
 

 

別添 

１ オープニングセレモニー 

※出席予定者は予告なく変更となる場合があります。 

 

２ 物産会場（1階 アトリウム） 

豊かな自然に囲まれた和歌山の魅力が詰まった、よりすぐりの特産品を販売します。 

 

 ＜販売商品例＞ 

株式会社梅一番井口 株式会社おはなはん 
果樹園紀の国 

有限会社紀南水産 
株式会社オレンジロードＹＹ 

紀州南高梅 

はちみつ入梅干「黄金漬」

 

お好み焼 紀州育ち 

ぶた玉 

 

果樹園紀の国の有田

みかんジュース 

 

まぐろ山椒とろ炊き 

 

梅干業界で初めて開発

した、はちみつ入梅干の

元祖「黄金漬」のお店で

す。 

焼きたてのお好み焼き

を食べていただきたい。

その一心から「おはなは

ん」が生まれました。 

まろやかなとろみ感と

濃厚なうまさ。食べる 

ような感覚を味わって

いただけます。 

ほろっと砕ける触感の

あとにマグロの旨みと

すっきりとした和歌山

県産のぶどう山椒特有

の香りと辛みが絡み 

合います。 

紀の里農業協同組合 
株式会社紀和農園 

プロダクツ 
株式会社紅梅園 

株式会社総本家 

駿河屋 

あらかわのハウス桃 

 

紀州南高梅夢葵 

彩の舞 

 

梅グラッセ 

「Rubia（ルビア）」 

 

極上本煉羊羹 

 

地元農家が思いを込め

て作った農作物を販売

するお店です。 

 

紀州南高梅の梅干、和歌山

県産あんぽ柿、高野山ご

まとうふ、みかん、桃等

を取り扱っております。 

梅 干 は も ち ろ ん 、 

梅 グ ラ ッ セ な ど の 

梅スイーツもご用意。 

紀州藩主に愛された 

煉羊羹発祥の店、総本家

駿河屋の羊羹をご賞味

ください。 

開催日時 ： 6月 1日(土) 11:03～11:30 

場  所 ： ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」1階（アトリウム） 

出 席 者 ： 総務大臣  石田 真敏 様 

  参議院議員  柘植 芳文 様 

  参議院議員  徳茂 雅之 様 

  和歌山県 副知事 下  宏  様 

  日本郵便株式会社 代表取締役社長 横山 邦男 

   近畿支社長 荒若 仁   他 



 

高砂あられ増田米菓

株式会社 
トーメリーサミラケル 中田食品株式会社 有限会社橋爪商店 

高砂あられ 

セット商品 

 

フラワーコラボックスＶ2 

 

 

しらら 

 

 

エンジェルステップ 

バスマット 

 

昔ながらのせいろで 

蒸し、杵でつきあげて 

います。 

フラワーコラボックスは 

お花(ソープフラワー)

と紅茶(セレビティー)

を楽しめるギフトと 

なっています。 

創業明治 30 年、梅の 

本場紀州で梅干し・梅酒

の 製 造 販 売 を し て 

います。 

 

糸と染色にこだわった 

バスマットがお風呂 

上りの足裏を優しく包

み込みます。 

原田織物株式会社 株式会社梅翁園 株式会社ふみこ農園 プラム食品株式会社 

泡立ちマシュマロ 

ボディタオル 

 

どでか梅 

 

 

コンポート 

 

 

プラムハニップ 

 

 

日常を「ちょっと良く 

する」アイテムを自社 

工場からお届けします。 

 

創業昭和 17 年。70 年 

以上にわたり、梅の里 

みなべでこだわりの 

梅製品を作り続けて 

います。 

 

やさしさと安心を食卓

へ…をモットーに和歌山

県産の果物を中心に 

健康的で夢のあるもの

を提供する。その上に 

少しばかりの遊び心を

加味できる商品作りを

行っています。 

創業から 50 年、幅広い

層のお客様に向けて

様々な梅製品を製造・ 

販売しています。 

株式会社 
有限会社港屋 株式会社 やまだ 

lepi maruka 

(レピマルカ） ベストシーン 

紀州南高梅を調味料として

使用した玉子とえのきの 

中華風玄米リゾット 

 

柚もなか 

 

 

昔造り 

紀州金山寺味噌 

 

モイスト 

バウムクーヘン 

 

農業を盛り立て一次 

事業者同士がグループ

となり、様々な商品を 

作っています。 

和歌山県産の素材を 

活かした和菓子作りを 

原点に、昭和 9年の創業

当時から真心を込めて 

作っています。 

創業明治 39 年。伝統の

手法を守り、変わらぬ 

昔造りを続けています。 

昔 な が ら の 製 法 に 

こだわり職人が一層 

一層丁寧に手焼きして 

います。 



 

和歌山県農業協同 

組合連合会 
わかやま農業協同組合 

JOIN熟選工房 

 

生姜丸しぼり 

Wakayama GingerAle 

 

  

消費者から信頼される 

農産物・農産加工物の 

ブランドづくりに取り 

組んでいます。 

和歌山県産の生姜を 

丸しぼりし、炭酸を 

合 わ せ た 本 格 派 

ジンジャーエール。 

  

