
30427

和歌山県 北山村

【期間限定】★藻塩でいただく＜黄
金藁焼き＞一本釣り戻り鰹タタキ
たっぷり3kg

15,000円

船上で急速冷凍し、ISO2200を取得
した徹底管理のもとでじっくりと焼
き上げました。藁焼効果で生臭くな
く女性にも高評価をいただいている
藁焼鰹タタキを、是非お召し上がり
ください。

清見オレンジ約5kgサイズおまかせ
　紀伊国屋文左衛門本舗【予約受付
/2月下旬以降発送】

10,000円

デコポンを作り出した偉大なる母、
清見オレンジ。果皮はオレンジの香
り、果肉は温州みかんに似ており、
両者のいいところを受け継いだ魅力
あふれるフルーツです！口に入れる
とトロける果肉とあふれだすジュー
シーな果汁...まさに”太陽の味”
と言ってもいいでしょう。

八朔(はっさく)約5kgサイズおまか
せ　紀伊国屋文左衛門本舗

10,000円

「パリッ」という独特の食感の後は
、苦味・甘味・酸味がバランス良く
口の中で広がり、サッパリとした後
味が残ります。柔らかい皮は、ピー
ルやマーマレードにしても春の味わ
いを感じられます。懐かしい味で、
根強い人気を誇る晩柑橘です。

【予約受付：平成31年11月発送】【
ふるさと納税】古川園芸の早生温州
みかん7.5kg

10,000円

樹齢50年を超える古木から収穫した
、うす皮の甘くて美味しい古川園芸
の早生温州みかんをぜひご賞味くだ
さい。

杵つき餅（白餅約27個・醤油餅約3
個）計30個入り

5,000円

外はパリッと香ばしく、中はふっく
らもちもち。雪肌のようになめらか
な舌ざわり、餅米の美味しさがその
ままお楽しみいただけます。

はちみつじゃばらウィルキンソンセ
ット

10,000円

はちみつじゃばらにウィルキンソン
のタンサンが付いたお得なセット！

紀州南高梅甘口はちみつ梅干（塩分
約６％）800g

10,000円

国産蜂蜜と黒酢の風味がアクセント
子供から大人までクセになる味わい

国産花々の蜜・アカシア蜜・結晶は
ちみつ食べ比べ

10,000円

日本全国に咲く花々のはちみつと主
に北海道などで咲くアカシアのはち
みつ、カナダ産ホワイトクローバー
の結晶蜜のセットです。

【じゃばらスパークリングリキュー
ル】ジャバリナ

9,000円

喉元はじける爽快感！！ビターな大
人の味。北山村特産じゃばら果汁を
贅沢に使用したスパークリングリキ
ュールです。

【２月発送分】★本マグロ（養殖）
トロ＆赤身セット　500ｇ

20,000円

開発されたじゃばら餌で生臭さが抑
えられた、世界初のじゃばらマグロ
。もちっと濃厚な味わいの「赤身」
と、脂ののった高級部位の「トロ」
をセットで。

【３月発送分】★本マグロ（養殖）
トロ＆赤身セット　500ｇ

20,000円

開発されたじゃばら餌で生臭さが抑
えられた、世界初のじゃばらマグロ
。もちっと濃厚な味わいの「赤身」
と、脂ののった高級部位の「トロ」
をセットで。

甘口田舎梅干1kg化粧箱【3L】

12,000円

うめ本来の風味を豊かに甘口仕上げ
、柔らかな皮にとろける肉厚の果肉
をご賞味ください。
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甘口しそ梅干1kg化粧箱【3L】

