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販売期間

梅干しフェア梅干しフェア
9月 30 日まで9月 30 日まで

福山通運様 /梅干しフェア/297×420mm/表面 /8校 /2021.7.8

味のふる里便 梅干しフェア

         



630g

400g

■内容量：400ｇ　■塩分：約７%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

紀州本場梅干 
うす塩味　400ｇ

円（税込・送料込）2,300

Ｅ40
商品番号

■内容量：400g（200g×2個）、800g　■塩分：約8%　■賞味期間：常温で製造日より180日

Ｅ49
商品番号

円（税込・送料込）3,800
800g

my梅　うす塩味
400g

円（税込・送料込）2,300Ｅ48
商品番号

■内容量：400g（200g×2個）、800g　■塩分：約5%　■賞味期間：常温で製造日より180日 

Ｅ51
商品番号

円（税込・送料込）3,800
800g

my梅　はちみつ入
400g

円（税込・送料込）2,300Ｅ50
商品番号

■内容量：400g（200g×2個）　■塩分：うす塩味８％、
はちみつ味５％　■賞味期間：常温で製造日より180日 

my梅　
味わい二品　400g

円（税込・送料込）2,300

Ｅ52
商品番号

■内容量：630ｇ　■塩分：約７%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

紀州本場梅干
うす塩味　630ｇ

円（税込・送料込）3,300

Ｅ41
商品番号

一粒個包装の梅干。携帯にも便利。果肉たっぷり
の南高梅をまろやかな塩分7％のうす塩味に仕
上げました。

甘露煮の紀州梅がそのまま一個入った、梅とり
んごのストレートドリンク。ビタミンC500mg配
合。果実感たっぷりのさわやかドリンク。

フルーツ感覚で食べられます。種を抜いてひとく
ちサイズに仕上げました。香りよく甘酸っぱい梅
のお菓子です。

便利な小分けパックです。お友達へのおすそ分
けにも。中粒サイズでまろやかな酸味に仕上げ
た塩分4％のはちみつ味。

南高梅をほんのり甘口に仕上げました。　小さなお子様からご年輩の方ま
で、お召し上がりいただける梅干です。

南高梅を食べやすいはちみつ味に仕上げました。　塩分約５％の甘口なお
茶うけ梅干です。　小さなお子様からご年輩の方まで、幅広くお召し上がり
いただける梅干です。

南高梅をうす塩味仕上げと、はちみつ味に仕上げ
たmy梅二種類を味わい頂ける詰め合わせです。

南高梅を厳選した唐辛子で漬け込んだピリッと
した辛さが魅力の新感覚梅干です。

みなべの晩稲(オシネ)地区
でとれた紀州「南高梅」の大粒サイズ
を一粒ずつ和紙袋に詰めました。

樹上完熟の紀州南高梅を塩分7%のまろやかで
甘酸っぱい梅干に仕上げた当組合ベストセラー
の味。たっぷりの果肉感と甘味のバランスが自
慢です。

ふっくらした南高梅干を国産はちみつを使って
甘すぎないまろやかな酸味に仕上げました。塩
分も4%のうす塩味です。

JA 紀南

■内容量：400ｇ、630ｇ　■塩分：約4%　■賞味期間：常温で製造日より180日 
■内容量：100ｇ×3　■塩分：約4%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

紀州南高梅　
はち蜜梅　個食セット

円（税込・送料込）2,000

Ｅ44
商品番号

■内容量：19ｇ×20粒　■塩分：約7%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

一粒の幸福
20粒入

円（税込・送料込）2,500

Ｅ45
商品番号

■内容量：200ｇ×15本
■賞味期間：常温で製造日より450日 

ハニップＣ
うめとりんご

円（税込・送料込）2,800

Ｅ46
商品番号

■内容量：20ｇ×6個
■賞味期間：常温で製造日より180日 

ドライフルーツ
紀州南高梅

円（税込・送料込）2,300

Ｅ47
商品番号

■内容量：24粒（384g）、36粒（576g）　■塩分：約8%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

