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          木のまち、魚のまち、尾鷲市ふるさと納税の返礼品を紹介いたします。 

               ご一読いただき、応援いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

鷲ふるさと納税通信  

尾鷲市役所税務課 ℡0597-23-8171  

 

尾鷲観光物産協会 ℡0597-23-8263 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

かつおトリオ 

 

明治三十五年創業の海産物商、大瀬勇商店さん

では、百年以上続く、昔ながらの製法で、添加物は一切

使わず、完全な手づくりで素材の味を生かして仕上げてい

ます。 

その大瀬勇商店のかつお生節※１、かつお燻製※２、か

つお磯煮の 3 点セットです。 

※１ かつお生節 

かつお生節は、添加物は一切使わず、百年以上続く、昔ながらの製

法で、手づくりで作成しています。かつお節にする前段階、桜や樫の木で

いぶされた商品で身は柔らかく、手で簡単にほぐせます。 

 

そのまま食べれば、かつおの味を堪能でき、大根おろしやしょうが醤油、七味マヨネーズなどをお好みで付けたり、酒肴やごはんのお供

に最適です。また、パスタ、サラダに混ぜるなど様々な料理に使用できます。 

！生節を食べるときには、切るというよりは、斜めに、鉛筆をそぐように、できるだけ薄く削り落として下さい。その方が美味しいで

す！ 

 

※２ かつお燻製（かつおくん） 

かつお燻製は、油が良く乗ったカツオ 1 本 1 本をスティック状に燻製にしています。 

しょうゆ、みりん、酒、三温糖、唐辛子で味付けしやわらかく、燻製にしました。ビール、酒のつまみにぴったりです。 

 

とこぶしの磯煮 

 

「とこぶし」※３を殻付のまま甘辛く煮詰め、瓶詰に仕上げ

た一品であります。 伊勢神宮にも奉納され、贈答品とし

ても人気があります！ 

（550ｇ×２） 

※３ とこぶし（学名 Sulculus diversicolor supertexta  英名 small abalone 

和名トコブシ） 

日本固有亜種で潮間帯から水深１０ｍまでの岩礁浅海域に分布。 

殻長７㎝、殻幅５㎝、殻高 1.5～2 ㎝、殻の表面は黒みを帯びた褐色で、個体

によっては緑褐色の斑紋がある、殻の内側は強い真珠光沢を持つ真珠層でおおわ

れる。 

 

地方により、ゴケンジョ、ナガレコ、ナガレメ、アナゴなどの地方名がある。ナガレコやナガレメの名称は、石を裏返して隠れているトコブ

シを露わにすると、速やかに滑るように逃げ出す様が流れるように見えることからつけられたと考えられる 

Wikipedia より引用 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 
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尾鷲ふるさと納税通信 １ 

尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

尾鷲の魚以外にも色々ありますよ！ 

 

季節のジャム３種類 

 

世界遺産熊野古道のまち尾鷲にある手づくりジャム屋の

可成屋（カナリヤ）さんでは、地元の食材を使って自家製ジ

ャムを何種類※１も作っております 

 

お届けする「自家製ジャム」のひとつ「苺ミルク」は、旬

の果物や大内山牛乳、みえ尾鷲海洋深層水塩※２を使

用しています。果物と砂糖のみで炊き上げた手作りジャム

は、安心してお召し上がりいただける体に優しい味 

です。大人気の「苺ミルク」や「塩ミルク」のほか、お届けする季節に応じた旬の果実を使ったジャムをお届

けします。ちょっと贅沢な朝食で、1 日をはじめてみませんか？ 

 

内容：苺ミルク等（その他 2 種）160ｇ×３（季節により変更あり） 

消費期限：消費・賞味期限：120 日（出荷日を含む） 

季節のジャム 6 種もあります！  

 

※１ 何種類も 

  苺ミルク、しお学舎の塩ミルク、黒豆きなこ、マイヤーレモンと苺、5 種のベリーミックス、尾鷲甘夏、八朔とマンゴーなどなどなど 

※２ みえ尾鷲海洋深層水塩 

みえ尾鷲海洋深層水は、世界遺産、熊野古道が残る自然の多い尾鷲の風光明媚な海、尾鷲三木崎沖水深 415ｍから汲み上げた海洋深層水で、

富栄養性・清浄性に優れています。この深海の天然ミネラルが含まれている尾鷲海洋深層水で作られた塩です。 

 

