
 

 

 

平成３０年度(第１１回)のプレミア和歌山推奨品が決定しました!! 

プレミア和歌山（和歌山県優良県産品）の本年度の推奨品について、平成３１

年３月４日に下記概要のとおり認定しましたのでお知らせします。 

また、審査委員特別賞・奨励賞についても、下記概要のとおり授与しましたの

でお知らせします。 

〔 平成３０年度(第１１回)プレミア和歌山推奨品認定の概要 〕 
製造物分野  加工食品    ４３品目  梅干、菓子類、水産加工品、畜産加工品等 

        伝統的工芸品   １品目  根来寺根来塗 

        その他産業製品  ６品目  革製品等 

生鮮物分野  農産物      ６品目  果実、野菜 

        畜産物・ｼﾞﾋﾞｴ  ２品目  Ｂ１いのぶた、はちみつ 

        特用林産物    １品目  きのこ 

        水産物      １品目   マグロ 
 

         合計     ６０品目  （商品数については８２商品） ４７事業者 

◇梅干し、菓子、ジュース、ビールなどの加工食品から、生鮮食品や産業製品などの多岐に

わたる優れた県産品について、新たにプレミア和歌山推奨品として認定しました。 

〔更新認定(第９回認定分)の概要〕 

   ５３品目  （商品数については９１商品） ４１事業者 

○今回の認定により、推奨品の累計は５８２品目(認定前:５３３品目)、 

３３０事業者(認定前:３０３事業者)となりました。（平成３１年４月１日時点） 

〔審査委員特別賞・奨励賞の概要〕 
特別賞受賞推奨品  熊野本宮・釜餅（よもぎ）【有限会社 熊野鼓動】 

奨励賞受賞推奨品  青とうがらしみそ【柿乃
か き の

肴
あて

】 

           黒あわび茸
たけ

【和島興産 株式会社】 

           關
せき

の葵
あおい

 交
こう

【株式会社 堀
ほり

忠
ちゅう

商店
しょうてん

】 

           ナギサビール インディアペールエール【ナギサビール 株式会社】 

 

【プレミア和歌山推奨制度】 
・県産品を幅広い分野で、県外さらには海外へ積極的に販売促進を 

図っていくため、和歌山県のブランドとして認定・推奨する制度。 

・審査委員会の審査理念のもと、安全･安心を基本に｢和歌山らしさ｣ 

｢和歌山ならではのもの｣などの観点から県産品等を認定。 

【プレミア和歌山推奨品審査委員特別賞･奨励賞】 

・申請品の中から特に優れたものに対して審査委員会が与える賞(特別賞) 
   (※特別賞受賞商品は２年間にわたり販売促進等について、県が支援。) 

・特別賞に次ぐ優れた産品に対して与える賞(奨励賞) 

 
【お問い合わせ先】 

和歌山県  商工観光労働部企業政策局 企業振興課 産業ブランド推進班 松山、古根川 
電話：０７３－４４１－２８４２ ＦＡＸ：０７３－４２４－１１９９ 
ＵＲＬ：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/premierwakayama/ 

平成３１年３月５日 
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担当課 企業振興課 
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電話 073-441-2842(直通) 
News  Release 



和歌山県

平成30年度(第11回)プレミア和歌山推奨品リスト



プレミア和歌山推奨品　累計（平成２０年度～平成３０年度）

申請品の分野

申請品の種類 認定品目数 認定者数 認定品目数 認定者数

梅干し及び調味梅干し 2(5) 2 70 38
100%果実ジュース 3(3) 3 8 8
果汁入り飲料 2(2) 2 7 6
ジャム類及びマーマレード 9 9
あんぽ柿 1 1
菓子類 14(19) 11 93 61
蒲鉾類 9 6
魚介類の水産加工品 2(3) 2 39 30
海藻類の水産加工品 2(4) 2 12 7
寿司・米飯類 1(1) 1 22 17
麺類 3 3
ごま豆腐 2 2
漬物（大根の漬物） 1 1
畜産加工品 3(7) 2 5 3
味噌・醤油 1(1) 1 16 11
味付けぽん酢 3 3
食酢 5 5
ソース等調味料 1(1) 1 12 9
豆腐類

酒類 1(1) 1 19 11
梅酒等のリキュール 1(2) 1 26 14
果実酒 4 2
ビール・発泡酒 2(2) 1 2 1
上記分類に属さない加工食品 7(7) 7 49 46

43(59) 36 420 227

伝統的工芸品 1(1) 1 7 7
備長炭 8 4
郷土民芸品 6 4
その他産業製品 6(8) 6 31 29

7(9) 7 52 42

50(68) 42 472 265

農産物 6(10) 6 53 32
畜産物・ジビエ 2(2) 2 18 15
特用林産物 1(1) 1 5 5
水産物 1(1) 1 18 11

10(14) 10 94 66

祭り 8 7
芸能 4 5
料理 4 4

0 0 16 13

60(82) 47 582 330

※カッコ内は商品数。同一事業者の類似商品等をグループ化し品目として整理。

※小計・合計の事業者数は、分野ごとに重複している事業者を調整した数。

（参考）平成20年からの認定数累計
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【製造物分野】

品目 分 野 種　別 種　　類 認 定 品 の 名 称 事 業 者 名 市町村 認　定　品　の　概　要

製造物 加工食品
梅干し及び調味

梅干し 和の守梅
まもりうめ

まろやか

株式会社
イーストアジア・コーポ
レーション

和歌山市
完熟紀州南高梅使用。塩分７％のうす塩タイプで毎日食べても飽きがこず、健
康志向の方にも塩分を気にせず継続してお召し上がりいただけます。ご飯の
お供だけでなく、お料理にもお使いいただきやすいお味です。