晩稲梅®24粒 和紙木箱
円（税込・送料込）5,000Ｅ53

商品番号

晩稲梅®36粒 和紙木箱
円（税込・送料込）7,000Ｅ54

商品番号

■内容量：300g　■塩分：約11%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

辛子梅太子　300g
円（税込・送料込）2,400

Ｅ55
商品番号

青梅野伊おいしさを丸ごと味わえる梅どころ水戸
ならではの極上の和菓子です。なめらかで上品な甘
さの白あんと柔らかい求肥で、さわやかに香る蜜漬
けの青梅を丸ごと包みました。

■内容量：6個入り
■賞味期間：常温で製造日より20日 

みやびの梅
円（税込・送料込）2,400

Ｅ56
商品番号

■内容量：水戸の梅 4個・のし梅 4枚・吉原殿中 5本
■賞味期間：常温で製造日より25日 

水戸銘菓撰（３種）
円（税込・送料込）2,500

Ｅ57
商品番号

水戸支店
オススメ

『水戸の梅』、『のし梅』、『吉原殿中』、水戸を代表する
銘菓の贅沢な詰合せ。水戸の歴史あふれる銘菓の
詰合せです。ご贈答、おみやげとしても最適です。

水戸支店
オススメ

南紀梅干（株）

亀印製菓株式会社はちみつうす塩味　紀州南高梅

Ｅ42
商品番号 400g

円（税込・送料込）2,300 Ｅ43
商品番号 630g

円（税込・送料込）3,300

贈答用

1 ※写真はイメージです 2※写真はイメージです

福山通運様/梅干しフェア/P01_P02/7校（21.7.2）



■内容量：500g　■塩分：約9%
■賞味期間：常温で製造日より270日 

紀州しそ漬梅「技」
ポリ樽500g

円（税込・送料込）3,000
Ｅ63

商品番号

■内容量：720ml　■賞味期間：常温で製造日より365日

クエン酸プラム
円（税込・送料込）3,100Ｅ65

商品番号

■内容量：500ｇ　■塩分：約5%　
■賞味期間：常温で製造日より365日 

紀州うす塩梅｢極み」
ポリ樽500g

円（税込・送料込）3,000
Ｅ62

商品番号

■内容量：12粒　■塩分：約6%　■賞味期間：常温で製造日より180日

紀州南高梅 
天日梅干honey syrup

円（税込・送料込）3,300

Ｅ66
商品番号

南高梅を完熟生梅をフルーティーな味わいに
仕上げました。化学調味料、保存料不使用。

【和歌山県認証品】【特選紀州梅干認定品】

南高梅を昔ながらのしその香り引き立つ酸っぱ
い梅干に仕上げたうす塩梅です。化学調味料、着
色料や保存料不使用。【和歌山県認証】【特選紀
州梅干認定品】

水を一切加えず、紀州南高梅
の果汁と砂糖、蜂蜜、クエン酸
だけで仕上げた疲労感軽減効
果のある梅果汁ドリンクです。

伊勢神宮内宮、明治神宮
奉納の品。大粒の梅干を
1個1個丁寧に上質な和
紙で個包装しています。

漬け原材料に国産のはちみつを使用し、漬け上
げた南高梅。風味豊かなしそかつおで仕上げて
おります。

紀州完熟南高梅の梅干4種を各種150g（計
600g）に詰め合わせにしました。ご飯、お茶請
け、焼酎の梅割りなど様々な用途に、ご利用い
ただけるセットとなっております。