※販売商品等は予告なく変更となる場合があります。 

 

３ 観光会場（地下 1階 東京シティアイパフォーマンスゾーン） 

 和歌山の魅力的な観光情報が盛りだくさんです。和歌山で人気のご当地キャラクターたちも集結 

して、和歌山の魅力をＰＲしながら会場を盛り上げます。 

＜登場予定のご当地キャラクター＞ 

※登場予定のご当地キャラクターは予告なく変更となる場合があります。 

※ご当地キャラクターは物産会場（1階）にも登場します。 

 

 

 

 

 

 

きいちゃん 

 

和歌山を表す「紀の国」「紀伊国」と「紀州犬」の頭文字 

「き」をとって、親しみやすく「きいちゃん」と名付けました。 

紀州犬をモチーフにした元気いっぱいのマスコットです。 

体の緑色のマークは、和歌山の頭文字 W と豊かな緑を表現してい

ます。 

生まれ育った和歌山の自然とスポーツが大好き。いろんなことに

チャレンジして、たくさんの人と友だちになりたいと思って 

います。 

わかぱん 

 

飼育頭数日本一の「パンダ」をモチーフにしたマスコットです。 

「わかやま」と「パンダ」を組み合わせて名付けました。 

和歌山観光の魅力が詰まったノリの良い曲に合わせて、わかぱん 

が一生懸命踊る「わかぱんＤＡＮＣＩＮＧ！」と愛らしい 

ビジュアルで、全国各地にファンが急増中です。 

ツイッターで和歌山の旬な観光情報、わかぱんの出演情報を 

つぶやいていますので、どんどんフォローしてください。 



 

４ その他 

＜梅酒の楽しみ方講座＞ ※各回定員：25名 

 
梅酒ソムリエ 金谷 優さん 

〔場所〕 

 物産会場ステージ（1階） 

〔日時〕 

6月 1日(土) ①14:45～15:15 

6月 2日(日) ①12:30～13:00、②15:00～15:30 

〔内容〕 

  和歌山県の本格梅酒 9種類を、マッピング図をもとに 

お試しいただきながら、講師から味わいの違いや飲み方 

など、梅酒の楽しみ方を紹介します。 

※20歳未満の方、お車でご来場の方はご参加いただけません。 

※登壇予定の講師、開催日時及び開催場所は予告なく変更となる場合があります。 

 

＜令和元年の梅仕事 梅シロップ作りワークショップ＞ ※各回定員：15名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔場所〕 

 観光会場（地下 1階） 

〔日時〕 

6月 1日(土) ①12:15～13:00、②16:00～16:45 

6月 2日(日) ①13:30～14:15、②15:30～16:15 

〔内容〕 

  和歌山県産の梅を使った、梅シロップ（ジュース） 

作りが体験できます。 

作った梅シロップはお持ち帰りいただけます。ソーダ 

割りなど、ご自宅でお楽しみください。 

※デザインイメージ、開催日時及び開催場所は予告なく変更となる場合があります。 

 

＜わかやま観光クイズ＞ 

物産会場ステージ（1階）にて、以下のとおり和歌山の観光にまつわるクイズを出題します。 

正解した方の中から、日本郵便株式会社、和歌山県のグッズをプレゼントします。 

日時：6月 1日(土) ①13:00～13:20、②17:00～17:20 

6月 2日(日) ①11:00～11:20、②14:00～14:20、③16:10～16:30 

 ※グッズの数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。 

※開催日時及び開催場所は予告なく変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像はイメージです。 



 

＜オールわかやま「フォトセッションタイム」＞  

 
きのくにフレンズ 羽山 菜月 さん 

〔場所〕 

 物産会場ステージ（1階） 

〔日時〕 

6月 1日(土) ①13:20～13:35、②17:20～17:35 

6月 2日(日) ①11:20～11:35、②14:20～14:35、 

③16:30～16:45 

〔内容〕 

物産会場ステージ（1 階）にて、和歌山のご当地 

キャラクター、和歌山県観光キャンペーンスタッフ 

きのくにフレンズ、平安衣装を纏ったスタッフと一緒に 

撮影ができる、フォトセッションタイムを開催します。 

※登場予定のご当地キャラクター等は予告なく変更となる場合があります。 

 ※開催日時及び開催場所は予告なく変更となる場合があります。 

 

＜梅干しの配布＞ ※各日：30個 

 

〔場所〕 

 ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」 

地下 1階「東京シティアイカフェ」 

〔日時〕  

5月 27日（月）～5月 31日（金） 

17:30～23:00 

〔内容〕 

イベントの開催にあたり、一足早く和歌山の魅力を 

体感いただけるよう、梅干しを無料で配布します。 

 

＜スタンプラリー＞  

物産会場（1階）と観光会場（地下 1階）を巡るスタンプラリーを実施します。2か所のスタン

プをそろえた方を対象に、抽選で和歌山県又は日本郵便株式会社のグッズをプレゼントします。 

※スタンプ台紙の数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

以 上 