 

尾鷲海洋深層水は、アクアステーションにて、分水もしています。 

詳細は、アクアステーションまで 

尾鷲市古江町 806 

℡ 0597-27-8080 

分水時間 9：00～17：00  

休館 毎週月曜日（祝日の場合火曜、年末年始 12/29～1/3） 

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 
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尾鷲ふるさと納税通信 ２ 

尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

豪華旬のお刺身盛り合わせ 

 

黒潮踊るまち紀伊半島にある尾鷲市は、天然の良港に

恵まれ、おいしい魚が沢山水揚げされます。魚鉄商店さんは、

尾鷲港の目と鼻の先で、七十年以上にわたって美味い魚に

うるさい尾鷲の人々を魅了し続けています。 

3 代目主人の魚に対する厳しい目は、多くの割烹、料亭、

鮨屋など魚に厳しいプロも一目置く目利きです。 

尾鷲の港で水揚げされた新鮮な海の幸のお刺身盛り合わ

せです。 

鮮度抜群の魚貝類を発送直前に活〆した一品です。 

 

内容：マグロ、カンパチ、イカ、サザエなど約 45 切れ、伊勢エビ 2 尾（約 500ｇ） 

消費期限：3 日 

  

※この他にも 

アワビ、サザエ※１、イセエビのセットなどがあります！ 

 

 

 ※１ サザエ 

外洋の荒波にもまれたものは、つのも立派で身も締まり、おだやかな内湾のものはつのが小さくなるとのこと、綿の先の緑色

のものが雌、クリーム色のものが雄らしい、壺焼き、ゆで物などにして食べられるが、刺身も良い。歯ごたえが心地よいのであ

る、ある家で“赤ワイン蒸“なるものをごちそうになったが、苦みがまろやかになり、大変おいしかった。また、かって雑誌ダ

ンチュウで紹介された尾鷲のイタリヤ料理店の永松シェフの”シッタ貝とサザエのサラダ カルパッチョ仕立て“は見た目も美

しく出色であった。 

～「一日一魚」より抜粋 

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

tps://www.furusato-t
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尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

まぐろ・かつおのお刺身セット

 

遠洋漁船の船元である「長久丸」が漁場を選んで漁獲する脂

の乗ったマグロやカツオや、-30℃に冷えたアルコールに漬け込

んで冷やす「アルコールスラリーシステム」※１により、:新鮮

な天然マグロの細胞を壊す事なく冷凍保存して旨みを閉じ込め

たもちもち食感のメバチマグロなど、「ボリューム感たっぷり

の豪華 3 点セットを船元直送でお届けします。 

 

内容：もちもちマグロ（柵）約 170ｇ×２、カツオたたき（節）250ｇ～350ｇ×２ 

トロビンチョウ（節）200ｇ～300ｇ 

消費・賞味期限：７日（出荷日を含む） 

 

※１ アルコールスラリーシステムとは 

－30 度に冷えたアルコールに漬け込んで冷やすシステムでマグロの細胞を殺すことなく急速に冷

凍保存ができます。長久丸は世界で初めて船上で実用化させました。 

「もちもちマグロ」はこのアルコールスラリーシステムによって、細胞を壊さず解凍出来るため、

もっちりとした食感を残しつつ、しかも甘味がある世界で唯一の冷凍マグロです。 

～（株）長久丸ＷＥＢより 

 
 

この他にも、炭火焼かつおたたきセット、とろびんちょうまぐろ詰め合わせ、天然本マグロなどなど沢山あり

ます！ 

 

 

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

tps://www.furusato-t
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尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

サンマの甘露煮セット 

 

内容：サンマの甘露煮（醤油）100ｇ×3 個 

       〃  （味噌）100ｇ×２個    

消費・賞味期限：90 日（出荷日含む） 

 

