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第7回海南こだわりブランド

平成27年8月版

「海南こだわりブランド」とは
海南こだわりブランド創出事業は、
海南商工会議所会員事業所が取り扱
う商品等のうち、特に優秀と認めたも
のを「海南こだわりブランド」として認
定しています。
個性的で魅力ある価値を創造し、提
供していくことこそ「海南こだわりブ
ランド」の役割です。

48品目

海南の魅力ある逸品を発掘・発信します
家庭用品
・黒江のひょうたん盃
・紀州桧材 弁当箱 ナノコート
・ぬりものマグネット
・ミウラ折り般若心経
・ヤマヨのタンブリン
・エンジェルステップバスマット

P06

・夕顔天然蚊取り線香
・アロマ蚊取り線香

上中

嗣郎

「こだわり」には 細かな点にまで気を遣って価値を追求する 、
それを追求し、愛して譲れない という意味があります。
素材にこだわる、機能性にこだわる、かっこよさにこだわるなど、
つくり手の様々な「こだわり」の追求により生まれた商品が 海南
こだわりブランド と言えます。
そうした思いから平成２０年に、それぞれの企業が創意工夫し、
試行錯誤しながら開発されつくられた、つくり手のこだわりが伝わる
商品を「海南こだわりブランド」として認定し、魅力ある逸品として
内外に発信し、地域産業の振興につなげようと始めた事業で、今年
度ですでに７回を数えます。
つくる人が、それを使う、手にする、食べる人の気持ちになって、細
かな点にまで気を遣い価値を追求し、愛して譲れないという つくり手
の心 が伝わる商品こそ、海南こだわりブランドの真骨頂なのです。
今回もあらたに７品目の商品が加わり、
５０品目の商品が海南こ
だわりブランドに認定され、このパンフレットで紹介されています。
ぜひ、手にとってご覧ください。つくり手の こだわり が伝わる
逸品ぞろいです。

・ポテ工房
・カーゴ企画

P07
P08

P09

P10
P11

・立つ！ブブラ・バスクリーナー P12
・立つ！ブブミ・バスクリーナー
・チュリーナー ポット洗い
ベンザシート・トイレマット

・消臭ベンザシート ソフトタッチィ
・ピカピカ細口ボトル洗い
・フルフルボトル洗い
・サラサラ湯上りマット
・ピカピカちょこっとクリーナー
・便座すきまテープ
・ラクラク洗濯板
・ピカピカ手洗いボール
・折り曲げ付階段マット

・トイレ用ブラシ＆ケース
SUMICCO
・収納 BOX 付き
粘着クリーナー CORO MODE
・プッシュクリップ
・氷の器
・３時のかんぶつ屋さん
「かんぶつシフォンひじき」
・純米酒 黒牛
・黒牛パウンドケーキ
・くろわさ牧場
アイスクリーム ミルク
・まぐろ山椒

P14

・紀州てまり豆腐

P15
P16
P17
P18

・紀州ネル生地キッチンウェア
P19
『eighteen eleven』シリーズ

P21

P22

・食パンカットガイド

P13

・「おくだけ吸着」シリーズ

P20

・ワインボトルトイレブラシ

・まりひめ塩ヨーグルト

・OHANA KITCHEN CLEANER

・チュリーナー コップ洗い

・wepper
・ベジタブル トイ

・たわしストラップ
・キッチンブラシ
まるちゃん・カクちゃん・長さん・カドくん

・フタポン

・紀州紀美野山椒と
湯浅醤油風味の穴子佃煮
・昔造り生石豆腐

P23

P24

P25

P26

P27

・紀州南高梅風味の穴子佃煮
・梅の初恋
・うめジュレップ 梅
・紀州梅酒 紅南高
・カテキン緑茶梅酒
・純米酒「紀伊国屋文左衛門」
・樽仕込み梅酒「百薬」
・金山寺味噌「たまみそ」

