く際に、少し
古代米を混ぜて炊いていただくと、
きれいな桜色に色付き、もっちりと
した食感に炊き上がります。【容量
】「古代米」黒米／500g×５袋

■みかんドール・・・有田市の焼き
菓子コンテストの優秀賞作品をPati
sserieKUSUGIN風にアレンジ■レモ
ンマドレーヌ・・・柑橘王国地元有
田で、栽培方法にこだわって生産さ
れたレモンを使用。■しょうゆマド
レーヌ・・・湯浅の醤油「生一本黒
豆」を使用。※直射日光を避け可能
な限り冷暗所で保存【容量】みかん
ドール、レモンマドレーヌ、しょう
ゆマドレーヌ／各４個ずつ 計12個

281.リッチサブレギフトセット
（24枚）

282.リッチサブレギフトセット
（12枚）

283.特選パウンドケーキ
3本セット

284.特選パウンドケーキ
４種詰め合わせ12個

10,000円
１００％バター使用。美味しさにこ
だわったパティスリーのぜいたくな
一品。【容量】有田みかんサブレ／
4枚、コーヒーサブレ／4枚、メイプ
ルサブレ／4枚、黒豆しょうゆサブ
レ／4枚、フロマージュサブレ／4枚
、紅茶サブレ／4枚 計２４枚

8,000円
１００％バター使用。美味しさにこ
だわったパティスリーのぜいたくな
一品。和歌山の特産品（有田みかん
、湯浅しょうゆなど）を使ったサブ
レなどもご用意いたしました。【容
量】有田みかんサブレ／2枚、コー
ヒーサブレ／2枚、メイプルサブレ
／2枚、黒豆しょうゆサブレ／2枚、
フロマージュサブレ／2枚、紅茶サ
ブレ／2枚 計１２枚

12,000円
昔から愛されている当店自慢のパウ
ンドケーキ。オレンジ、レモン、ブ
ランデーの3本をセットにしてお送
りします。【容量】パウンドケーキ
【オレンジ、レモン、ブランデー】
各１本（各種 約３５５ｇ前後）
計３本

12,000円
昔から愛されている当店自慢のパウ
ンドケーキ。オレンジ、レモン、ブ
ランデー、フルーツ各種のカットを
セットにしてお送りします。【容量
】パウンドケーキ【オレンジ、レモ
ン、ブランデー、フルーツ】各３個
ずつ 計１２個
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312.有田バウムMサイズ２本セット
（みかん・醤油）

311.クリーム入りバウムSサイズ４
本セット（ハニー・みかん・醤油・
抹茶）

10,000円

221.アイスバウム８個
＆生バウムSSｻｲｽﾞ４本セット

206.生バウムＳサイズ４本セット
（ハニー・みかん・醤油・抹茶）

15,000円

12,000円

10,000円

有田地域特産品の素材を使うバウム
クーヘン専門店が作るバウムクーヘ
ンです。有田みかんバウムは、無添
加100%の有田みかん果汁を使用し、
爽やかな香りはすりおろした「果皮
」を使用しているのがポイントです
。湯浅醤油バウムは、湯浅醤油「生
一本黒豆醤油」を使用し、醤油の香
りが香ばしい和製バウムクーヘンで
す。【容量】有田みかんバウム、湯
浅醤油バウム／Mサイズ各１本

バウムクーヘン専門店「ＭAHALO」
がお届けする生粋のバウムクーヘン
。口に入れた瞬間、ふわふわお柔ら
かく、しっとりした食感を実現。【
容量】ハニーバウム、有田みかんバ
ウム、湯浅醤油バウム、抹茶バウム
／Ｓサイズ各１本

「アイスバウム」は、なめらかな生
クリーム入りのひんやりバウムクー
ヘンです。【容量】生バウム：ハニ
ーバウム、有田みかんばぅむ、湯浅
醤油ばぅむ、抹茶ばぅむ／SSサイズ
各１本アイスバウム：ハニー、チョ
コ、ストロベリー、抹茶／各２本

バウムクーヘン専門店「MAHALO」が
お届けする生粋のバウムクーヘン。
今までのバウムクーヘンの常識を覆
す「生バウム」の美味しさを存分に
実感してください。【容量】ハニー
バウム、有田みかんばぅむ、湯浅醤
油ばぅむ、抹茶ばぅむ／Ｓサイズ各
１本