三重県尾鷲市向井は棚田に囲まれたのどかなまちで

す。つぐみ工房は、向井地区のおかあさんたちが集まって、

向井の伝統を伝えたり、その良さを全国に発信しています。 

つぐみ工房で作った、「サンマの甘露煮」は余分な脂が落

ち身がしまった紀州のサンマ※１を尾鷲の海洋深

層水と地元の番茶で 7 時間じっくり煮込んだ甘露煮で

す。 

骨まで柔らかく、おかずにして食べると雑味のないサン

マの身の美味しさをまるごと楽しむことができます。 

※１ 紀州のサンマ 

 紀州のサンマは脂たっぷりの煙もうもうのサンマではない。熊野灘に南下したサンマは脂も抜け、スリムなサンマ。ここ独特

の食べ方となっている。一つがサンマの丸干し。滋味豊かな干物である。もう一つがサンマ寿司。脂が抜けたサンマならではの

寿司。                                   「三日に一魚」より抜粋 

サンマの丸干しの風景

 

向井黒の浜  向井地区にある黒の浜では、春の大潮の季節

になると、 

潮干狩りで 

賑います。 

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 
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尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

漁師鍋水炊きセット

 

さかなのまち・尾鷲で三代続く老舗鮮魚店「はし佐商店」さん

には、毎朝、市場で競り落としたばかりの地元ならではの新鮮な

地魚やエビ、貝類がずらりと並んでいます。新鮮な魚介類を切

り身にしてお届けする大人気の「水炊きセット」です。 

野菜を加えるだけで、イセエビや牡蠣などからでる出汁の効

いた贅沢な水炊きの出来上がりです。 

期間限定 1 月～3 月 数量限定 500 セット限り 

【内容】真鯛約 1 ㎏、ハマグリ 5～６個、生牡蠣 2 袋、イセエビ２尾 

【消費・賞味期限】３日（出荷日を含む） 

※消費期限が３日で北海道・青森・沖縄・宮崎・鹿児島・離島などへのお届けが難しい面がありますので、寄附納付の前に必

ず尾鷲観光物産協会（℡0597-23-8261、Ｅ－mail info@owasekankou.com）に問い合わせください。 

ガスエビセット  

ガスエビ※１は体長 10 ㎝ほどのエビで、底引き網漁がおこなわれ

る秋から春にかけて漁獲されます。甘味が特長のエビで刺身や天ぷら

などにして食べられています。 

【内容】ガスエビ（ヒゲナガエビ）300ｇ×３ 

【数量】300個限定 

【消費・賞味期限】13 日（出荷日含む） 

※１ ガスエビ（ヒゲナガエビ） 

尾鷲では「がすえび」と呼ぶ。背ワタを取るとき、ぷんとガスの臭いがするからではな

いか。沖合底引き網で獲れる、刺身で食べるとねっとりと甘くうまい。 

 

握っても良い。今度、ガスエビ丼ブリで食べてみたい。真骨頂は天ぷら、かき揚げ。熱

を加えると甘みが増す。天むすにしても上々、早く処理しないと頭から黒ずみ痛んでくる。

遠くの人で持ち帰りの場合、頭を取った冷凍物が売っているのでそれが無難ではないか。

あなたも尾鷲にきて“ヒゲナガエビ”を食べませんか？   ～「三日に一魚」より抜粋 

 

 

この他にも、新鮮なブリを使った、 

まろやかな風味で評判の 

ブリの味噌漬けなどもあります！ 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

 

tps://www.furusato-t
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尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

甘夏みかん・甘夏ジュースセット 

 

無農薬！尾鷲甘夏 100％まるしぼり！  

尾鷲湾に面した潮風吹く天満浦※１の段々畑で栽培した、

尾鷲甘夏みかん※２で作った100％ストレートジュー

スと、無農薬、ノーワックス、有機栽培で育てた採り

たての甘夏みかんをセットにしています。 

100％ならではの甘夏のスッキリとした酸味と甘みが後を引

く 味の一品です！ 

【内容】甘夏ストレートジュース１Ｌ×３ 

   甘夏みかん 約 3 ㎏ 

※１ 尾鷲市天満浦には、 

「日本の朝日百選」に選ばれている尾鷲湾の眺望の 

良い場所があります。 

 