紀州南高梅に、国内産みかんの果汁を加えた、
逸品です。やわらかな食感と超低塩仕立てのフ
ルーティな味わいは、まるで果実。

濱田定番の“うす塩味梅”とご飯に良く合う梅干
セットです。かつお梅はお茶漬けにしてもおいし
い逸品です。

定番のうす塩味梅とお子様から年配の方まで人
気のはちみつ仕込み、紀州産のみかん果汁で漬け
込んだフルーティなみかん仕込みのセットです。

定番のうす塩梅干からお子様に大人気のはちみ
つ梅、フルーティなみかん梅・カラダにやさしい
お酢の梅・お父さん好みの白干と様々なお好み
に対応した商品です。

（株）濱田

マルヤマ食品（株）

（株）丸惣

梅光園ワールド商会（株）

■内容量：各種150ｇ（600ｇ）　■塩分：れんげ蜂蜜
５％、こんぶ梅８％、うす塩梅10％、しそ漬け梅干17％
■賞味期間：常温で製造日より365日 

豊年梅園　味くらべ
円（税込・送料込）3,500Ｅ67

商品番号

■内容量：400ｇ　■塩分：約6%
■賞味期間：常温で製造日より８か月

紀州南高梅（かつお梅）
円（税込・送料込）2,800Ｅ68

商品番号

■内容量：800g　■塩分：約5%　
■賞味期間：常温で製造日より120日

和歌山のちょっといい梅
みかん仕込み

円（税込・送料込）4,000

Ｅ58
商品番号

■内容量：うす塩・百薬=各150g　みかん梅・はちみつ梅・
お酢の梅=各140g　合計720ｇ　■塩分：うす塩8％、は
ちみつ5％、みかん5％、百薬の一粒13％、お酢5％　■賞
味期間：みかんは常温で製造日より120日、その他は全て
常温で製造日より180日

円（税込・送料込）4,300

和歌山のちょっといい梅 5点セット
（うす塩味梅・みかん仕込み・はちみつ仕込み・百薬の一粒(白干）・お酢の梅）Ｅ61

商品番号

■内容量：250g×3 合計750g　■塩分：かつお8％、うす
塩味8％、百薬の一粒13％　■賞味期間：うす塩・百薬は常
温で製造日より180日、かつお梅は常温で製造日より90日

円（税込・送料込）4,300

和歌山のちょっといい梅3点セット
（かつお味梅・うす塩味梅・百薬の一粒）Ｅ59

商品番号

■内容量：250g×3 合計750g　■塩分：うす塩味８％、はち
みつ味５％、みかん５％　■賞味期間：うす塩・はちみつは常
温で製造日より180日、みかんは常温で製造日より120日

円（税込・送料込）4,300

和歌山のちょっといい梅3点セット
（うす塩味梅・はちみつ仕込み・みかん仕込み）Ｅ60

商品番号

■内容量：各種90ｇ　合計450ｇ　■塩分：柚子の香梅
６％、桜花梅９％、林檎梅３％、柿甘梅６％、銀杏梅10％
■賞味期間：製造日より180日

円（税込・送料込）3,300
フルーツ梅干　５種セットＥ72

商品番号

■内容量：南高 梅しぼり（果汁10％）500g×2、あら川
の桃しぼり（果汁40％）500g×1　
■賞味期間：製造日より365日

円（税込・送料込）3,300
紀州のドリンク　３本セットＥ73

商品番号

■内容量：１kg　■塩分：約8%
■賞味期間：常温で製造日より210日

丸山農園監修　
紀州南高梅はちみつ漬　お徳用1kg

円（税込・送料込）3,700
Ｅ69

商品番号

これは美味しい！丸山農園監修のお徳用1Kgの
紀州南高梅はちみつ漬けです。PH調整剤を使
用せず梅本来の旨さを引き出した逸品。

和歌山のフルーツを使った梅干し五種類のフ
ルーティな味わいをお楽しみいただけます。

果汁40％の白桃ジュースと果汁10％の完熟南
高梅ジュースのドリンクセット。果実そのものの
美味しさを存分にお召し上がりください。

真っ白いそば粉を使用し、紀州南高梅を練り込
んだ優しいピンクの蕎麦です。ほんのりした酸味
と優しいピンクが爽やかです。

■内容量：梅そば160ｇ×3、そばつゆ26ｇ×6　■塩
分：約4.2%　■賞味期間：常温で製造日より365日

紀州南高梅入り　梅そば
円（税込・送料込）2,500Ｅ74

商品番号

500個

和歌山みな
べ営業所

オススメ
和歌山みな

べ営業所

オススメ

■内容量：①はちみつ梅400ｇ1個、②紀州産きざみ梅90g1
個、③梅干し屋さんのカリカリ梅ひじき100g1個　■塩分：
はちみつ梅約２．７％、きざみ梅約１２％、梅ひじき約１２％
■賞味期間：はちみつ梅…常温で製造日より240日、きざみ梅
…常温で製造日より90日、梅ひじき…常温で製造日より60日