98.本格コクマロプリンと
有田みかんゼリーセット

170.えびせん3種詰合わせ

278.えびせん4種詰合わせ

20.えびせん5種詰合わせ

10,000円

8,000円

10,000円

12,000円

和歌山県が認めたプレミア和歌山の
プリン。原材料にこだわり、卵はプ
レミア和歌山の『青空タマゴ』、牛
乳は4.2％の特濃乳飲料に、北海道
産の生クリームに天然バニラエキス
を加えました。【容量】コクマロプ
リン 90g×6本有田みかんゼリー
100g×6本

えびの水揚げも盛んな和歌山県箕島
漁港の近くで作られる高級えびせん
べい。手放せない３種を２袋ずつ詰
め合わせました。賞味期限：製造日
より60日【容量】■えび姿焼き：18
0g×2袋■えび自慢：220g×2袋■有
田好み：220g×2袋

えびの水揚げも盛んな和歌山県箕島
漁港の近くで作られる高級えびせん
べい。食べきりサイズの４種を２袋
ずつ詰め合わせました。【容量】●
えび姿焼き：70g×2袋●えびじまん
：100g×2袋●えびつまみ砂糖ふり
：120g×2袋●えびつまみ塩味：120
g×2袋

えびの水揚げも盛んな和歌山県箕島
漁港の近くで作られる高級海老煎餅
。【容量】えびつまみ(塩味)/220ｇ
×2袋、えびつまみ(砂糖ふり)/220
ｇ×2袋、えび姿焼き/180ｇ×2袋、
えびじまん/220ｇ×2袋、有田好み/
220ｇ×2袋

21.えびの姿焼きギフトセット
（２セット）

46.大海老の姿焼箱入り２箱セット

114.ミカンドール(15個)

25.有田川若鮎
＆有田みかんマドレーヌセット

13,12,000円
000円
箕島漁港で水揚げされた紀州産えび
１００％のえびを使用して、手焼き
の小花姿焼と大海老の姿焼きを化粧
箱（２箱）につめてお届けします。
【容量】大海老の姿焼（5枚×4)／2
セット、小花姿焼（60g×4)／2セッ
ト

13,12,000円
000円
箕島漁港で水揚げされた紀州産えび
１００％のえびを使用して、しかも
手焼きの大海老の姿焼きを箱（２箱
）につめています。【容量】大海老
の姿焼（5枚×6)／2セット

12,000円
有田みかんをまるごと使っており、
しっとりとした商品です。ノエルア
リダスイーツコンテスト最優秀作品
を商品化しました！※コンテスト商
品を一部アレンジしています。【容
量】ミカンドール／15個

10,000円
白餡と求肥もちを焼いた生地ではさ
み、若鮎の姿にした「有田川若鮎」
焼き菓子マドレーヌに有田みかんを
丸ごとパウダーにし練りこんで焼き
上げた「有田みかんマドレーヌ」の
セットです。【容量】有田川若鮎／
12個、マドレーヌ／10個
8
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32.福祉作業所詰め合わせ

15.ジャムと洋菓子の詰め合わせ

10,000円

369.バウムクーヘン・マドレーヌ
セットＡ

10,000円

370.バウムクーヘン・マドレーヌ
セット大

10,000円

15,000円

障害福祉サービス事業所のひまわり
作業所とつくし共同作業所の作品詰
め合わせです。その全てに真心がこ
もっています。※有田の食材にこだ
わった手焼き煎餅、クッキー、ラス
ク、他（靴下、さをり織りなど）の
詰め合わせ。詰め合わせのため、若
干内容に変更がある場合がございま
す。【容量】手焼き煎餅／クッキー
／ラスク／靴下／さをり織りなど
詰め合わせ

みかんジャムは、すっきりした味わ
い、みかんジャムのチョコレートを
合わせたのがみかんチョコジャム。
マドレーヌは、オレンジピールと自
家製蜜柑ピールもたっぷり入った、
コリコリとした食感が楽しめる一品
。【容量】みかんジャム150g／1本
みかんチョコジャム150g／1本有田
みかんマドレーヌ／4個フルーツケ
ーキ／1本

バウムクーヘン・・・ 1976年より
、昔ながらの製法にこだわり、熟練
した職人が一層一層、丁寧に手焼き
しています。マドレーヌ・・・地元
素材である「卵」・「蜜柑蜂蜜」を
たっぷりと使用し、素材を生かした
マドレーヌ。しっとりとやわらかく
焼きあげました。【容量】バウムク
ーヘン／1個（直径約17ｃｍ×厚さ
約4.5ｃｍ）マドレーヌ／4個