12,000円

うめ本来の風味を豊かに甘口仕上げ
。柔らかな皮とろける肉厚の果肉。
相性のよい紫蘇と漬け込みました。
梅と紫蘇の香りのハーモニーをご賞
味ください。

はちみつ梅干1kg化粧箱【3L】

12,000円

まろやかな甘口とほんのりと残る酸
味、バランスのよい蜂蜜の風味をご
賞味ください。

しそかつお梅干1kg化粧箱【3L】

12,000円

風味を豊かに甘口仕上げ。柔らかな
皮とろける肉厚果肉。爽やかな紫蘇
の香り、鰹節のしっかりとした旨味
をご賞味ください。

はちみつじゃばらウィルキンソンセ
ット（ＤＲＹ）

10,000円

はちみつじゃばらにウィルキンソン
のタンサンドライが付いたお得なセ
ット！

幻のじゃばら酒（日本酒仕込み）

5,000円

じゃばら果汁と日本酒をブレンドし
、さらりとした甘みと独特の酸味が
くせになる美味しさ。和歌山の蔵元
が造った「リキュール」飲料です。

じゃばらのお酒じゃばら村（芳醇タ
イプ）

6,000円

じゃばら果汁と日本酒をブレンドし
、さらりとした甘みと独特の酸味が
くせになる美味しさ。和歌山の蔵元
が造った「リキュール」飲料です。

じゃばらまる190ｇ×30本

10,000円

じゃばらと橙をブレンドした清涼感
たっぷりの柑橘ドリンク

はちみつじゃばら500ml

6,000円

じゃばら果汁と橙果汁に、たっぷり
の蜂蜜を加えた贅沢なドリンクです
。

じゃばら10％ドリンク160ml×15本

8,000円

先ずは手始めにどうぞ！「じゃばら
」商品の定番ドリンク

じゃばら10％ドリンク160ml×30本

17,000円

先ずは手始めにどうぞ！「じゃばら
」商品の定番ドリンク

花粉じゃばらサプリ

5,000円

北山村原産の幻の柑橘類「じゃばら
」に青みかん成分「ヘスぺリジン」
を加えた春向きサプリメントです。

花粉じゃばらサプリ3本組セット

15,000円

北山村原産の幻の柑橘類「じゃばら
」に青みかん成分「ヘスぺリジン」
を加えた春向きサプリメント（3本
セット）です。
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じゃばらパウダー100g×3袋

7,000円

料理から入浴剤まで多彩な用途。鼻
のムズムズが気になる人に大活躍の
じゃばらパウダー

じゃばらショコラ48g×8個入（2箱
）

9,000円

“甘いもん苦手”な男もはまる、じ
ゃばらフレーバーが隠し味の大人の
ためのスイーツ

じゃばらチーズ饅頭35g×8個入（2
箱）

9,000円

スタッフ人気ナンバーワン！チーズ
を包んだ洋風和菓子

じゃばらまんどれーぬ36g×8個（2
箱）

9,000円

爽やかなじゃばら餡をしっとりクッ
キー生地で包みました！

じゃばらポン酢じゃぽん360ml×3本

7,000円

料理の後味すっきり！じゃばらの旨
味が詰まった手作りの一本

じゃばら石鹸110g×3個

6,000円

泡立てるたびに香り立つ、じゃばら
の爽やかなアロマ

じゃばらアロマ10ml×1本

8,000円

「じゃばら畑」にいるかのような、
部屋中に広がる清涼感

じゃばら果皮＆ルイボスティ（3g×
30包）

8,000円

人気のグリーンルイボスティにじゃ
ばら果皮を加え、年齢を問わず、飲
みやすく仕上げました。カフェイン
・カロリー「０」。フラボノイドを
多く含みます。

じゃばら果皮＆グリーンルイボステ
ィ（3g×30包）

9,000円

人気のルイボスティにじゃばら果皮
を加え、年齢を問わず、飲みやすく
仕上げました。カフェイン・カロリ
ー「０」。フラボノイドを多く含み
ます。

北山川観光筏下り（大人1名様）

15,000円

迫りくる岩肌と激しい水しぶき。ま
るで大自然の中の絶叫マシーン

北山川観光筏下り乗船券【大人】2
名様

30,000円

迫りくる岩肌と激しい水しぶき。ま
るで大自然の中の絶叫マシーン

おくとろ温泉チェックアウト日平日
限定　素泊まりプラン大人2名様

30,000円

神々が宿る神秘の里の渓谷美を望む
絶景の出湯
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おくとろ温泉ふるさと納税特別プラ
ン大人2名様