※２ 提供する甘夏は、尾鷲市天満地区にある平山農園 

さんで栽培された甘夏みかんです。 

 「平山農園さん」 

 尾鷲湾を臨む標高 522メートルの天狗倉山※３の南向き山麓を 

開拓造成（1956年）した開拓農地。 

 ◎農園の規模：園地面積 35,000㎡ 

 ◎果樹：甘夏（品種名：川野・新甘夏 樹齢 45年本数：850本） 

平山農園さんは 1996 年から、試行錯誤を行い、無農薬、有機肥料※など工夫して、安全なみかんを提供しています。 

※ 自家製有機飼料（ 米ぬか、菜種油粕、魚粉、おから、もみがら、ＥＭ活性液などを配合 ）    （甘夏屋 平山農園ＷＥＢより） 

※3天狗倉山（てんぐらさん） 

尾鷲市と紀北町にまたがる標高

522ｍの山。山頂には尾鷲湾、尾

鷲市街、高峰山などが見渡せる大

岩があります。また、大岩から尾

根伝いに 1.2ｋｍほど東側に歩

くと「オチョボ岩」という紀北町

白石湖から尾鷲湾までが一望で

きる巨石もあります。 

天狗倉山山頂大岩 大岩から尾鷲湾を臨む絶景 

  

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

tps://www.furusato-t
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尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 

（天満浦長楽院付近からの尾鷲湾の朝日） 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

贅沢まぐろセット 

 

潮風かおる尾鷲の路地にある創業八十年の老

舗、まぐろ鮮魚卸し専門業“尾鷲金盛丸”が目利き

した、その日に水揚げされたマグロを短冊でお届けし

ます。 

全てお刺身にするとかなりのボリューム感！ 

生マグロならではのモチモチとした食感を堪能

して下さい。その他、刺身でも食べられる新鮮なマ

グロを使った「角煮」、グレープシードオイル※１を使

った健康的な「オイル漬け」、大人気の「カマ煮付

け」など、卸問屋ならではの贅沢なセットです。 

【内容】 ビンナガマグロ※２短冊（200ｇ×2）,まぐろオイル漬け（70ｇ×3）,まぐろの角煮（100ｇ×2）,まぐろ

のカマ煮付け（1 個） 

【消費・賞味期限】4 日（出荷日を含む）、まぐろの角煮は 150 日 

※１ グレープシードオイル とはブ

ドウの種子を圧搾して抽出されたオ

イル。老化防止・抗酸化作用などの効

果のあるビタミン E・ポリフェノール

がオリーブオイルよりも多く含まれ

ているといわれています。 

※２ ビンチョウマグロ（ビンナガマグロ） 

 尾鷲地方ではトンボと呼ばれることが多い、小さいものは小トンボ、略して小トンなど

と言っている。値段も手頃で庶民のマグロなのだが、あまり脂はないもののさっぱりとし

てそれなりに旨い。刺身はもちろんだが、ここでは、大根なますに入れる、小さく切って

塩をし、大根やニンジンとともになますにするというわけだ。これはなかなか旨くて良い

酒の肴になる。珍しい食べ方として熊野の山間部で好まれる塩シビなるものがある。刺身

になるビンナガの切り身（かなり大きく切る）にたっぷり塩をあてたもの。これを酢とか

わさび醤油で食べる。一度ごちそうになったがまた変わった趣で忘れがたい味である。  

「一日一魚」より抜粋 

びんちょうまぐろ一節

 

その他、びんちょうまぐろ一節やまぐろの角煮のプレミア版「極

上マグロの角煮セット」などもあります。 

 

 

◇びんちょうまぐろ一節◇ 

80 年の間、受け継がれた技で三代目がさばいた生まぐろを年末年始

限定で配送します。 

内容：びんちょうまぐろ１節（20ｋｇびんちょうまぐろの 4 分の１） 

消費・賞味期限：６日（出荷日含む） 

数量限定 200 個 

年末年始（12/29～１/1）のみ配送 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

 

tps://www.furusato-t

ax.jp/japan/prefectu

re/24209 
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平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

梶賀のあぶり 

 

 

 

 