製造物 加工食品
梅干し及び調味

梅干し 和の守梅
まもりうめ

白干し

株式会社
イーストアジア・コーポ
レーション

和歌山市
完熟紀州南高梅使用。塩だけで漬けたシンプルな昔ながらの梅干し。添加物
等を敬遠される方にオススメです。塩分は20％を超えていますので、塩抜きを
していただけば減塩の無添加梅干しをお召し上がりいただけます。

製造物 加工食品
梅干し及び調味

梅干し 和の守梅
まもりうめ

はちみつ

株式会社
イーストアジア・コーポ
レーション

和歌山市
完熟紀州南高梅使用。原料のはちみつは国産のものを使用しているので安心
してお召し上がりいただけます。塩分は極力落とし、４％に仕上げていますの
で、甘いだけでなく、後味さっぱりの梅干しです。

製造物 加工食品
梅干し及び調味

梅干し 和の守梅
まもりうめ

しそ

株式会社
イーストアジア・コーポ
レーション

和歌山市
完熟紀州南高梅使用。お米由来の発酵調味料を隠し味に使い、口当たりの良
い塩辛さに仕上げています。鮮やかな赤しそ色の大きくふっくらした果肉がお
米の上で彩りを添えます。酸っぱくてしょっぱい梅が好きな人にオススメです。

２ 製造物 加工食品
梅干し及び調味

梅干し
紀州南高梅アソートセレクション 株式会社　梅屋 田辺市

個包装の梅干し。レジャーやスポーツでの塩分補給、おやつ等、新しい食シー
ンの創出を目的に開発しました。３種類（はちみつ梅・しそ漬け梅・かつお梅）の
味のバリエーションを家族や仲間と一緒に楽しんでいただける商品です。

３ 製造物 加工食品
果汁ジュース

(100％)
きわみ１００％ストレートみかんジュース 株式会社　松尾 和歌山市

有田ブランドである「賢（かしこ）みかん」を中心に、有田みかんを100％使用し
たみかんジュースです。有田みかんの味をそのままに、ジュースとして全国の
消費者にお届けしたく、手作り感を大切に製造しています。

４ 製造物 加工食品
果汁ジュース

(100％)
桃とろり 株式会社　八旗農園 紀の川市

「あら川の桃」のうち、ジュース加工に適した品種である白鳳、清水白桃、川中
島白桃に限定し加工しています。桃を皮付きのまま裏ごしして果汁を搾った桃
100％のストレートジュースで、繊維質が残るとろりとした食感が特徴です。

５ 製造物 加工食品
果汁ジュース

(100％)
田村みかんジュース かねよし農園 湯浅町

三方に広がる段々畑と、そこから見渡す紀伊水道。潮のかおりと太陽が降り注
ぐ自然豊かな土地で育った「田村みかん」を搾って作り上げた100％ジュースで
す。

６ 製造物 加工食品 果汁入り飲料 あら川の桃６０％果汁入りドリンク 株式会社　松尾 和歌山市
あら川ブランドで有名な桃を60％使用したドリンクです。香料を使用せず、あら
川の桃本来の味をそのままドリンクとして全国の消費者にお届けしたく、手作り
感を大切に製造しています。

７ 製造物 加工食品 果汁入り飲料 日本みつばちの柚子蜂蜜ジュレ 松林農園 古座川町
地域の特産品、自社農園栽培の古座川の柚子と日本古来の伝統養蜂技術で
養蜂した熊野地方の日本みつばちの蜂蜜を、無添加素材の寒天で優しいジュ
レに仕上げました。

８ 製造物 加工食品 菓子類 完熟みかんスムージー ＲＥＩ ＣＡＦＥ 海南市
原材料に100％完熟みかんを使用し、みかんの良さを引き出したアイスになり
ました。主役のみかんを生乳が優しく包み込み、塩が引き締め、奥行きのある
味に仕上げました。

◆◇ 平成３０年度（第１１回）プレミア和歌山推奨品新規認定一覧 ◇◆

１

1



品目 分 野 種　別 種　　類 認 定 品 の 名 称 事 業 者 名 市町村 認　定　品　の　概　要

製造物 加工食品 菓子類 琥珀
こはく

・オ・ショコラ「でこぽん」
特定非営利活動法人
ジョイ・コム

和歌山市
伝統的な和菓子であり「食べる宝石」とも言われる「琥珀糖」とチョコレートを合
わせた、美しい和のテイストを持つチョコレートです。中には安心安全で新鮮な
和歌山産でこぽんをキャンディングしたものを閉じ込めました。