P28
P29
P30
P31

…大 5,700 円（税別）
…中 5,000 円（税別）
…小 4,500 円（税別）

…500 円（税別）

上富田町の千成ひょうたんを使っ
て、600 年の歴史を持つ紀州漆器
古来からの技法「黒江塗り」で、一
つひとつ丹念に作り上げた逸品で
す。漆塗りを５回は重ねるなど手
間暇をかけ、大きさはもちろん変
形したものなどもあり、同じものは
全くない１点物です。和歌山でし
かできないモノづくりのひとつに
なっています。記念品や贈り物に
おすすめです。

紀州漆器伝統工芸士：林

克彦さん

さん

紀州桧材 弁当箱
ナノコート

…1,200 円（税別）

…「Type2シリーズ」W19xD9xH6
8,000 円（税別）

…「TypeS4シリーズ」W20xD8.5xH6
7,500 円（税別）

（株）角田清兵衛商店
和歌山県海南市日方43

073- 4８2- 5261

073-482-5882
http://www.seibee.co.jp/

家庭用食器洗浄器対応！
紀州桧を加工、塗装まで
すべて、地元和歌山で
行っています。

代表取締役：

角田 卓司さん

隅々まで洗いやすいラウンド形状。
紀州桧の木目の美しさを活かした年
中使えるランチボックスです。Sio4
（ケイ素ガラス）
を主成分としたコー
ティング加工「ナノコート」
を採用し、
家庭用食器洗浄器の使用が可能で
す。学校や職場はもちろん、お弁当
はレジャーやピクニックなどお出か
けのきっかけにも
なります。

代表取締役：

中山 益巳さん

ヤマヨのタンブリン

…タンブリン15cm3,600 円（税別）
※サイズは18cm、21cm、24cm、30cmもあります。

家庭用品

…モンキータンブリン 2,200 円（税別）〜
…チューナブルタンブリン 6,800 円（税別）〜

…ノーマル 500 円（税別）
…柄付 800 円（税別）

野上木工（株）
和歌山県海南市船尾364

073- 444-５２４6
073-444-5247

木の温かさを教育に！
幼稚園や小学校などで音楽教育にも
長年使われています。

ヤマヨのタンブリンは、リボン素
材や、カシュー塗りは子供が万が
一舐めても大丈夫なものを、鈴も
角曲げ処理をしてケガのないよう
に安全にも配慮しています。
天然木の継ぎ目が目立たない美し
い処理と、本革の手触りと本物の
音色が特徴で、その響きの良さな
どが評価され、楽団やフラメンコ
など専門分野の皆様にもご愛好い
ただいていいます。

たわしの原料である棕櫚（しゅろ）
の採取から製造まで全て職人が手
作業で行っています。
実は、これ以上の小ささは無理！
と熟練のたわし職人がつぶやく、
最も小さなサイズのたわしです。
絶妙の力加減で巻かれた職人技の
結晶ともいえるミニたわし。
もちろん実際にお使いいただくこ
とも可能です。
今回、竹の柄付バージョンも製作
しました。

代表取締役：

野上

正さん

タンブリン

チューナブルタンブリン

家庭用品

さん

モンキータンブリン

エンジェルステップ
バスマット

…５０ｃｍ×７０ｃｍ3,889 円（税別）
…６０ｃｍ×９０ｃｍ5,371円（税別）
…７０ｃｍ×１００ｃｍ6,945 円（税別）

家庭用品

ちょう

カドくん …各 500 円（税別）

カラ−：パ−プル・ピンク・ライトグリ−ン・アイボリ−

（有）橋爪商店
和歌山県海南市野上中427

073- 487- 0376

073-487-4900
info@docodemomat.com
http:www.docodemomat.com/

ふわふわ＆うっとりの肌触りで、
「エンジェルステップ」の名にふさ
わしい踏み心地のバスマットです。
吸水性も抜群で、足裏だけでのな
く、足指の間のしずくまで吸水し
家族全員が気持ちよく使えます。
ふわふわがクセになる
バスマットです。

収納場所にこだわったキッチンブ
ラシ。立たせて収納！座らせて収
納！引っ掛けても収納！
座らせればスポンジ置きにもなり
ます。
食器や鍋、ざるなどの細かい汚れ
を落とすなど、用途にあわせて使
い分けできます。
今回新たに「カドくん」が発売。
パッケージも「立つ」にこだわっ
たものにリニューアルしていま
す。