尾鷲の最南端、小さな漁師町、梶賀※1に百年以上前から伝

わる伝統保存食「梶賀のあぶり」 

桜や樫の生木を使い、獲れたての新鮮な地魚を、完全手作

業で、1 時間以上かけて遠火で燻した燻製です。 

サバ、ソウダカツオ、イサキ、ブリ、オキギスなどなど、そ

の季節の魚のあぶりをセットにしました。 

地元のお母さん方（梶賀まちおこしの会）の手作りで、絶品の味わ

いと評判です、ぜひご賞味下さい。 

【内容】 季節のあぶりセット串２～３、小パック（季節の干物）※旬により魚種に変更有 

【消費・賞味期限】90 日（出荷日を含む） 

※１ 梶賀では、毎年 1 月の第２

月曜日に古式捕鯨を再現する祭

り「ハラソ祭」が行われます。 

江戸時代に盛んに行われてい

た鯨漁を伝えるもので、鯨の供養

を行ったあと。白塗り、赤襦袢の

男衆が大漁旗をなびかせた色鮮

やかなハラソ船に乗り込み「ハラ

ソ」の掛け声とともに八丁櫓を操

る古式の漕法や、鯨に銛を打ち込

む、当時の捕鯨の様子を再現して

います。 

 

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

 

tps://www.furusato-t
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ハラソ祭り あぶり作り 

梶賀 網元の家、 

 

 

 

 

 

 

 

梶賀郷土食“もち茶”、“梶賀味ぜんざ

い”“」梶賀のあぶり”などが召し上が

れる茶屋もあります！ 

梶賀漁港で水揚したばかり

の新鮮な地魚をすぐに前浜

で燻して仕上げた、桜や樫

の香りのする絶品です！ 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

尾鷲には、スイーツも色々あります！ふるさと納税返礼品を提供していただいているささき洋菓子店さん

と福助堂さんを紹介いたします。 

 

創作菓子ショコラ・おわせカスターセット 

 
 

尾鷲駅前近くにある、ささき洋菓子店さんは、すべて手

作りにこだわった、菓子づくりで地元に親しまれていま

す。人気の創作菓子ショコラと、おわせカスターのセットで

す。 

◇ショコラ 

店で人気№１幅広い年代のお客様に愛され続けています。 

◇おわせカスター 

ふわふわスポンジに自慢のカスタードがたっぷりの人気のお菓子

です。冷凍のままアイスクリームケーキとして味わうもよし。お好

みの食べ方で食べてください。 

【消費期限】7 日【賞味期限】※解凍後冷蔵 2 日 

 

こちらも、尾鷲駅前近くにある、福助堂さん、昔ながら

の製法で、尾鷲にちなんだ創作菓子を焼いて地元に親しま

れています。人気の尾鷲節※１と竹林のセットです 

◇尾鷲節 

尾鷲節にちなんで作られた尾鷲の銘菓「おわせ節」はチーズとバ

ターをふっくらとしたカステラ生地でサンドしたブッセです。 

◇竹林 

 尾鷲名所のひとつ土井竹林の美しさを、銘菓「竹林」で表現しま

した。クリームを筒状のウエハースで包んだ素朴な味わいをお楽し

み下さい。 

【消費・賞味期限】5日（出荷日を含む） 

 尾鷲節・竹林セット 

 

※１ 尾鷲節 

三重県尾鷲市に伝わる有名な民謡、花街での様

子を歌ったものだとか大阪夏の陣で敗れた真田一

族の落ち武者がその悲運を歌ったものだとかいろ

いろな伝承があります。また、著名人の作詞とし

て吉川英治、野口雨情などの歌詞も増えていった

と云われています。 

全国尾鷲節コンクール    

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

tps://www.furusato-t
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「全国尾鷲節コンクール」は毎年

11 月初旬に尾鷲市で行われるイ

ベントで、全国から集まった歌声

自慢の参加者が、「尾鷲節」を披

露します。 

当日は物産展等も同時開催され

尾鷲を楽しめるイベントです。 

 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

無添加・うす塩・天日干しひものセット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消費・賞味期限】21 日（出荷日含む） 

尾鷲は、全国でも有数の干物づくりが盛んなまちです。 

上野商店では、尾鷲湾で水揚げされたばかりの旬な新鮮な魚

を店主自ら買い付け、合成着色料、合成保存料、食品添加物等

は一切使用せず、天然素材にこだわりを持って作っていま

す。創業以来守り続けた味は「一度食べたら忘れられない」「塩辛く

なく味付けがちょうどいい」と地元尾鷲をはじめ、全国各地の方々か

らもお買い求めいただいております。 定番のサンマ※１、アジ、

サバ、ブリの他、パリッとした食感が自慢の知る人ぞ知る名物

「タチウオ※２の骨せんべい」も入った干物セット※３です。 

※１ サンマ  ※２ タチウオ 

 