製造物 加工食品 菓子類 琥珀
こはく

・オ・ショコラ「まりひめ」
特定非営利活動法人
ジョイ・コム

和歌山市
伝統的な和菓子であり「食べる宝石」とも言われる「琥珀糖」とチョコレートを合
わせた商品です。和歌山県産「まりひめ」をゼリーにしたものが琥珀の中に層
を作り、自家製ドライまりひめを散らせた香りも味わいも豊かな自信作です。

１０ 製造物 加工食品 菓子類 じゃばらあめ
特定非営利活動法人
花咲か

和歌山市
柑橘じゃばらの保有するフラボノイド「ナリルチン」を価格的にもどの年齢層に
おいても手軽に食していただけるよう発案しました。果汁ではなく乾燥果皮末を
練り込んだ手軽にじゃばらをお楽しみいただける商品です。

１１ 製造物 加工食品 菓子類 ガトー・オ・ジャバラ
特定非営利活動法人
花咲か

和歌山市
和歌山オリジナルの製品を追求し、和歌山県産の原料（柑橘じゃばら、県産み
かん蜜、地卵など）を使用。良い品をお届けしたいという思いで、手作り感を大
切にした商品です。

１２ 製造物 加工食品 菓子類 ドライいちじく 青木ファーム＆デリ 海南市
いちじくはハウスで栽培。鳥や虫による被害を抑えられ、樹上で完熟させること
ができます。完熟いちじくは果肉が柔らかく、糖度も上がります。そのいちじくの
水分だけを取り除いたドライフルーツです。

製造物 加工食品 菓子類 黒豆大福
有限会社
麺彩工房ふる里

紀の川市
「フルーツ王国」といわれる紀の川市。紀の川市の特産品である黒豆（鞆淵産）
のみを使用。黒豆の風味を損なわないよう、熟練の従業員が加工しています。
「黒豆」がたっぷり入った大福です。

製造物 加工食品 菓子類 青うめジュレ大福
有限会社
麺彩工房ふる里

紀の川市
「フルーツ王国」といわれる紀の川市。紀の川市産の青うめのみを使用。青う
めの風味を損なわないよう、熟練の従業員が加工しています。あま～く爽や
か、ひとくちサイズのフルーツ大福です。

１４ 製造物 加工食品 菓子類 レモンカード 菓子工房　喜多亭 有田市
地元有田郡市のレモンとプレミア和歌山認定のササキの青空たまごと国産バ
ターを使用し、砂糖もグラニュー糖以外にキビ等の２種類を使用しました。味は
レモン風味のカスタードクリーム味です。

１５ 製造物 加工食品 菓子類 かげろう・柚もなか背中合せ 株式会社　福菱 白浜町
創業昭和８年当初からの風味香る「柚もなか」と昭和42年に誕生した「かげろ
う」を初めて詰め合わせにした贈り物にも喜ばれる『背中合わせ』。両面開きの
箱に「かげろうと柚もなか」が背中合わせに入っています。

１６ 製造物 加工食品 菓子類 アイスかげろう 株式会社　福菱 白浜町
新食感スイーツの「かげろう」アイスバージョン。冷凍庫から出してすぐはアイス
クリームの食感。少しおいてお好みのやわらかさで食感をお楽しみ頂けます。
クリームが溶けて無くならないので、お子様でも食べやすいアイスです。

１７ 製造物 加工食品 菓子類 甘夏
あまなつかん

柑 文左 田辺市
紀州産の甘夏柑はすぐれた品格を持ち、さわやかで、その香味は他に類をみ
ません。快い甘さの中に、ほんのりと漂う香りは、紀の国の春のあけぼののよ
うです。甘夏柑を器にし、ゼリーが入ったお菓子です。

１８ 製造物 加工食品 菓子類 牟婁
むろごおり

郡 文左 田辺市
熊野三山の一つ熊野那智大社に伝わる「牟婁郡」の印をかたどった干菓子で
す。ニッキ（肉桂）の古典的な香味を配しています。心すませて静寂の境にあそ
ぶ茶の湯の一席にはぜひお供させてください。
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品目 分 野 種　別 種　　類 認 定 品 の 名 称 事 業 者 名 市町村 認　定　品　の　概　要

製造物 加工食品 菓子類 熊野本宮・釜餅
かまもち

（よもぎ） 有限会社　熊野鼓動 田辺市
熊野に伝わる製法を受け継ぎ、お釜で餅米を炊き、その中で半搗きに仕上げ
て作る『釜餅』。独特の食感とよもぎの爽やかな香り、美しい緑色が特徴。気取
ることのない熊野の気質、素朴な風合いを伝える普段着の餅菓子です。

製造物 加工食品 菓子類 熊野本宮・釜餅
かまもち

（くるみ） 有限会社　熊野鼓動 田辺市
熊野に伝わる製法を受け継ぎ、お釜で餅米を炊き、その中で半搗きに仕上げ
て作る『釜餅』。独特の食感とくるみの香ばしさ、素朴な山吹色が特徴。気取る
ことのない熊野の気質、素朴な風合いを伝える普段着の餅菓子です。

製造物 加工食品 菓子類 熊野本宮・釜餅
かまもち

（古代米） 有限会社　熊野鼓動 田辺市
熊野に伝わる製法を受け継ぎ、お釜で餅米を炊き、その中で半搗きに仕上げ
て作る『釜餅』。古代米は歯ごたえが楽しめ、赤紫色が特徴。気取ることのない
熊野の気質、素朴な風合いを伝える普段着の餅菓子です。