紀の国【梅】倶楽部
円（税込・送料込）3,700Ｅ64

商品番号

梅干(１種類)とカリカリきざみ梅
(2種類)のセットです。塩分約2.7％
の控えめな梅干と、カリカリきざみ
梅の食感をお楽しみ下さい。

和歌山みな
べ営業所

オススメ

梅1粒まるごと使用した、チョット贅沢に2種類の「梅」茶漬けを楽しんで頂
ける梅干し専門店の茶漬けセットです。

■内容量：贅沢「梅」茶漬け（紀州南高梅（甘仕立て）1粒+お茶漬けの素5ｇ）×6袋、
山椒だし茶漬け（紀州南高梅（甘仕立て）1粒+山椒だし茶漬けの素6ｇ）×3袋
■賞味期間：常温で製造日より365日

梅干し専門店の
贅沢「梅」茶漬け　2種詰め合わせ

円（税込・送料込）3,000

Ｅ70
商品番号

クセになる美味しさ！　焼肉・卵料理・お寿司の醤油・豆腐料理（冷奴等）
様々なシーンにご利用下さい。料理レシピ付き。

■内容量：福山通運様　オリジナルセット　梅塩糀90ℊ・梅醤油糀90ℊ・燻製梅塩糀90ℊ
各1個　■賞味期間：常温で製造日より180日

特選
梅糀３種セット

円（税込・送料込）3,000

Ｅ71
商品番号

（株）紀の国食品

（株）大西食品

機能性
表示食品

3 ※写真はイメージです 4※写真はイメージです

福山通運様/梅干しフェア/P03_P04/9校（21.7.9）



年 間 
商 品

■内容量：梅こぶ茶スティックタイプ2ｇ×24・うめ玉セット35ｇ×２袋
■賞味期間：梅こぶ茶…常温で360日、うめ玉…常温で180日

梅こぶ茶・
うめ玉セット

円（税込・送料込）2,000

Ｅ82
商品番号

紀州南高梅をアカシア蜂蜜とはちみつ酢に漬け込み
ました。

新商品

■常温で製造日より6ヶ月　■容量：500ｇ×6本　■形態：スクイズボトル　■入数：6本/箱　
■商品コード：㉓100043　※繁忙期は、納品が遅れる場合がございますので、ご了承下さい。