さて、今日の紹介はタチウオ。銀色に輝く姿は美

しい。刀のようだから「太刀魚」とか、立って泳ぐ

から「立ち魚」だとか言われる。 

塩焼き、煮付けがうまい。刺身やにぎりもなかな

かだ。天ぷらもうまい、小型のものを骨ごとセゴシ

にして酢味噌やポン酢で食べるのもうまい。 

尾鷲ではもう一つ、ミリン干しも忘れてはいけな

い。          ～「三日に一魚」より 

 

※３ 干物セット内容 

 

サンマ丸干し 4～5尾 

サンマみりん干し 150ｇ 

アジ開き 3尾 

ブリみりん干し 150ｇ 

サバみりん干し 180ｇ 

タチウオ骨せんべい 5枚～6枚 

※旬のおすすめの魚種に変更あり。 

干物を美味く食べるには！ 

最近のガスコンロにはグリルがありますが、グリルで焼くと魚が蒸れ

てしまい、表面がパリっと香ばしく仕上がりません。 

 

干物は魚焼き器で焼く方が格段においしいので、 

 

ぜひ魚焼き器や炭火バーベキューなど焼いて、お召し上がり下さい。 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 
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脂の落ちた紀州のサ

ンマの丸干しはこの地

方ならではの風味のあ

る一品です。 

 

この丸干しを更に干

しカチカチにしたカン

ピンタンも、噛めば噛む

ほど味が出て人気です。 

【上野商店のサンマ丸干しの天日干し風景】 

したカンピンタンも、噛めば噛むほど味が出ま

す。 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

めでたいセット

 

【消費・賞味期限】90 日（出荷日含む） 

加工場のすぐ目の前が海というロケーションのめでたい屋 三和

水産さんから、前浜のきれいな海で育った鯛※１を使ったいろんな

美味しさをお届けします。 

 

通販でも大人気の「鯛めしの素」「真鯛みそ」や、ちょっと贅沢な

「鯛茶漬け」「鯛のうしお汁」など、鯛専門店ならではの自慢の

6 品目をご賞味下さい！ 

 

【内容】鯛めしの素２合用、真鯛のかぶと煮半割２個、鯛のうしお汁２

人前、鯛茶漬け２人前、真鯛みそ１個、鯛めしころりん２個 

※１ 鯛（マダイ） 

 

桜が咲き始めた。 

併せてマダイの水揚げ。桜鯛と呼ぶ。 

今朝も活けでまとまって入った。その華やかさは「魚の王様」

とよばれるにふさわしい。 

刺身や握りはもちろんであるが、塩焼き、潮汁、フリット、ポ

アレと料範囲も広い。鯛めしという手もあるし、鯛茶漬けも捨て

がたい。 

～三日に一魚より 

 

めでたいセットのほかにも活鯛 めでたい焼

き※２や冬季限定の真鯛のしゃぶしゃぶセッ

トなどなど、鯛専門店ならではの品を 

 

是非ご賞味       

下さい。 

  ※２ めでたい焼き 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 
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「鯛めしの素」で簡単にお

いしい鯛めしができます。

（上写真） 

また、「真鯛みそ」は真鯛

と2種類の味噌を合わせた

おかず味噌です、鯛みそ茶

漬けや、焼きナスにつけた

り（下写真）、お好みで美

味しくお召し上がりくだ

さい。 

地元三木浦で育った新鮮な真鯛

のエラと内臓を取り、塩漬けにし

て一晩、旨みが出てきたタイのお

なかに三重県産わかめを詰め、じ

っくり低温で焼き上げました一品

です。 

ウロコを付けたまま焼くことに

よりギュっと旨みがつまった柔らか

い身をご賞味下さい。 

 

 

鯛めしの素」で簡単においしい鯛め

しがができます。（上写真） 

また、「真鯛みそ」は真鯛と 2 種

類の味噌を合わせたおかず味噌で

す、鯛みそ茶漬けや、焼きナスに

つけたり（下写真）、お好みで美味

しくお召し上がりください。 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。 

 