製造物 加工食品 菓子類 熊野伝承・釜小餅
かまこもち

（よもぎ） 有限会社　熊野鼓動 田辺市
熊野に伝わる製法を受け継ぎ、お釜で餅米を炊き、その中で半搗きに仕上げ
て作る『釜餅』。食べやすいひとくちサイズにしたのが釜小餅です。独特の食感
とよもぎの爽やかな香り、美しい緑色が特徴です。

２０ 製造物 加工食品 菓子類 天台烏薬
てんだいうやく

ぜりー きゃろっと 新宮市
新宮市に伝わる徐福伝説に由来し、その徐福が求めたとされている植物「天
台烏薬」を使い、溶けるようにやわらかく、とろんとした食感と特有の苦みをおさ
え、ほのかな甘さが広がるゼリーに仕上げました。

２１ 製造物 加工食品 菓子類 熊野の香り４８９６
よんはちきゅうろく 株式会社

エムアファブリー
新宮市

最高の一滴にこだわって抽出した本物の香りを楽しんでもらうために、天然香
料「熊野の香り（※）」を初めて食材としたチョコレートを商品化。（※）新宮市熊
野川町にある熊野芝原杉、熊野クロモジを間伐し、抽出したアロマオイル

製造物 加工食品
魚介類の水産

加工品
ちりめん ㋟水産 海南市

紀伊水道で獲れた鮮度のよいしらすを買い付け、水揚げ後すぐに加工場へ運
び素早く加工し、昔ながらの天日干しをすることにより、鮮度の良いしらす本来
の風味が豊かなちりめんを製造しています。

製造物 加工食品
魚介類の水産

加工品
釜あげしらす ㋟水産 海南市

紀伊水道で獲れた鮮度のよいしらすを買い付け、水揚げ後すぐに加工場へ運
び素早く加工し、鮮度の良いしらす本来の風味が豊かな釜あげしらすを製造し
ています。

２３ 製造物 加工食品
魚介類の水産

加工品 紀州漁彩
きしゅうりょうさい

　近大マダイの鯛めしの素 紀州漁彩 橋本市
料亭の味をご家庭で！をコンセプトに、炊飯器で誰でも簡単に作れるストレート
タイプの鯛めしの素です。鯛は新鮮な近大マダイを使用し、余分な水分を落と
してから焼き、煙で燻し、香ばしく仕上げました。

製造物 加工食品
海藻類の水産

加工品
美味しい　天然ひじき 北正園 有田市

有田市初島沖で収穫。海流が速いため水質も良く、そこで育った海藻は良質で
味が濃くなります。採れたてのひじきを直ぐに加工。鉄釜で薪を使用し、ムラ無
く湯がいています。もちもち食感、柔らかく甘みのある美味しいひじきです。

製造物 加工食品
海藻類の水産

加工品 美味しい　天然布海苔
ふのり

北正園 有田市
有田市初島沖で収穫。海流が速いため水質も良く、そこで育った海藻は良質で
味が濃くなります。天然の布海苔を天日干しし、美味しさを閉じ込めた一品で
す。味噌汁、炒め物等で美味しくご賞味ください。

製造物 加工食品
海藻類の水産

加工品
美味しい　天然わかめ 北正園 有田市

有田市初島沖で収穫。海流が速いため水質も良く、そこで育った海藻は良質で
味が濃くなります。徳川の時代から美味しいと言われた初島沖のわかめは、甘
くて柔らかい海の幸です。

２５ 製造物 加工食品
海藻類の水産

加工品
紀州あかもく 紀州日高漁業協同組合 御坊市

あかもくは、独特の粘りと、シャキシャキした食感が特徴で、どんな食材にも合
い、海藻が苦手な方でも食せます。水溶性の食物繊維のフコイダン、身体の代
謝が上がるフコキサンチン等が含まれている食材です。

２４

２２

１９
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品目 分 野 種　別 種　　類 認 定 品 の 名 称 事 業 者 名 市町村 認　定　品　の　概　要

２６ 製造物 加工食品 寿司・米飯類 本なれずし 八ツ房 御坊市
原材料は和歌山県産、国内産のものを厳選して使用し、昔ながらの製法でひ
とつ、ひとつ、人の手で作業を行い製造しています。古来より受け継がれてき
たふるさとの味、素晴らしい日本の健康食、発酵食品のなれずしです。

２７ 製造物 加工食品
漬物（大根以外

の漬物）
紀州南高梅カリカリ甘梅

株式会社
紀州本庄うめよし

みなべ町
社長自ら農園で栽培した南高梅を原料として、おいしいこだわりのカリカリ梅を
製造しています。クセになるカリカリ食感と、ほどよい酸味に甘口な味付けは、
おやつ感覚で食べられる商品です。

２８ 製造物 加工食品 畜産加工品 寺尾牧場ノンホモ牛乳 寺尾牧場 海南市
生乳は急激な温度変化に対して劣化しやすいので、ゆっくり７５℃まで時間を
かけて殺菌します。ホモジナイザー（均質機）を通していないノンホモ牛乳で
す。静かに置いておくと生クリームの層ができるのが大きな特徴です。