バウムクーヘン・・・ 1976年より
、昔ながらの製法にこだわり、熟練
した職人が一層一層、丁寧に手焼き
しています。マドレーヌ・・・地元
素材である「卵」・「蜜柑蜂蜜」を
たっぷりと使用し、素材を生かした
マドレーヌ。しっとりとやわらかく
焼きあげました。【容量】バウムク
ーヘン／1個（直径約17ｃｍ×厚さ
約6.7ｃｍ）マドレーヌ／6個

371.バウムクーヘン・リーフパイ
セットA

372.バウムクーヘン・リーフパイ
セット大

373.ミカンドール10個入

374.ガトーショコラ

10,000円

15,000円

10,000円

8,000円

バウムクーヘンは、熟練した職人が
一層一層、丁寧に手焼きしています
。リーフパイは、一つ一つ職人の手
作業により葉っぱのかたちに整形し
、異なる2台のオーブンを使い焼き
上げます。【容量】バウムクーヘン
／1個（直径約17ｃｍ×厚さ約4.5ｃ
ｍ）リーフパイ／4枚

バウムクーヘンは、熟練した職人が
一層一層、丁寧に手焼きしています
。リーフパイは、一つ一つ職人の手
作業により葉っぱのかたちに整形し
、異なる2台のオーブンを使い焼き
上げます。【容量】バウムクーヘン
／1個（直径約17ｃｍ×厚さ約6.7ｃ
ｍ）リーフパイ／10枚

有田みかんをまるごと使っており、
しっとりとした商品です。ノエルア
リダスイーツコンテスト最優秀作品
を商品化しました！※コンテスト商
品を一部アレンジしています。【容
量】ミカンドール／10個

クーベルチュールチョコレートをふ
んだんに使用した、本格的チョコレ
ートケーキ。【容量】ガトーショコ
ラ／1個(直径14㎝)

375.ニューヨークチーズケーキ

376.モイストバウムクーヘン
Lサイズ

377.モイストバウムクーヘン
LLサイズ

378.モイストバウムクーヘン
Mサイズ

10,000円
厳選素材で仕上げた、まろやかでコ
クのある本格的なニューヨークチー
ズケーキ。さわやかなヨーグルトの
酸味、丁寧に仕上げたまろやかな味
わいをお楽しみください。※飾りを
変更する場合がございます。※のし
紙の代わりにメッセージプレート可
賞味期限：冷凍1か月 解凍後は2日
(解凍日含む)【容量】ニューヨーク
チーズケーキ(直径15㎝)／1個

このカタログに掲載されている情報は

10,000円
1976年より、昔ながらの製法にこだ
わり、熟練した職人が一層一層、丁
寧に手焼きしています。しっとりと
やわらかく、優しい味わいを存分に
お楽しみください。※6～9月は冷蔵
発送 10～5月は常温発送【容量】
バウムクーヘン／1個（直径約17ｃ
ｍ×厚さ約6.7ｃｍ）

12,000円
1976年より、昔ながらの製法にこだ
わり、熟練した職人が一層一層、丁
寧に手焼きしています。しっとりと
やわらかく、優しい味わいを存分に
お楽しみください。※6～9月は冷蔵
発送 10～5月は常温発送賞味期限
：10日【容量】バウムクーヘン／1
個（直径約17ｃｍ×厚さ約9ｃｍ）

8,000円
1976年より、昔ながらの製法にこだ
わり、熟練した職人が一層一層、丁
寧に手焼きしています。しっとりと
やわらかく、優しい味わいを存分に
お楽しみください。※6～9月は冷蔵
発送 10～5月は常温発送【容量】
バウムクーヘン／1個（直径約17ｃ
ｍ×厚さ約4.5ｃｍ）
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379.リーフパイ

380.ルボア

381.レモンケーキ10個入

8,000円

12,000円

382.レモンケーキ15個入

8,000円

10,000円

機械を使わず丁寧に手で捏ね一晩寝
かします。翌日何層にも折り込みを
行い、一つ一つ職人の手作業により
葉っぱのかたちに整形し、異なる2
台のオーブンを使い焼き上げます。
当店のリーフパイは、「無邪気に食
べたい」との思いで、サクサク・パ
ラパラと落ちるような食感です。【
容量】リーフパイ／15枚