平成 29 年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢

の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。お読みいだだければ幸いです。 

 

三重おわせ久喜うなぎおこわ 

 「三重おわせ久喜」ブランドで知られているうなぎおこ

わです。 皮をそいだ国産うなぎ蒲焼を餅米 100％のおこわの

うえにのせ、押し寿司風に仕上げました。 

電子レンジ等の加熱により、蒲焼きと餅米の風味が一体と

なった上品な味わいであります。 

国産ウナギや地元産の鯛などを使ったものづくりをしてい

る㈱鷲洋さんの自慢の一品です。 

 うなぎおこわの他にも、海鮮めしセット、うなぎかば焼きセットな

どなどおいしい品が盛りだくさんです。 

【消費・賞味期限】60 日（出荷日含む） 

海鮮めしセット 

 

 

   三重おわせ久喜うの友 

（うなぎ蒲焼セット） 

※１ たこ（マダコ） 

タコかごで採られる。昔はタコつぼでも採っていたようだが、今はかごで採る。 

普通はゆでて、刺身で食べられる。最近はアフリカ産とか外国のものが幅をきか 

し市場を席巻している。ここは是非、地のものを食べてもらいたいものである。 

実際食べてみると天と地との違いがあるので、少々高価であっても納得する 

ところである。私のおすすめは、大きな活きているものの足を切り取り、皮を 

はいだら吸盤を拾い集め、竹串にさして塩焼きにする。 

歯ごたえがおもしろく、やみつきになる旨さである。 

一度お試しを！旬は夏だろうが、地のものは冬でも捨てがたい。 ～「一日一魚」より 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 
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うなぎの蒲焼と肝吸いの詰め合わせです。 

素材にこだわった尾鷲の海鮮

めしです。 

地元尾鷲の良質な素材を使っ

た「鯛めし」や「たこ※１め

し」、皮をそいだうなぎの蒲焼

を使った有名百貨店でも評判

の「鰻おこわ」のセットです。 

【内容】鯛めし 50ｇ×3、たこめし 50ｇ×3、うなぎおこわ 50ｇ×

4、粉山椒 0.2ｇ×2 

地元尾鷲の良質な素材を使った「鯛めし」や「たこめし」、皮をそ

いだうなぎの蒲焼を使った有名百貨店でも評判の「鰻おこわ」の

セットです。 

マダコ 



 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。本年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心

ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。 

 

漁師の暮らし体験プラン 

 

 

 

三重県尾鷲市九鬼町は、熊野灘の入り江に位

置し古くから風待ち港として栄えたまちで、

九鬼水軍発祥の地として知られております。 

日本ブリ三大漁場のひとつとされており、

新鮮なブリが漁獲されます。 

 

九鬼ゲストハウスおとや※１では、青く澄ん

だ豊かな海とともに暮らす漁村の生活を体

験できる宿です。 

なにもしない贅沢な 

時間をゆっくりと 

流れる漁村の暮らし 

体験しませんか？ 

 

 

漁村体験施設 九鬼ゲストハウスおとや 

三重県尾鷲市九鬼町 189 

℡ 080-6928-9672 

E-mail  yaen.japan@gmail.com 

WEB  https://www.kukiotoya.com 

 

 

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

 

  
tps://www.furusato-t
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尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 

【内容】 

・九鬼ゲストハウス「おとや」でのご宿泊 

・おかあちゃんと作る漁師町の朝ごはん作り体験 

など 詳細は九鬼ゲストハウスおとやさんまでお尋ねください。 

 

 網干場 

 

 定置網 

 

mailto:yaen.japan@gmail.com


 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。本年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心

ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。 

 

うみまかせ旬の鮮魚セット 

 

 

人口 150 人の小さな漁師まち早田町※１からとれたての海の幸

をお届けします。 

どんな魚※２が入っているかは、届いてからのお楽しみ！ 

魚に詳しい地元のお母さんたちが、その日の漁でとれた旬の魚の

中から厳選しています。 

それぞれの魚のおいしい食べ方を紹介したレシピ付なので魚料

理初心者の方にも安心です。 

  

 

※１ 早田 の魚がおいしい秘密 

 