60,000円

神々が宿る神秘の里の渓谷美を望む
絶景の出湯

ラフティング（アイスマン）1名様

15,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ

ラフティング（ケイズ）1名様

15,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ

ラフティング乗船券（アイスマン）
大人2名様

30,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ

ラフティング乗船券（ケイズ）大人
2名様

30,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ

紀州南高梅しそ漬うす塩味（塩分約
８％）800g

10,000円

じっくり3週間漬け込んで　南高梅
本来の風味と旨味を最大限に発揮し
ています

紀州南高梅
昔ながらのしょっぱい梅干し　1kg

9,000円

本場和歌山みなべの100年続く梅農
家生産！丹精込めて作りました、ほ
んまもんの梅干しをぜひご賞味くだ
さいませ。

国産花々の蜜・アカシア蜜セット

10,000円

日本全国に咲く花々のはちみつと主
に北海道などで咲くアカシアのはち
みつのセットです。

国産生ローヤルゼリー100g

50,000円

自然の恵みをそのままに、より高品
質で安心して食べていただける水谷
養蜂園の国産生ローヤルゼリー。

甘口田舎梅干1kg化粧箱【2L】

12,000円

うめ本来の風味を豊かに甘口仕上げ
、柔らかな皮にとろける肉厚の果肉
をご賞味ください。

昔ながら白干し梅干1kg【2L】

12,000円

すっぱいしょっぱい昔ながらの梅干
し。柔らかな皮とろける肉厚果肉。
A級果実を丁寧に仕上げています。

甘口しそ梅干1kg化粧箱【2L】

12,000円

うめ本来の風味を豊かに甘口仕上げ
。柔らかな皮とろける肉厚の果肉。
相性のよい紫蘇と漬け込みました。
梅と紫蘇の香りのハーモニーをご賞
味ください。
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はちみつ梅干1kg化粧箱【2L】

12,000円

まろやかな甘口とほんのりと残る酸
味、バランスのよい蜂蜜の風味をご
賞味ください。

しそかつお梅干1kg化粧箱【2L】

12,000円

風味を豊かに甘口仕上げ。柔らかな
皮とろける肉厚果肉。爽やかな紫蘇
の香り、鰹節のしっかりとした旨味
をご賞味ください。

杵つき餅（白餅約64個・醤油餅約6
個）計70個入り

10,000円

外はパリッと香ばしく、中はふっく
らもちもち。雪肌のようになめらか
な舌ざわり、餅米の美味しさがその
ままお楽しみいただけます。

藻塩でいただく＜黄金藁焼き＞一本
釣り戻り鰹タタキ　たっぷり1kg

10,000円

船上で急速冷凍し、ISO2200を取得
した徹底管理のもとでじっくりと焼
き上げました。藁焼効果で生臭くな
く女性にも高評価をいただいている
藁焼鰹タタキを、是非お召し上がり
ください。

本マグロ（養殖）トロ＆赤身セット
たっぷり！1350ｇ

50,000円

開発されたじゃばら餌で生臭さが抑
えられた、世界初のじゃばらマグロ
。もちっと濃厚な味わいの「赤身」
と、脂ののった高級部位の「トロ」
をセットで。たっぷり1350g入りで
す。

じゃばら果汁360ml×2本

10,000円

鍋物、焼魚、酎ハイなど、様々な料
理に合わせやすい人気ナンバーワン
「じゃばら果汁」

本マグロ（養殖）トロ＆赤身セット
どどーんと！！3kｇ

100,000円

開発されたじゃばら餌で生臭さが抑
えられた、世界初のじゃばらマグロ
。もちっと濃厚な味わいの「赤身」
と、脂ののった高級部位の「トロ」
をセットで。お徳な3kg入りです。

デコポン不知火約5kgサイズおまか
せ　　紀伊国屋文左衛門本舗【予約
受付/2月上旬以降発送】

15,000円

コクのある濃厚な甘さと上品なオレ
ンジの香り「不知火」。果実の”デ
コ”は発芽から開花期までの昼夜の
温度差が大きい場合に発生します。
”デコ”のあるものないものありま
すが、甘さ・おいしさには関係あり
ません。皮がむきやすく、薄皮ごと
パクッと食べられます。糖度と酸味
のバランスが絶妙で毎日食べても全
く飽きることのない春の人気柑橘で
す。

【数量限定】じゃばら2019セット

6,000円

じゃばらをこれからはじめる方へ「
じゃばらパワー」を感じていただき
たいと思い、じゃばら商品をお買い
得価格でセットにしました。【1000
セット限定】
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