バタークリームケーキのブーム到来
の兆し。コーヒー味のバタークリー
ムでバウムクーヘンをサンドしてい
ます。他店ではなかなか見当たらな
い一品です。※のし紙の代わりにメ
ッセージプレート可【容量】ルボア
／1個(直径15㎝)

子供から大人まで、親しまれてきた
紡錘形が愛らしいレモンケーキ。皮
もピールにして使用することで爽や
かな風味と食感を醸し出しています
。はちみつは、地元有田市の蜜柑蜂
蜜。生地をやさしい甘みに仕上げて
います。【容量】レモンケーキ／10
個

子供から大人まで、親しまれてきた
紡錘形が愛らしいレモンケーキ。皮
もピールにして使用することで爽や
かな風味と食感を醸し出しています
。はちみつは、地元有田市の蜜柑蜂
蜜。生地をやさしい甘みに仕上げて
います。【容量】レモンケーキ／15
個

383.紀州マドレーヌ10個入

384.紀州マドレーヌ15個入

402.レモンカードとケーキの
詰め合わせ

403.本格コクマロプリン10個入り

8,000円

10,000円

10,000円

8,000円

地元素材である「卵」・「蜜柑蜂蜜
」をたっぷりと使用し、素材を生か
したマドレーヌ。しっとりとやわら
かく焼きあげました。【容量】紀州
マドレーヌ／10個

地元素材である「卵」・「蜜柑蜂蜜
」をたっぷりと使用し、素材を生か
したマドレーヌ。しっとりとやわら
かく焼きあげました。【容量】紀州
マドレーヌ／15個

和歌山の美味しさが詰まった洋菓子
をお楽しみください。【容量】レモ
ンカード140g／2本有田みかんマド
レーヌ／4個有田レモンケーキ／4個

和歌山県が認めたプレミア和歌山の
プリン。原材料にこだわり、卵はプ
レミア和歌山の『青空タマゴ』、牛
乳は4.2％の特濃乳飲料に、北海道
産の生クリームに天然バニラエキス
を加えました。【容量】コクマロプ
リン100g／10個

404.レモンカードとジャム3種

405.シフォンケーキ2種類と
コクマロプリン

411.ふわりもち苺（まりひめ）
6個入り

412.ふわりもち苺（まりひめ）
9個入り

8,000円
レモンカードは英国ではスコーンな
どにつけて食べるクリーム。イチゴ
ジャムは和歌山県が作ったまり姫イ
チゴだけを使用、みかんジャムは、
すっきりした味わい、みかんジャム
のチョコレートを合わせたのがみか
んチョコジャム。【容量】レモンカ
ード140g／1本イチゴジャム150g／1
本みかんジャム150g／1本みかんチ
ョコジャム150g／1本

このカタログに掲載されている情報は

10,000円
和歌山県が認めたプレミア和歌山の
プリン。シフォンケーキ2種類、紅
茶は香り高いアールグレイを使用、
有田みかんジュースを使用、リキュ
ールも地元の蜜柑リキュールを使用
してつくりました。【容量】紅茶（
アールグレイ）シフォンケーキ160g
／1個温州みかんシフォンケーキ160
g／1個コクマロプリン90g／6個

8,000円
濃厚な甘味と程よい酸味が特徴の、
和歌山県オリジナルブランドいちご
「まりひめ」。その「まりひめ」を
たっぷりと使用したいちごクリーム
を、一つひとつ丁寧に求肥で包みま
した。いちごの風味が口いっぱいに
広がる一品。冷凍のままアイスとし
て、また、解凍させて生菓子として
もお召し上がりいただけます。【容
量】ふわりもち苺／6個
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12,000円
濃厚な甘味と程よい酸味が特徴の、
和歌山県オリジナルブランドいちご
「まりひめ」。その「まりひめ」を
たっぷりと使用したいちごクリーム
を、一つひとつ丁寧に求肥で包みま
した。いちごの風味が口いっぱいに
広がる一品。冷凍のままアイスとし
て、また、解凍させて生菓子として
もお召し上がりいただけます。【容
量】ふわりもち苺／9個

年 05月 11 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
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2021
2022年09月14日時点

和歌山県

有田市

ふるさと納税お礼の品一覧

413.ふわりもち苺（まりひめ）
12個入り

414.マドレーヌ詰め合わせ12個入

15,000円

415.マドレーヌ詰め合わせ15個入

8,000円

10,000円

213.癒しの入浴剤ぽかぽかセット
（約100日分）

10,000円

濃厚な甘味と程よい酸味が特徴の、
和歌山県オリジナルブランドいちご
「まりひめ」。その「まりひめ」を
たっぷりと使用したいちごクリーム
を、一つひとつ丁寧に求肥で包みま
した。いちごの風味が口いっぱいに
広がる一品。冷凍のままアイスとし
て、また、解凍させて生菓子として
もお召し上がりいただけます。【容
量】ふわりもち苺／12個