専務取締役：

橋爪 幸子さん

さん

ポテ工房

家庭用品

家庭用品

…ノーリツポテ 1,500 円（税別）
…手提げタイプ 1,600 円（税別）
…肩ひもタイプ（L）1,600 円（税別）
…肩ひもタイプ（2L）1,800 円（税別）

カーゴ企画

…腰ロープ付 1,200 円（税別）
…肩ひも付・持ち手付・ベルト付 1,600 円（税別）〜

（株）エムテック・サービス
和歌山県海南市沖野々 388-6

073- 487- 3039

073-487-0499
benriyadouhonpo@joy.ocn.ne.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp
/benriyadouhonpo

【ポテ工房】

軽くて、丈夫で、使いやすい！
農作業用の収穫かごです。
素材にはポリプロピレンでできた
ストロー状のパイプを使用してい
るため、皮の薄い収穫物でも傷が
つきにくいのが特徴です。
肩ひもタイプ、手提げタイプ、腰
にロープをくくりつけて使うタイ
プなど、用途に応じて、さまざま
な規格をご用意しています。

【カーゴ企画】

一般の家庭菜園・ベランダ菜園向
けに最適な「カーゴ企画」として
主にホームセンターなどでの販売
を主力とした、地元海南で作られ
た商品です。
果実収穫用のオレンジ色「アグリ
カーゴ」３サイズと、家庭菜園用
のグリーン色「ハウスカーゴ」３
サイズをそろえており、女性やお
年寄りの方にも負担のない軽量化
された商品です。

腰ロープ付タイプ

★ワンタッチ
ポテ用腰ベルト
【別売】
もあります
胴回り最長約120㎝のナイロンベ
ルトですので、厚着作業もＯＫ！

スーパーポテ（S）

スーパーポテ（L）
（四つ穴）

手提げタイプ

軽くて、丈夫で、使いやすい
いろいろ工夫次第に
ご利用ください。
専務取締役：

西山 俊次さん

家庭用品

ＯＨＡＮＡ
ＫＩＴＣＨＥＮ ＣＬＥＡＮＥＲ

…本 体（スペア１個付）198 円（税別）
…スペア（ＩＨ用)８個入り 198 円（税別）
…スペア（鍋・フライパン用）８個入り 198 円（税別）

和歌山県海南市野上中105‑5

家庭用品

チュリーナー
コップ洗い

…150 円（税別）

チュリーナー ボトル洗い

…189 円（税別）

和歌山県海南市野上中105‑5

【ＯＨＡＮＡ ＫＩＴＣＨＥＮ ＣＬＥＡＮＥＲ】
お花の形をしたかわいいクリーナーで
す。保管場所に困りやすい柄付クリー
ナーに、水こぼれのないスタンドをつ
けてどこにでもおけるようにしたこと
で、
すぐに使え、簡単に保管できます。
持ちやすい柄付で、水だけで落ち
る研磨剤（ＩＨ用はジルコニア研磨
剤。鍋・フライパン用はアルミナ研
磨剤）を使用しています
スペアはお得な８個入り。
ＩＨ用は赤
色、鍋・フライパン用は緑色。お客
様が一目でわかるように色わけして
います。

家庭用品

【チュリーナー コップ洗い】
【チュリーナー ポット洗い】
見た目もかわいいチューリップをイ
メージしたコップ洗い、ポット洗い
の商品です。
水がこぼれないスタンドケースが
ついているのでどこにでも立てて
保管と乾燥が同時に出来ます。
チューリップとクリーナーを合せて
商品名をチュリーナーにしました。

立つ！ブブラ・
バスクリーナー

スポンジの水切りができる
便利なスタンド付！

…198 円（税別）

立つ！ブブミ・バスクリーナー

…198 円（税別）

和歌山県海南市野上中105‑5

【立つ！ブブラ・バスクリーナー】
【立つ！ブブミ・バスクリーナー】
ゴムラテックス使用。消しゴムの
原理で汚れを擦り取る加工の不織
布 で、湯 あ か、ぬ め り も 水 だ け で
すっきり落とせます。
手肌をいたわる洗剤いらずで環境
にも優しく、立てて乾かせ、くぼみ
が指にフィットして持ちやすく
なっています。