漁場が近い 

早田の定置網は港から 10分と大型定置網の中でも特に漁場が近くな

っています。そのため、より新鮮な状態で水揚げし、鮮度を保持できて

います。 

活け〆 

 活きている魚のエラを切り、血を抜くことを活き〆といいます。魚は

主に血から腐敗が始まり、それが魚独特の生臭さの原因になるといわれ

ています「うみまかせ」に入れる商品は主に活け〆を行うことで臭みが

抑えられています。 

野〆 

魚を氷水につけて〆ることを野〆といいます。野〆のポイントは魚に

対して十分な量の氷を使用し、しっかりと魚を冷やすことです。漁獲量

の多い巻き網や一般的な定置網と異なり、早田での漁獲量はそこまで多

くないことから、伝統的にしっかりと氷を効かせ、鮮度に気を配ってい

ます。 

（合名会社きよりホームページより） 

  

※２ 魚種については、旬により異なります。詳細は「き・よ・り」※さんまでお尋ねください。 

 

合名会社 きより 

  三重県尾鷲市早田町 6番地３ 

  Email amikiyori@gmail.com 

  WEB http://www.amikiyori.com 

 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 

 

tps://www.furusato-t

ax.jp/japan/prefectu

鷲ふるさと納税通信 15 

尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 

 漁場でしか味わえない魚を是非ご賞味下さい！！ 

 き・よ・りは、漁師が網をきよる（破れた網の修繕）ように、人口が

減ってきた早田町に新たにネットワークを紡ぎたいとの思いから設立さ

れた地域に密着した団体です。 

mailto:amikiyori@gmail.com


 

平成 28 年度は尾鷲市へ応援ありがとうございました。本年度は、返礼品を大幅に、リニューアル致しました。心

ばかりの返礼でありますが、どれも尾鷲自慢の一品であります。返礼品の一部の紹介を致します。 

 

尾鷲あけぼの鮨 会席・鮨特上コース 

 

 

熊野灘に臨む尾鷲市は古くから天然の良港として栄えた漁業の

まちです。 

 

その海には、暖かい黒潮が流れ込み日本屈指の絶好の漁場であり

ます。また更に水深が 200m から 2,000ｍまで一気に落ち込んでい

るため、浜の近くでは定置網、沖合では底引き網漁などが行われ、

多種多様な地魚があがります。特に、底引き網漁では、豊富な

種類のエビ、カニ（テナガエビ、カスエビ、ウチワエビ、タカ

アニガニ、オニエビ※１）などが水揚げされます、 

 

そんな尾鷲の新鮮な魚介類を握りや一品料理、会席料理として提

供しているのがあけぼの鮨さんです。 

尾鷲で採れた旬の魚介類の握りなど、ふるさと納税の返礼品とし

て提供していただいております。 

 

 厳選された、旬の尾鷲の魚のおいしさがいっぱいの 

贅沢な会席はいかがですか？ 

※寄附申込み後、約１週間～2 週間で招待券を郵送致します。 

※1 週間以上前のご予約でお願いします。 

※１ オニエビ（ミノエビ） 

さて、地元ではオニエビと呼ぶこのミノエビであるが、何とも変わった形を 

している。しかしである。味は絶品である。 

生で良し、湯がいて良し、蒸して良し、甘辛く炊いて良し、握って良しである。 

一番不思議なのは、蒸してしまうとエビなのに、カニに近い味がすることで 

ある。 

家庭では甘辛く煮て、チュウチュウしゃぶりながら食べる。ミソの旨さが 

何ともいえない。                   ～「一日一魚」より 

その他詳細は こちらをご覧ください！  

ふるさとチョイス（尾鷲市特集） 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/24209 ⇒ 
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尾鷲市役所税務課・尾鷲観光物産協会 

【内容】本鮪寿司、ボタンエビ寿司、オニエビ寿

司、のどぐろ寿司、テナガエビ焼物、タカアシガニ

酢の物等（季節により変更）、揚げ物、デザー

ト 

※尾鷲ふるさと納税では、上記「会席・特上コ

ース（2 名分）」の他 「あけぼの鮨おすすめコ

ース」もご用意しています。 

 

あけぼの鮨おすすめコース 

【内容】特上寿司（季節により変更あり）、お刺身、

蟹サラダ、蒸し物、天ぷら、小鉢、デザート 

 