毛利醸造　お好みソースギフト  500ｇ×6本セット
円（税込・送料込）3,200386

商品番号

■ 内容量：24食
円（税込・送料込）5,400

フリーズドライバラエティ
Z04
商品番号 大分県産 乾ししいたけ 

170ｇ

■ 内容量：170ｇ

円
（税込・送料込）
4,300Z10

商品番号
220ｇ

■ 内容量：220ｇ

円
（税込・送料込）
5,400Z11

商品番号

コピー用紙
Ｂ5

■内容量：1箱5,000枚入　※500枚×10包
円（税込・送料込）2,220Z35

商品番号

Ａ4

■内容量：1箱5,000枚入　 ※500枚×10包
円（税込・送料込）2,570Z36

商品番号

Ｂ4

■内容量：1箱2,500枚入　※500枚×5包
円（税込・送料込）2,220Z37

商品番号

Ａ3

■内容量：1箱2,500枚入　※500枚×5包
円（税込・送料込）2,820Z38

商品番号

■ 内容量：20食
円（税込・送料込）3,500

みそ汁、お吸い物セットZ03
商品番号

■内容量：（ダブル114mm幅
　25m巻×12R）×8

吸水
シャワリン

円（税込・送料込）3,060
Z98
商品番号

■内容量：（ダブル114mm幅　
25m巻×12R）×8

薔薇の
おもてなし

円（税込・送料込）3,060
Z99
商品番号

■内容量：6ロール4パック入り　105mm幅65m巻き

宅配エコワンタッチ
コアレス（ダブル）

円（税込・送料込）2,800
Z88
商品番号

■ 内容量：500mℓ×24本

福の水
円（税込・送料込）2,700

Z63
商品番号

■ 内容量：軟水（2ℓ×6本）

まつばら源泉
円（税込・送料込）2,700

Z64
商品番号

■ 内容量：500mℓ×24本

緑茶
円（税込・送料込）2,400

P56
商品番号

■ 内容量：500mℓ×24本

ほうじ茶
円（税込・送料込）2,400

P57
商品番号

■ 内容量：190g×30缶

ブラックコーヒー
円（税込・送料込）3,000Z92

商品番号

■ 内容量：190g×30缶

ブレンドコーヒー
円（税込・送料込）3,000Z93

商品番号

福井県産梅の果肉豊かな3Lサイズを使用した
甘さ控えめのはちみつ梅干。

福井県産紅映梅（べにさし
うめ）の大粒３Ｌサイズを使
用し、4種類の味が楽しめる
和紙個包装のセットです。

福井県産完熟梅を使用した
シロップと福井の名水（名水
百選：「雲城水」）で仕上げた
ゼリーです。梅本来の旨み、程
よい酸味で非常に食べやすく
なっております。

福井県産梅の果肉豊かな3Lサイズを使用した
うす味でさっぱりとした甘くない梅干。

福井県産梅の果肉豊かな3Lサイズを使用した
昔ながらの着色料・保存料不使用のしそ漬梅干。

■内容量：650g　■塩分：約10%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

うす塩味
福梅ぼし（大粒）

円（税込・送料込）3,300

Ｅ77
商品番号

■内容量：650g　■塩分：約15%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

しそ漬
福梅ぼし(大粒）

円（税込・送料込）3,300

Ｅ78
商品番号

■内容量：650g　■塩分：約7%
■賞味期間：常温で製造日より180日 

はちみつ
福梅ぼし（大粒）

円（税込・送料込）3,300

Ｅ79
商品番号

■内容量：うす塩味梅干和紙個包装（３Lサイズ20g×5個）・しそ漬梅干和紙個包装（３
Lサイズ20g×5個）・はちみつ梅干和紙個包装（3Lサイズ20g×5個）・こんぶ梅干和紙
個包装（3Lサイズ20g×5個）　計20個　■塩分：うす塩味10％、しそ漬15％、はちみつ
7％、こんぶ8％　■賞味期間：常温で製造日より180日 

禅風味<極>4種セット
円（税込・送料込）5,400Ｅ75

商品番号

■内容量：130ｇ×12袋
■賞味期間：常温で製造日より90日 

蜜うめゼリィ　130g×12個セット
円（税込・送料込）4,200Ｅ76

商品番号

肉厚で香り豊かな梅を丸ごと1個ゼリーに入れました。

■内容量：8個入り（1個120ｇ）
■賞味期間：常温で製造日より30日

金ノ梅ノ美「黄金の梅」
まるごと生ゼリー

円（税込・送料込）3,000

Ｅ81
商品番号

福井越前営
業所

オススメ

京都支店
オススメ

三次営業
所

オススメ

■内容量：はちみつ梅干　9粒入り　■塩分：約5％
■賞味期間：常温で製造日より180日

紀州南高梅　
はちみつ梅干

円（税込・送料込）3,500

Ｅ83
商品番号

カリカリ梅の開発メーカー・赤城フーズがつくる
国産のカリカリ梅です。

■内容量：2袋（1袋あたり：400ｇ）
■賞味期間：常温で製造日より150日

元祖カリカリ梅「梅ごとく」
大袋2袋セット

円（税込・送料込）3,600

Ｅ80
商品番号

前橋支店
オススメ

創業安政元年京都ちきりやより北海道の昆布のうま
味と梅の風味が溶け合った優雅な味わいの梅こぶ茶
と紀州南高梅の梅ぼし果肉を丸めた梅干し気取りな
かわいい小粒のうめ玉のセットをお楽しみください。

株式会社ちきりや（株）福梅

新珠製菓株式会社赤城フーズ株式会社

株式会社山田養蜂場

贈答用 贈答用

5 ※写真はイメージです 6※写真はイメージです
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