２９ 製造物 加工食品 畜産加工品 寺尾牧場コーヒー 寺尾牧場 海南市
コーヒーに使用する牛乳は均質機を通して脂肪球を細かく砕き、一昼夜冷蔵
し、ある程度なじませてからビン詰めしています。それでも日ごとに味の変化が
楽しめます。甘さひかえめで香り立つコーヒーに仕上げています。

製造物 加工食品 畜産加工品 イブ美
び

豚
とん

　ビアシンケン 株式会社　イブファーム すさみ町
自社で一貫飼育したB１イノブタを使用。本商品は、ビールによく合う肉汁たっ
ぷりのソーセージで肉片が入っていますので、肉の食感を同時に味わうことが
できる一品です。

製造物 加工食品 畜産加工品 イブ美
び

豚
とん

　チョリソーウィンナー 株式会社　イブファーム すさみ町
自社で一貫飼育したB１イノブタを使用。本商品は、スペインから伝えられた製
法と独自の技術で加工したソーセージです。挽かずに細かく刻んだ肉で作ら
れ、少し辛みを持たせた一品です。

製造物 加工食品 畜産加工品 イブ美
び

豚
とん

　モモハム 株式会社　イブファーム すさみ町
自社で一貫飼育したB１イノブタを使用。本商品は、イブ美豚に適したオリジナ
ルのスパイスでじっくりと熟成させた一品です。しっかりとした歯ごたえ、とろけ
る旨味をご堪能ください。

製造物 加工食品 畜産加工品 イブ美
び

豚
とん

　ベーコン 株式会社　イブファーム すさみ町
自社で一貫飼育したB１イノブタを使用。三枚肉（バラ）を本場ドイツの手法と独
自の技術でつくりあげました。脂身には甘みと旨味が凝縮しています。

製造物 加工食品 畜産加工品 イブ美
び

豚
とん

　ケーゼ 株式会社　イブファーム すさみ町
自社で一貫飼育したB１イノブタを使用。本商品は、食材を型に入れ焼き上げ
た、ソフトでジューシーなドイツ風のソーセージです。お子様にも人気の商品で
す。

３１ 製造物 加工食品 醤油 紀州うめたまご専用のたまごがけごはん醤油 有限会社　中田鶏肉店 御坊市
湯浅醤油の１年６ヶ月寝かせた「丸大豆本醸造」を使用。出汁の原料となる鶏
ガラは紀州うめ鶏の生鶏ガラを使用。原材料はすべて国産、着色料等は使用
せず、脱脂加工大豆・遺伝子組み換え原料なども使用していません。

３２ 製造物 加工食品 調味料類 トマトピューレ 株式会社　しおん 紀の川市
原材料のトマトは、甘さと酸味がほどよいバランスの「ハウス桃太郎」を採用。
完熟させてから収穫するので、甘くトマト独特の風味が強く、ピューレ製造に最
適です。トマト本来の風味豊かなピューレの自然食品として製造しています。

３３ 製造物 加工食品 酒類 關
せき

の葵
あおい

　交
　こう 株式会社　堀忠商店 田辺市

熊野地域のブランド米「熊野米」を使用した特別純米酒。初代が使用した名称
『關の葵』を受け継ぎ、地域の人々と交わり出来たお酒です。すっきりとしたや
や辛口で非常に飲みやすいのが特徴です。

３０
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品目 分 野 種　別 種　　類 認 定 品 の 名 称 事 業 者 名 市町村 認　定　品　の　概　要

製造物 加工食品
梅酒等のリ
キュール

原酒梅酒 株式会社　東農園 みなべ町
原材料は自社農園で栽培し、厳選した紀州産南高梅のみを使用。完熟梅のフ
ルーティーな香りとともに熟成させた梅酒。シーンに合わせて、ストレート、オン
ザロック、水割り、お湯割り、ソーダ割り等お好みでお楽しみください。

製造物 加工食品
梅酒等のリ
キュール

薔薇梅酒 株式会社　東農園 みなべ町
薔薇梅酒は、紀州の最高級品『南高梅』と、ブルガリアで生まれ南紀白浜の自
社農園で育てた香水の女王『ロサ・ダマッセナ』が最高のハーモニーを醸し出
す、世界で初めてのリキュールです。

３５ 製造物 加工食品 ビール・発泡酒 ナギサビール　みかんエール ナギサビール　株式会社 白浜町
濾過せずに上澄みだけを直接ビンや樽に充填している贅沢な非熱処理の生
ビール。ナギサビール史上初の発泡酒です。早和果樹園の特選高級みかん果
汁と皮を加え発酵させました。さわやかな温州みかんの風味が特徴です。

３６ 製造物 加工食品 ビール・発泡酒 ナギサビール　インディアペールエール ナギサビール　株式会社 白浜町
濾過せずに上澄みだけを直接ビンや樽に充填している贅沢な非熱処理の生
ビールです。当社「ペールエール」の約3倍のホップを使用し、濃厚な味わいと
ホップ感の中にナギサビールらしい優しい甘みを持たせた商品です。