昭和28年創業の3代続く老舗の洋菓
子店、伝統の味のマドレーヌです。
【容量】マドレーヌ／12個

昭和28年創業の3代続く老舗の洋菓
子店、伝統の味のマドレーヌです。
【容量】マドレーヌ／15個

７種類の入浴剤を詰め合わせ！【容
量】薬草湯/10包、湯宿めぐり分包
タイプ/10包、湯宿めぐり発泡タイ
プ/10包、薬用発泡入浴剤/16包、グ
リーンの湯森の香り/680g、プレミ
アム入浴剤/680g、イエローのにご
り湯ゆずの香り/680g

266.自然の恵み100％
薬草湯35日分セット

166.お徳用仏事線香セット

320.お徳用仏事線香（１kg×２箱）

319.良い香りのお線香セット
（ローソク付き）

10,000円

8,000円

8,000円

10,000円

生薬5種・ハーブ1種を配合した生薬
浴用剤です。お風呂に１包を入れる
だけで、体を芯から温め持続させる
効果があります。【容量】薬草湯
20ｇ×35包※１箱（20ｇ×10包入）
×３、１包（20ｇ）×５包

「お徳用お線香です」は、たっぷり
１kg入っていますので、お仏壇など
に毎日あげてお使いください。また
、熊野古道の風情をイメージして作
られた「熊野古道のかほり」は、お
盆や彼岸などの節目などにも最適で
す。【容量】お徳用お線香です
１kg入り１箱、熊野古道のかほり
「そよ風」「杉」「木漏れ日」
各１箱

、毎日のお参りにお使いいただける
「お徳用お線香です」を２箱セット
にしてお届けいたします。１箱にた
っぷり１kg入っておりますので、御
仏壇やお墓参りなどに是非ご利用く
ださい。【容量】お徳用お線香です
１kg入り×２箱

「杉・白檀（びゃくだん）・桜・柚
・ラベンダー」といった５種類の香
りは、仏事用としてはもちろんのこ
と、毎日の部屋焚きのお香としても
、気持ちをリラックスさせてくれま
す。【容量】■良い香りのお線香（
すぎのか・びゃくだんのか・さくら
のか・ゆずのか・ふらののか）１箱
30g入り×各２箱■ローソク
約70本（※ローソクの燃焼時間
約25分）

165.良い香りのお線香セット
（お香立て付き）

289.虫よけ&殺虫剤10点セット

215.お掃除らくらくクリｰナｰセット

477.【ウイルス感染症対策】アルコ
ール消毒スプレーセット

受付終了
10,000円
蚊取り線香発祥の地、和歌山県有田
市。「良い香りのお線香」は、その
ような歴史の中で磨き上げられた職
人達の技術が詰まった逸品。。【容
量】良い香りのお線香（すぎのか・
びゃくだんのか・さくらのか・ゆず
のか・ふらののか）１箱30g入り×
各２箱お香立て １個

15,000円
野外でのBBQやキャンプの時の嫌な
虫をシャットアウト！アウトドアで
役立つ蚊取り線香や虫よけミストな
ど、バリエーション豊富に10点をセ
ットにしました！【容量】虫よけ&
殺虫剤10点セットにしてのお届けで
す。

10,000円
大変なお家のお掃除をスムーズに済
ませる、洗浄力抜群のクリーナーセ
ット！【容量】クエン酸 重曹クリ
ーナーポット洗浄剤強粘度パイプク
リーナー液体洗濯槽クリーナー
洗浄タブレット12錠 カビとりスプ
レーキッチン用泡スプレー…各１

12,000円
【容量】■手指の洗浄消毒ポンプス
プレー(本体)500ml×2本■手指の洗
浄消毒ポンプスプレー(詰替え用)40
0ml×4個■ウイルス細菌除去スプレ
ー(本体)400ml×1本■ウイルス細菌
除去スプレー(詰替え用)350ml×1個
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86.防災用保存水
みかんの里のおくりもの有田日和