イメージキャラクター
「ブブラ」「ブブミ」を
モチーフにしたバススポンジで、
ステンレスやホーローも
傷つけにくい素材です。

コップやポットの
底までスッキリ
洗えて、フック
掛けもできます。
営業部 ３課：

落合 浩一さん

家庭用品

家庭用品

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

水だけでも汚れが落ちる特 殊 繊 維
（独自開発）を使っていること。洗剤
を使わなくてすむから節水できると好
評です。

消臭
家庭用品

家庭用品

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

消臭
活

ために芯材にウレタンフォームを使用。
これは縫製ではなくサンコーだけの融
着加工技術により仕上げています。さ
らにカテキン入り緑茶消臭で消臭効果
もプラス。

応えました。水だけでも汚れが落ちる
特殊繊維をほうきのような形状にし
て、チェーンを取り付けました。水を入
れて軽くふるだけで、不思議なくらい
キレイに洗えます。これは、おすすめ！

開発課：

池下 英材さん

サラサラ湯上りマット
家庭用品

便器 すきまテープ

… 3,000円（税別）

家庭用品

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

…無地550円（税別）
…柄650円（税別）

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

おくだけ吸着シリーズの「便器 す
きまテープ」
。便器と床のすきまの
汚れを防ぐ消臭シートです。裏面
は吸着式で、テープの中央に折り曲
げ用のラインを入れていることで、
より便器と床面接着し、着脱も簡単
です。ハサミで手軽にカットできる
上、カットしてもほつれません。2枚
セットなので、便器のサイズに合わ
せてご使用下さい。お洗濯して約
50回くらいは繰り返し使えるので、
経済的です。便器と床のすきまだ
けでなく、マットの下や壁面のスミ
などにもご使用いただけます。

お風呂あがり、踏むだけで足裏がサラ
サラに。そんな究極のバスマットが
「サラサラ湯上りマット」です。水分
をしっかり吸水した後すぐに拡散する
特殊繊維を開発。家族が使った後で
もいつでもさらさらの状態です。さら
にコンパクトにたたんで洗濯機に入
れられるうえに干す時に役立つフック
穴もついています。吸着効果でずれ
ないマットは子どもやお年寄りにも安
心で安全。細やかな気配りがいっぱ
いのマットです。

家庭用品

ピカピカちょこっと
クリーナー

…500円（税別）

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

水切れがよく乾きやすい不織布ブ
ラシです。ブラシ部が繊維の束状
で水はねがなく、力を入れやすい
短めサイズで、便器のフチ裏や、
水たまりの奥が洗いやすい形状と
なっています。異形断面系を使用
しているので、水だけでも汚れを
落とすことができ、コーティング
加工をしている便器にもご使用い
ただけます。現在の住宅事情に合
わせたミニサイズで、スペースの
ないトイレにも最適です。

ラクラク洗濯板
家庭用品

…600円（税別）

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

「洗濯物が少ない日でも洗濯機を使
うのって水も電気代ももったいな
い」という声から開発した洗濯板の
かたちをしたス
ポ ン ジ で す。洗
剤を使用しなく
てもある程度ま
での汚れを落と
すことができま
す。特 殊 断 面 繊
維の側面エッジ
ング部分でこす
るので通常の洗
濯板に比べて生
地を傷める心配
が 少 な く、部 分
洗いも最適です。

NEW
家庭用品

ピカピカ
手洗いボール

…400円（税別）

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

無理なく手の汚れを落とす手洗い
用のボールです。
細かいところもゴシゴシ洗え適度な
マッサージ効果があります。手のひ
らサイズなので手全体を洗うことが
できます。かわい いミックス色で
す。