３７ 製造物 加工食品
上記分類に属さ
ない加工食品

和歌山ポン酢セット
和歌山マリーナシティ
株式会社

和歌山市
和歌山の特産物を使ったぽん酢です。料理内容で味を食べ分けていただける
よう３種類（ゆずぽん酢、うめポン酢、みかんポン酢）を１セットにし、また幅広
い年齢層の方にお召し上がりいただきたい思いから小瓶に詰めています。

３８ 製造物 加工食品
上記分類に属さ
ない加工食品

古式梅肉エキス 株式会社　梅丹本舗 紀の川市
上質の青梅だけを使う原料へのこだわり。昔ながらの直火開放釜でじっくり煮
詰める製法へのこだわり。こだわりぬいた当商品は、90gの梅肉エキスを造る
のに4.5kg(200個以上)の青梅を使い、まさに梅の有効成分のかたまりです。

３９ 製造物 加工食品
上記分類に属さ
ない加工食品 紀州あまざけ　初音

はつね 株式会社　紀ノ國フーズ 岩出市
昔ながらの製法にこだわり、米麹と水のみで、すべて手作業で作っています。
口当たりまろやかで、繊細な甘さに仕上がった商品です。無添加・無加糖・ノン
アルコールなので、体に優しく、お子様からお召し上がりいただけます。

４０ 製造物 加工食品
上記分類に属さ
ない加工食品

まりひめコンフィチュール 株式会社　しおん 紀の川市
無農薬・有機栽培されたイチゴのみ使用。ほぼ原形を残した商品に仕上げ、食
材に塗るというより一緒に食べるという食感で楽しんでいただけます。酸味より
も甘味が強く、口に広がる濃厚な甘さと、鼻に抜けるいい香りが特徴です。

４１ 製造物 加工食品
上記分類に属さ
ない加工食品

木のくにの恵み　なた豆茶 日高元気塾 日高町
日高元気塾のなた豆茶は、栽培期間中農薬を使用していない原材料で、天日
干し自家焙煎にこだわった、安心・安全な美味しい商品です。昔から日高町内
の各家庭で飲まれていたお茶です。

４２ 製造物 加工食品
上記分類に属さ
ない加工食品

りんご酢香る梅シロップ 株式会社　紅梅園 田辺市
和歌山県産の南高梅のみを使用し、添加物を使用せず、砂糖とりんご酢を加
え抽出した梅シロップです。りんご酢も加わり、とてもフルーティーで体にも優し
いシロップとなっています。

４３ 製造物 加工食品
上記分類に属さ
ない加工食品

青とうがらしみそ 柿乃肴 新宮市
新宮市熊野川町で作られる昔ながらの味噌と新宮市近郊産の青唐辛子を主
原料に、「辛さに調和した甘さ」を作り出すため、２年間試行錯誤を繰り返し作り
上げました。絶妙な辛さと甘みのバランスをご堪能ください。

３４
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品目 分 野 種　別 種　　類 認 定 品 の 名 称 事 業 者 名 市町村 認　定　品　の　概　要

４４ 製造物 産業製品 伝統的工芸品 根来寺
　ねごろじ

根来塗
ねごろぬり

豆子カップ
ずつ

根来塗曙山会 岩出市
根来寺塗師 曙山直弟子の松江那津子が中生の技法を用いて作る根来寺根
来塗りのカップ。沸騰したお湯を直入れすることができ、使い込むほどに美しく
なる、用と美を兼ね備えた普段使いできる漆物です。

４５ 製造物 産業製品
その他の産業

製品 じゃばら入浴
にゅうよく

蕩
　 とう 特定非営利活動法人

花咲か
和歌山市

和歌山県の温暖な気候に育まれた風土に、珍しい柑橘（じゃばら）が育ち、栽
培されてきました。じゃばらは食するに困難、きつい酸味と苦みがあります。こ
のじゃばらの乾燥果皮末を使用した入浴蕩です。

４６ 製造物 産業製品
その他の産業

製品 KISHU BINCHOTAN NO BONSAI 有限会社　セレネ 岩出市
幾何学的にラインを入れた大理石の土台に、加工した浄水用紀州備長炭を配
置したオブジェ。紀州備長炭をアートとして見ることができる欧米で、和歌山県
をさらにアピールできる商品であると確信しています。

４７ 製造物 産業製品
その他の産業

製品 高野細川紙金封
こうやほそかわがみきんぷう 高野山別格本山西室院

koubou2466
高野町

金封という概念はそのままに、貴重な和紙で包むことで、「心も一緒に贈る」日
本らしさを演出できます。また、花束を添えて贈るかのような、彩豊かな水引の
花の愛くるしさが光ります。使用後は全てのパーツが再利用して頂けます。

４８ 製造物 産業製品
その他の産業

製品
聖なる苔 隠れ谷 橋本市

世界遺産　黒河道　周辺の苔を使用し、器は和歌山県橋本市在住の陶芸作家
北森 義人 氏に依頼したオリジナル。聖地高野山に向かう黒河道周辺の苔を
使用しているのでネーミングは「聖なる苔」としています。

製造物 産業製品
その他の産業

製品
和歌山二ホンジカウォレット LettMelodia 有田川町

鹿革は和歌山県産。全て手縫いのため、全てが職人の手仕事、メイドインジャ
パンプロジェクトな伝統的革製品へと昇華されています。大変柔らかで薄い素
材の日本の鹿革を、丈夫で長持ちする財布に仕上げました。