160.おまかせ多肉植物詰め合わせ
（20種）

161.おまかせ多肉植物詰め合わせ
（40種）

受付終了

85.ミニカトレア
＆多肉植物バラエティセット

受付終了

10,000円
有田市の水は、深井戸を中心とした
地下水を水源としており、自然に溶
け込んだミネラルが豊富です。「お
いしい」「きれい」「安心」と3拍
子揃った有田市の水道水を500ｍｌ
のペットボトルにしました。【容量
】有田日和（ボトルウォーター500m
l）／24本

保存期限：2023年2月2日

77.ミディ胡蝶蘭
（栽培パンフレット付）

8,000円

ぷくぷくとした形が可愛く今人気の
多肉植物を40種類詰め合わせにしま
した！室内でも育てやすいので、リ
ビングや玄関を彩るインテリアとし
て、また会社のデスクのちょっとし
た癒しとしてなど、身近に置いてお
楽しみください。※種類はお選びい
ただけません。※12月の配送はして
おりません。【容量】多肉植物
40鉢

花色がバラエティーに富んだ「ミニ
カトレア（1個）」、個性豊かな姿
を楽しめる「多肉植物（6個）」、
一年中緑で生活を彩ってくれる「ミ
ニ観葉植物（2個）」、エアープラ
ンツで空気中の水分で成長する「ウ
スネオイデス（1個）」のセットで
す。※12月の配送はしておりません
。【容量】ミニカトレア×１エアー
プランツ（ウスネオイデス）×１多
肉植物 ６種類ミニ観葉植物
２種類合計１０種類

406.みかんの花石けん美髪セット

407.みかんの花石けん美顔セット

422.【5本指ソックス春夏秋冬セッ
ト(22-24㎝)】

25,20,000円
000円

受付終了

22,000円

28,000円

蘭は古来より縁起物とされ、なかで
も胡蝶蘭は気品に溢れ、華やかで花
持ちが良いため、大切な人への贈り
物に最適です。【容量】ミディ胡蝶
蘭 ３本立（ラッピング付）※12月
の配送はしておりません。

有田みかんの陳皮エキス、みかんの
花エキスを使用した香り豊かな製品
です。【容量】みかんの花石けん40
g×1個みかん美人
シャンプー300ml×1本みかん美人
コンディショナー300ml×1本

有田みかんの陳皮エキス、みかんの
花エキスを使用した香り豊かな製品
です。【容量】みかんの花石けん40
g×1個みかんの肌まろ化粧水150ml
×1個みかんの肌まろ乳液100ml×1
個

423.【5本指ソックス春夏秋冬セッ
ト(25-27㎝)】

424.創業１００年記念
手袋セット（女性用）

425.創業１００年記念
手袋セット（男性用）

8,000円
それぞれの季節に合わせた天然繊維
の心地よい６種類の５本指ソックス
。ソックスも衣替えして快適に日本
の四季をお楽しみください。(シル
クのマスクカバー付)【容量】５本
指ソックス６種類各１足（25-27ｃ
ｍ）シルクマスクカバー１枚付

12,000円

ぷくぷくとした形が可愛く今人気の
多肉植物を20種類詰め合わせにしま
した！室内でも育てやすいので、リ
ビングや玄関を彩るインテリアとし
て、また会社のデスクのちょっとし
た癒しとしてなど、身近に置いてお
楽しみください。※種類はお選びい
ただけません。※12月の配送はして
おりません。【容量】多肉植物
20鉢

受付終了

受付終了

15,000円

8,000円
作業用手袋として、長年仕事の現場
などで多くの方々にご愛用頂いてい
る品質重視の手袋を、日常の生活で
もお使いいただけるカラータイプの
手袋セットにしました。(シルクの
マスクカバー２枚付)【容量】手袋
４種類各１双（女性用）シルクマス
クカバー２枚付
き
※シルク製品の特典付

8,000円
それぞれの季節に合わせた天然繊維
の心地よい6種類の５本指ソックス
。ソックスも衣替えして快適に日本
の四季をお楽しみください。【容量
】５本指ソックス６種類各１足（22
-24ｃｍ）シルクマスクカバー１枚
付

8,000円
作業用手袋として、長年仕事の現場
などで多くの方々にご愛用頂いてい
る品質重視の手袋を、日常の生活で
もお使いいただけるカラータイプの
手袋セットにしました。(シルクの
マスクカバー２枚付)【容量】手袋
４種類各１双（男性用）シルクマス
クカバー２枚付
※シルク製品の特典付き
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TEL 0737-22-3641（直通）
FAX 0737-83-6555
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