紀州ネル生地
キッチンウェア
『ｅｉｇｈｔｅｅｎｅｌｅｖｅｎ』
シリーズ

家庭用品

… エプロン レディース 7,800 円（税別）
… エプロン メンズ 6,000 円（税別）
…マルチクロスボウル（大）5,300 円（税別）
…マルチクロスボウル（中）4,600 円（税別）
…マルチクロスボウル（小）3,800 円（税別）
…鍋しき 3,600 円（税別）
…オーブンミトン 5,400 円（税別）
…ミニトートバック 5,500 円（税別）
…お弁当包み 3,500 円（税別）
…ワイントーとバック 4,300 円（税別）

http://kokubo.co.jp/
http://kokubo.us/

【紀州ネル生地キッチンウェア
『eighteen eleven』シリーズ】

折り曲げ付階段マット

家庭用品

（1セット15枚入り）…無地4,800円
（税別）

…柄入8,500円（税別）

http: www.sanko-gp.co.jp/
http://www.attala.jp/

置くだけで吸着し、階段の角をカ
バーする折り曲げの付いた足裏に
やさしい階段用マットです。
プリント部分にすべり止め加工を
施し安全にも配慮しています。防
音効果がありバタ
バタとした足音も
軽 減します。掃除
機をかけても吸い
つかず楽にお掃除
で き る 上、取 り 外
し簡単で繰り返し
使用可。洗濯機で
丸洗いもできま
す。

「紀州の温かさを世界の家庭へ」を
テーマに、メイドイン紀州をアピー
ルするため、江戸時代の紋羽から
発展した伝統の「紀州ネル」の技術
を継承したコットン１００％のフラン
ネル生地を素材を採用。
デザイナーに国内外で活躍する中
島 篤（ATSUSHI NAKASHIMA）
氏を起用し、和の素材の直線的なイ
メージと、オートクチュールで培った
立体的なデザインが融合。洗練さ
れたデザインの新しいキッチンツー
ルです。

【紀州ネルとは】

江戸時代の紋羽から発展した、綿生地を起毛させた平織り生地。輸入品の羊
毛フランネルに似ていることから綿ネルと称されます。明治時代より和歌山
県を一大産地に隆盛を極めました。やわらかさとあたたかさが特徴です。

家庭用品

フタポン … 195 円（税別）
wepper

…パッキン付 300 円（税別）

【フタポン /wepper】

ウエットシートの袋にそのまま取り付
けが可能で、開封口の大きさに合せ
て選べるアタッチメントが大小２種類
付いている。
パッキン付きでウエット
シートが乾燥しにくいタイプとパッキ
ン無しの安価なタイプがあります。

さん

トイレ用ブラシ＆ケース
家庭用品 SUMICCO
家庭用品

ベジタブル トイ

…1個 250 円（税別）

【ベジタブルトイ】
野菜、果物、チーズなど使用して、
型で抜くことで、動物や飛行機な
どの可愛いオブジェになります。
子供と楽しみながら使えて、誕生
日やパーティにも華やかさを演出
してくれる、キッチン用品です。

家庭用品

ワインボトル
トイレブラシ

…1個 3,000 円（税別）

【ワインボトルトイレブラシ】
ワインボトル型のフォルムの、ワ
インのようなスタイリシュでお
しゃれなトイレブラシ。
水はねがしにくく、洗浄後の水だ
れもボトルネックで防げるように
なっています。

家庭用品

CORO MODE

【収納BOX付き粘着クリーナー CORO MODE】
今や、どの家庭にもある粘着クリー
ナー。すぐ使いたいものだけにリビ
ングにそのまま置いておくのもどう
かな、と置き場所に困ったことはあ
りませんか？スペアロールも収納で
きて見た目もシンプルというスグレ
モノがこれです。自然に家庭の中
にしっくりとなじむデザインとカラー
が嬉しいアイテムです。

【トイレ用ブラシ＆ケースSUMICCO】

プッシュクリップ
家庭用品

…1個 195円（税別）

【プッシュクリップ】

ワンプッシュでらくらく開閉！カ
ラフルな袋用クリップです。
パン・お菓子・冷凍食品などさま
ざまな開封した袋の口を束ね、そ
の部分をワンプッシュで簡単に止
めることができる便利グッズです。
輪ゴムで止めるのと異なり、簡単に止め外しがで
きます。
ピンク・ブルー・イエローのポップな３色がセッ
トなので、用途別に使い分けいただけます。