製造物 産業製品
その他の産業

製品
和歌山二ホンジカカードケース LettMelodia 有田川町

鹿革は和歌山県産。全て手縫いのため、全てが職人の手仕事、メイドインジャ
パンプロジェクトな伝統的革製品へと昇華されています。大変柔らかで薄い素
材の日本の鹿革を、丈夫で長持ちする名刺入れに仕上げました。

製造物 産業製品
その他の産業

製品
和歌山イノシシウォレット LettMelodia 有田川町

猪革は和歌山県産。全て手縫いのため、全てが職人の手仕事、メイドインジャ
パンプロジェクトな伝統的革製品へと昇華されています。猪革は、ハードな手触
りですが使うほどに色の深みと高級な光沢の艶が出てきます。

５０ 製造物 産業製品
その他の産業

製品
和歌山県産鹿革クラッチバッグ

Leather Design&Crafts
CHOUETTE D'OR

白浜町
原皮調達から革のなめし、製品化まで全て和歌山県内で完結させています。
皮革も和歌山の特産品だといってもらえるような取り組みをしていきたいという
想いで起業し、地元の南紀白浜に革工房を構えました。

４９
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品目 分　野 種　別 種　　類 認 定 品 の 名 称 事 業 者 名 市町村 認　定　品　の　概　要

５１ 生鮮物 農産物 イチジク 完熟いちじく 青木ファーム＆デリ 海南市
全てハウスで栽培しているため、鳥や虫による被害を抑えられ、樹上で完熟さ
せることができます。樹上で完熟させたいちじくは果肉もやわらかく、糖度も上
がり皮ごと召し上がっていただけます。

生鮮物 農産物 温州みかん 極早生みかん(温州みかん由良早生) かねよし農園 湯浅町
潮風を浴び温暖な風土で育ち栽培される「田村みかん」。由良早生は全てマル
チ栽培です。糖度１３程度、酸度は少、表面の平滑度が粗めの品種です。

生鮮物 農産物 温州みかん 早生みかん(温州みかん宮川早生) かねよし農園 湯浅町
潮風を浴び温暖な風土で育ち栽培される「田村みかん」。宮川早生は、早期収
穫ではやや酸が多いので、完熟期まで樹上に置くことにより糖と酸のバランス
が良く濃厚な食味になります。

生鮮物 農産物 温州みかん 中生みかん(温州みかん向山
むかいやま

) かねよし農園 湯浅町
潮風を浴び温暖な風土で育ち栽培される「田村みかん」。戦後、優秀性に着目
され、和歌山県の奨励系統として採択され、計画的増殖と普及が行われている
品種で、玉揃いが良好です。

生鮮物 農産物 温州みかん 晩生みかん(温州みかん林) かねよし農園 湯浅町
潮風を浴び温暖な風土で育ち栽培される「田村みかん」。大正末期に園芸試験
場で優良系統探索試験の結果注目され、昭和３０年後半から振興産地で最も
多く増殖された品種です。糖・酸共に多く、食味は濃厚です。

生鮮物 農産物 温州みかん 極晩生みかん(温州みかん今村九号) かねよし農園 湯浅町
潮風を浴び温暖な風土で育ち栽培される「田村みかん」。糖度が高く濃厚。高
糖系温州の中でも品質は優秀。貯蔵性が良いが、樹勢が強く結実が不安定な
為、栽培が非常に難しい品種。流通量が少なく大変希少なみかんです。

５３ 生鮮物 農産物 温州みかん 有田みかん　極早生　上野 北正園 有田市
栽培地は、南向き斜面及び平地（高台）で、日照時間が長く、また、海に面して
いるため適度な塩分も取れており、栽培に適しています。ソフトで美しく、薄皮で
柔らかく甘い、美味しいみかんです。

５４ 生鮮物 農産物 ポンカン ポンカン姫 四季彩園 串本町
本州最南端の町、黒潮おどる串本町でとれたポンカンです。日照・風通しの良
好な大木のポンカン５本を設定し、重点管理を行っています。安心・安全で味が
良く、コクがあり、フレッシュ、ジューシーで後味の良い商品です。

５５ 生鮮物 農産物 ユズ 古座川産　柚子 松林農園 古座川町
古くから柚子の産地として有名な古座川町。豊富な降水量と、昼夜の寒暖差が
激しい当町の気候は、柚子の生産に最適です。特に、他産地と比べても、良い
香りを放ち、多くの商業圏からも高い評価を得ています。

５６ 生鮮物 農産物 きゅうり 自根
じこん

きゅうり アボカドの橋爪農園 海南市
きゅうり自身の根っこで栽培しているので、きゅうり本来の食味と香りが楽しめ
ます。さらに水耕栽培なのでみずみずしく、果皮がシャキシャキと柔らか。サラ
ダやお漬け物に最適です。

５７ 生鮮物
畜産物・ジビ

エ
Ｂ１いのぶた Ｂ１イノブタ　イブ美

び

豚
とん

株式会社　イブファーム すさみ町
一代雑種のＦ１イノブタ「イブの恵み」を父に、デュロック種の母豚を掛け合わせ
て生まれたＢ１イノブタ。あっさりで臭みがなく肉汁の漏出が少ないのが特徴。
特に脂身は甘くコクがあり、口に入れるととろけるような食感です。

５８ 生鮮物
畜産物・ジビ

エ
はちみつ みかん蜂蜜 中村養蜂園 Pure Honey Tetsu みなべ町

和歌山県有田地方で、みかんの開花に合わせて採蜜しています。良質の蜂蜜
を採蜜するため、巣箱の設置を１週間から１０日迄と厳守。上品なみかんの香
りと甘酸っぱい味わいがほんのりと口いっぱいに広がる蜂蜜です。

５９ 生鮮物 特用林産物 クロアワビタケ 黒あわび茸
たけ

和島興産　株式会社 和歌山市
亜熱帯地域原産、高級食材として珍重される黒あわび茸。本州では生産困難
で量産できなかったが、同社が岩出市に栽培に適した専用施設を建設し、商品
化に成功。あわびのようなコリコリとした食感の希少性の高いきのこです。

６０ 生鮮物 水産物 マグロ類 さくらびんちょう 和歌山県漁業協同組合連合会 和歌山市
延縄漁法による活け〆生鮮びんちょうまぐろ。冬から春は身色も淡い桜色で、
また夏から秋は魚体も大きく身色も赤色を含みさくら色になることから「さくらび
んちょう」とネーミングしました。

※品目数は、同一事業者の類似商品等をグループ化した数

【生鮮物分野】
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平 成 ３ ０ 年 度 プ レ ミ ア 和 歌 山 推 奨 品
審 査 委 員 特 別 賞 ･ 奨 励 賞 が 決 定 し ま し た ！

プレミア和歌山推奨品審査委員会は、全国レベルの商品力・訴求力があり、プレミア和歌山全体の知名度向上
に寄与するものとして、今回認定した産品の中から特に優れた産品を選考し、以下のとおり「プレミア和歌山推奨
品審査委員特別賞」を授与することを決定しました。

あわせて、特別賞に次ぐ特に優れた産品については、「プレミア和歌山推奨品審査委員奨励賞」を授与すること

を決定しました。

◇ 平成３０年度 プレミア和歌山推奨品審査委員奨励賞 受賞推奨品 ◇

古くから熊野に伝わる製法を受け継ぎ、蒸篭ではなく
お釜で餅米を炊いて、その中で半搗きに仕上げて作る
ことから『釜餅』と名付けました。
餅生地は、つぶつぶ感が残るくらいの絶妙な搗き加減
にし、甘さ控えめの自家製粒あんをふんわり手で包んで
います。
独特の食感とよもぎの爽やかな香り、美しい緑色が特
徴です。
決して気取ることのない熊野の気質、素材から伝わる
素朴な風合いを伝える普段着の餅菓子です。

723円(税込)/4個入り

平成３１年３月４日

＜審査委員評＞

≪ 熊野本宮・釜餅（よもぎ） 【有限会社 熊野鼓動】≫

◆◇ 平成３０年度 プレミア和歌山推奨品審査委員特別賞 受賞推奨品 ◇◆

（柿乃肴）
新宮市熊野川町で作られ
る昔ながらの味噌と新宮市
近郊産の青唐辛子を主原
料に、「辛さに調和した甘さ」
を作り出すため２年間試行
錯誤して作り上げました。絶
妙な辛さと甘みのバランスを
ご堪能ください。
500円（税込）/１個(70g)

（株式会社 堀忠商店）
世界遺産・熊野の地域ブ
ランド米である【熊野米】を
100％使用した特別純米酒。
初代が大正時代に使用した
名称【關の葵】を受け継ぎ、
地域の人々と交わり出来た
お酒です。すっきりしたやや
辛口で非常に飲みやすい
のが特徴です。
3,758円（税込）/1800ml
1,652円（税込）/720ml
788円（税込）/300ml

[ ナギサビール

（ナギサビール 株式会社）
当社「ペールエール」の約３
倍のホップを使用し、濃厚な
味わいとホップ感の中にナギ
サビールらしい優しい甘みを
持たせた商品です。仕込み水
は地元の名水「南紀白浜富田
の水」を１００％使用していま
す。
390円（税込）/330ml

くまのほんぐう・かまもち（よもぎ）

あおとうがらしみそ なぎさびーる いんでぃあぺーるえーる

インディアペールエール ] 
[ 黒あわび茸 ]

（和島興産 株式会社）
亜熱帯地域原産で、高級
食材として珍重されてきた黒
あわび茸。本州では生産が
困難で量産できなかったが、
同社が岩出市に栽培に適し
た専用施設を建設し、商品
化に成功しました。あわびの
ようなコリコリとした食感の希
少性の高いきのこです。

くろあわびたけ せきのあおい こう

独特の食感と素朴な味わいがとても印象に残る。
熊野地域に古くから伝わる製法を受け継ぎ、ひとつひとつ手作りしている作り手の姿勢、世界遺産である
熊野古道の味を広めていこうという想いが伝わる逸品である。

つ

つ

かきのあて
ほりちゅうしょうてん

［ 青とうがらしみそ ］ ［ 關の葵 交 ］