【食パンカットガイド】

食パンカットガイド
家庭用品

…1個 600円（税別）

なかなかまっすぐ均等に切れない
ホームベーカーリー食パン。
「食パ
ンカットガイド」でおうちパンを
お好みの厚さにらくらくカットで
きます！
目盛りにあわせて包丁を入れるだ
けで食パンを４枚用、５枚用、６枚
用、８枚用のお好きな厚さに4段階
にカットできます。折りたたみ式
でコンパクトに収納できます。

３時のかんぶつ屋さん
「かんぶつシフォンひじき」
…カットタイプ 240 円（税別）〜
…ホール型 2,000 円（税別）〜

( 株 ) 野田商店
和歌山県海南市藤白189-1

073- 4８2- 3423

073-482-1144
http://3pm-kanbutsuya.jp

全国的にも珍しい「かんぶつスイーツ」
。その中でも、最も時間と苦労を
重ね、完成させた「かんぶつシフォン ひじき 」は、自然のうま味がたっ
ぷり詰まった、新感覚のスイーツです。
現代っ子や女性にとって、鉄分・食物繊維などが豊富に含まれている「ひ
じき」は、強い味方。そんな「ひじき」が、やわらくて、しっとりふわ
ふわのシフォンケーキに生まれ変わりました。ぜひ、ご賞味ください。

氷の器
家庭用品

…1個 195円（税別）

【氷の器】

お造りやそうめん、冷奴、アイス
やフルーツの器にすれば見た目に
も涼しげ！冷凍庫で簡単に「氷の
器」ができる製氷皿です。
涼感あふれるおもてなしの演出に
ぴったりです。

お子様からお年よりまで、
家族みんなで健康に楽しめる
夢のカタチに仕上げました。

専務取締役：

野田 智也さん

NEW

純米酒 黒牛

…720ml 1,148円（税別）

くろさわ牧場
アイスクリーム ミルク

…250円（税別）

株式会社 名手酒造店

農事法人組合 黒沢牧場

和歌山県海南市黒江 846

和歌山県海南市上谷 603

073- 482- 0005
073- 483- 3456

073- 487-1677

main@9638farm.com
http://www.9638farm.com

info@kuroushi.com
http: www.kuroushi.com/

海南市黒江 中言神社の万葉黒牛
の水と、同水系の蔵内の井戸水を
精密濾過した仕込み水を用い、麹
と酛米には山田錦を使っているこ
とに「黒牛」としてのこだわりが
あります。
こうじ

もと

本物の素材を使い、
手造りで醸した純米酒
の持つ美しい味を
楽しんでください。
代表取締役：

名手 孝和さん

高原の広い牧草地で、牛たちを放
牧している黒沢牧場。
搾りたての生乳を使って牧場内の
工房で手作りをしています。
和歌山名物「くろさわ牧場のソフト
クリーム」の風味をそのままに
爽やかでリッチな味わいのアイスク
リームに仕立てました。

素材の新鮮さが、
牧場ならではの
おいしさの秘密です☆
外販部：

上芝 舞子さん

NEW

まりひめ塩ヨーグルト

…大 834 円（税別）
…ハーフ 500 円（税別）
…小分け 167 円（税別）

…416円（税別）
ギフト箱８個入り
…5,186円（税別･送料込）

REI cafe

社会福祉法人一峰会 あすなろ共同作業所

和歌山県海南市大野中 677

073- 460- 0308

http://www.rei-cafe.com

和歌山県のブランドいちご｢まりひ
め｣を使用し、
レシピを考案。地元和
歌山をＰＲする「 わ になれ和歌山
プロジェクト」として、和歌山県の各
事業主様方に想いを伝え、念願の
「 和 歌 山 企 業コラボレーション商
品」として、完成したアイスです。
いちご、生乳、塩と、和歌山の素材に
こだわり、ヨーグルトは加熱せず、乳
酸菌の働きを活かした低カロリーの
スィーツです。

【まりひめいちご】
和歌山県日高郡美浜町で松葉堆肥
を利用して栽培された「はないちご
農園」の「まりひめ」を使用。
【生乳】
和歌山県海南市の生石高原・北麗
に位置した「くろさわ牧場」で放牧
された乳牛の生乳を使用。

「まりひめいちご」
「くろさわ
牧場の生乳」
「稲むらの塩」 【塩】
など、
和歌山たっぷりの
和歌山県の西広海岸沖の海水を、
アイスです。
薪を使い三段式の釜で炊きあげて
作られた「稲むらの塩体験館」の塩
オーナーシェフ：
を使用。
木村 貴行さん

北海道産小麦粉、地元産の平飼い
卵を使用した、しっとりとした食感
が特徴のパウンドケーキです。
海南市が誇る純米酒「黒牛」の酒
粕を生地に練り込んであり、仕上げ
にも、
「黒牛」を染み込ませている
ので、日本酒の香りを存分に楽しん
で頂ける大人のケーキに仕上がっ
ています。
国産の原材料に
こだわって、仕上げに
黒牛の清酒を生地に
含ませています。
パン工房 主任：

入江 文彦さん

まぐろ山椒

…800円（税別）

…245 円（税別）
…151 円（税別）

そぼろ状にした紀伊勝浦のまぐろ
に、海南の名産である山椒がピリ
リときいています。
そのままご飯にのせて、またお茶
漬けなど。山椒の清涼感と、たっ
ぷりまぐろのフレークがとっても
マッチしています。

ひとつひとつ
手づくりで
丁寧に仕上げ
ています。

さん

紀州紀美野山椒と
湯浅醤油風味の穴子佃煮

…瓶詰100g926 円（税別）
…化粧箱入250g2,500 円（税別）

さん

【紀州紀美野山椒と湯浅醤油風味の穴子佃煮】
紀美野町の山椒と湯浅醤油を使っ
てコトコト煮詰めた穴子の佃煮
は、もともとは料亭で出していた
ものでしたが、お客様の要望から
商 品 化 さ れ ま し た。水 を 使 わ ず
じっくり作り上げるので冷蔵での
長期保存が可能でお土産として大
変喜ばれています。

紀州南高梅風味の
穴子佃煮

…瓶詰100g926 円（税別）
…化粧箱入250g2,500 円（税別）

さん

【紀州南高梅風味の穴子佃煮】
紀州南高梅の風味を生かした穴子
佃煮も人気です。お酒のおつまみ
としてそのままで。またご飯にの
せて熱いお茶をかければ香ばしい
香りがたち贅沢なお茶漬けが楽し
めます。

梅の初恋

紀州梅酒 紅南高

※数量限定商品

…720ml 777円（税別）

…720ml 1,905円（税別）
…1,800ml 3,500円（税別）

梅の本場和歌山の南高梅で造った
クエン酸たっぷりのノンアルコー
ル梅シロップ「紀州梅の初恋」
。甘
酸っぱくどこか懐かしい味わいの
清涼飲料です。
梅には、体にやさしい成分がたっぷ
りですので、お子様から健康を気遣
う年配の方、またお酒の好きな方か
ら飲めない方まで、いろいろな飲み
方で幅広くお楽しみいただけます。
水で５倍に薄めてお楽しみくださ
い。
夏は氷を入れてロックで、冬はお湯
割りで、その他ソーダで割って爽快
にお楽しみください。

太陽の当たる場所でしか育たない
希少価値の高い紅南高梅だけを使
用した、ほんのり紅色の梅酒です。
良質な梅を丁寧に選別し、通常の
梅酒に比べ1.5倍の量の梅を贅沢
に漬け込み、フルーティーな香りを
閉じ込め、どっしりとした濃厚な酸
味と甘みを引き出しました。

カテキン緑茶梅酒

うめジュレップ 梅

…500ml 1,200円（税別）

…500ml 1,200円（税別）

和歌山県産の青梅をたっぷりと使
用した天然の梅果実が持つ、本来の
酸味やフルーティーな
香りが、梅酒のような
深い味わいをもたらす
梅酒風味のノンアルコ
ー ル 飲 料 で す。水 で４
倍に薄めてお楽しみく
ださい。
梅酒好きの女子はもち
ろん、お酒の飲めない
人やお子様にも、梅ジ
ュースとして楽しんで
いただけます。

和歌山産の紀州南高梅を原料にそ
の香り、味わい、風味を生かしてで
きた梅酒にカテキン成分を多く含
んだ緑茶の茶葉を加えた健康志向
の梅酒です。ほどよい酸味が残る
甘さの中に渋みを加えることで、
食事中の口の中をリセットする食
中酒としておすすめです。

さん

…180g 300 円（税別）
…220g 600 円（税別）
…500g 1,000 円（税別）

…720ml 1,200円（税別）

さん

…720ml 2,500円（税別）

さん

会社が現在多数集積しています。
キッチン、バス、
トイレなどの水まわ
り製品を中心に、毎日の暮らしに
欠かせないモノづくりで飛躍的な
発展を遂げました。今後もさらなる
進化が続くはずです。

KAINAN
KODAWARI
BRAND

正覚寺
卍
妙台寺
卍

大池
國主神社

つつじヶ丘
ニュータウン

春日谷池
智弁和歌山
文

JR黒江駅

（有）中山漆器
二ツ池

阪和自動車道

〒

浄国寺卍
中言神社
黒牛茶屋

〒

漆屋はやし

野上木工（株）

マリーナシティ
ポルトヨーロッパ

消防署
警察署

海南商工会議所

市役所

デイリー
ヤマザキ

妹背漆器店
海南東IC
REI CAFE

海南IC
長久邸庭園

文
海南高
JA

JR海南駅

きのくに信金 文
第三中
文
内海小

中野BC（株）

424
海南スイミング
スクール

海南市
わんぱく公園

文
海南中

（株）美登利
市民
病院

喫茶・軽食
まろーど

クモ池
伊勢部
柿本神社

みちくさ

〒

←

至和歌山市

温山荘園
県立自然博物館

〒

旦来八幡神社

野上八幡神社

〒
新橋

ファミリー
マート

巽
幼稚園
小学校
文

セブン
イレブン

とれたて広場

亀池公園
双青閣
亀池

文
巽中

駿河屋

〒

杉尾神社

一峰会（あすなろ共同作業所）
千種神社 （社）

紀長

（株）サンコー

424

（株）野田商店
３時のかんぶつ屋さん

山西内科
鈴木屋敷
藤白神社

貴志川

（株）角田清兵衛商店 紀陽銀行
紀州漆器
伝統産業会館
「うるわし館」

海南市民
温水プール

（株）名手酒造店

奥山池

ワコー
（株） 老人ホーム
白寿荘

卍浄念寺

文
亀川
小・中

〒

プライス
カット

紀三井寺公園

宇賀部神社

あっそ歯科
クリニック

岡田八幡神社

県道沖野々森小手穂線

県道秋月海南線

海 南 こ だ わ り ブ ラ ンド

農事組合法人 黒沢牧場

文
大野小

JR冷水浦駅
願成寺卍

地蔵峯寺卍

海南消防署東出張所

卍善福院
下津第二中

下津IC

（有）
山口食品

JR加茂郷駅

370 たなか屋

新橋

紀陽銀行
海南東支店

オークワ 370

田尻内科
胃腸科医院

紀陽除虫菊（株）

159

卍長保寺

卍光福寺

169

（株）
オカザキ
424

海南歴史
民俗資料館

宗光寺卍 釈迦堂卍

高田耕造商店
貴志川

有田東急CC

169

天照寺卍

九品寺卍

165
164

文 中野上
大師寺卍
海南高原CC 小学校

サンベルム
（株）

国保野上厚生
総合病院

㈲橋爪商店

阿弥陀寺卍
〒
コメリ

法然寺卍

㈱エムテック・サービス

川善味噌（株）

野上八幡神社

138

東海南中 文

市住民センター

166

霊性寺卍

424

169

西楽寺卍
424

169

（株）
小久保工業所

井沢弥惣兵衛
顕彰碑

