
伊都地方の
農林産物食材コレクション

～ 生産量は少ないが“キラリ”と輝く

伊都地方の農林産物達を集めました ～

和歌山県伊都振興局



（H26.3編集）

伊都振興局

和歌山県北東部に位置する伊都地方は、隣接する大阪府、奈良県

と世界遺産の霊峰高野山を繋ぐ交通・文化の要所にあり、古くから

人や物資の交流の盛んな地域でした。

この様な背景から、多種多様な農林産物が各地からもたらされま

したが、一部は廃れたものの、今もなお地域に根付き、生産が継続

されてきたものもあります。

その中には柿の様に全国第一位の生産に至っているものもある一

方で、僅かな量でありますが知る人ぞ知る「一品」作りのために、

急峻な伊都地域の地形と、気象を上手く活用しながら生産されてい

るものもあります。

今般、伊都振興局では上記の様な農林産物をいくつか取り上げ、

その由来や特徴を本書に取りまとめてみました。

当地自慢の一品をぜひお手に取っていただき、その魅力を感じて

いただければと思います。
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ハウス柿、紀の川柿、完熟大玉富有「夢」（カキ）

○特 徴：

渋柿（刀根早生、平核無）のうち、ハウス

栽培は１～２月からビニールハウス内を加温

して生育を促進させ、８月に収穫期を迎える。

一足早く秋の訪れを感じる果実は毎年皇室に

献上されている。

紀の川柿は樹上でポリ袋で果実を包み、ア

ルコールによる脱渋処理をすることで、果肉

に褐斑が生じ、独特の食感を醸し出す。

１１月上中旬に成熟期を迎える九度山町内

の甘柿の富有を樹上でさらに成熟させ、大玉、

高糖度、かつ着色良好なものを厳選し、「夢」

ブランドとして出荷している。

○来 歴：

ハウス栽培及び樹上脱渋はともに昭和５０

年代半ばから取り組まれている。

「夢」は平成２２年から出荷・販売が始まっ

た。

○ 旬 ：ハウス柿 ８月 紀の川柿 １０～１１月中旬

完熟大玉富有１１月下旬～１２月中旬（主に市場向け）

○産 地：ハウス柿 かつらぎ町、橋本市 紀の川柿 伊都管内全域

富有の完熟「夢」 九度山町（限定）

○生産量：ハウス柿 ３８ｔ 紀の川柿 １７８ｔ 「夢」 ３５３ｋｇ

（いずれもＨ２５年出荷実績）

ひと手間、ふた手間を掛けた柿をご賞味あれ！！

○問い合わせ先：ＪＡ紀北かわかみ（代表 0736－42―5361）

○販売単位：果実単位～段ボール箱単位（２～７.５ｋｇ）
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ネーブルオレンジ（カンキツ）

○特 徴：

香り高く、甘味と酸味のバランスの良いス

イートオレンジ。果頂部にへそ（navel）に

似た窪みがあることから、こう呼ばれる。

輸入品のイメージがあるが、日本では４大

晩柑（はっさく・いよかん・夏ミカン・ネー

ブル）の１つとして親しまれてきた。本県で

はかつらぎ町が県内一の生産量を誇る。

○食べ方：

カットして生食する他、ジュースとしても

利用される。

○来 歴：

19世紀末、のちにネーブル王と呼ばれた

堀内仙右衛門が、アメリカで人気があったワ

シントンネーブルを日本で最初に紀北地方へ

導入した。その後、栽培方法を確立しネーブ

ル増産に成功した。

紀北地方はネーブル発祥の産地として栽培

が続けられ、かつらぎ町では今もネーブル栽

培が根付いている。

○ 旬 ：12月上旬～3月上旬

○産 地：かつらぎ町

○生産量：５３５ｔ（Ｈ24年度）

○問い合わせ先：ＪＡ紀北かわかみ（代表 0736－42―5361）

○販売単位：箱、袋

甘くてジューシーな味わいが楽しめるネーブルオレンジ
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ブドウ

○特 徴：

伊都地方が県内一の産地である。主に栽培

されている品種は、橋本市では巨峰、かつら

ぎ町ではピオーネが中心で、大粒で食味が良

い。

ブドウは種なし栽培が主流となってきてい

るが、橋本市では今でも種有りの巨峰が栽培

され、高い糖度とコクのある味に人気がある。

かつらぎ町では、ブドウの観光農園が盛ん。

○来 歴：

橋本市では、戦後間もなく巨峰を導入した。

当時は、栽培方法も確立されておらず、粒の

多い房作りが難しい栽培品種であった。栽培

技術の改良に取り組み、昭和40年代後半から

生産が安定するようになり、産地化が進んだ。

かつらぎ町では、昭和50年頃に当時育成さ

れたばかりの新品種ピオーネを導入した。種

なし栽培で取り組み、現在では観光農園も行

われている。

○ 旬 ：7月下旬～9月上旬

○産 地：橋本市、かつらぎ町

○生産量：約７ｔ（H２５年度）

○問い合わせ先：やっちょん広場（代表 ０７３６－３３―２５００）

かつらぎ町観光協会（代表 ０７３６－２２―０３００）

○販売単位：箱

果物の中でも甘さはピカイチ、不動の人気
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朝倉（サンショウ）

○特 徴：

ブドウサンショウに比べると小果だが、数

日早く収穫される。伊都地方で栽培されてい

る朝倉サンショウはその香りを楽しむために

「未熟」な段階で収穫している。収穫時期が

早すぎると小果となり、遅すぎると果実内の

種が硬くなるので短い適期の中で収穫されて

いる。

○食べ方：

佃煮や煮付けの味付けとして利用すること

が多い。生の果実を冷凍保存するとほぼ周年

利用することができる。

○来 歴：

当地への導入起源は不明であるが、急峻で、

日照時間が短く、時に霧が発生する山間地で

の生育に適した「軽量」の作物として古くか

ら導入されていたと考えられる。

○ 旬 ：５月下旬～６月上旬

○産 地：かつらぎ町、九度山町、橋本市

○生産量：約４トン（Ｈ２５年度）

○問い合わせ先：ＪＡ紀北かわかみ直売所

「やっちょん広場」（0736－３３―２５００）

○販売単位：パック（数百グラム単位）

果実の鮮烈な香りと味わいが料理のアクセントに
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クリ

○特 徴：

秋の味覚を代表するクリは、和歌山県内で

はかつらぎ町が最も多く、観光農園を中心に

栽培されている。県内はもとより大阪方面か

らも、クリを求めてかつらぎ町を訪れ、はさ

み片手にクリを拾う。

○食べ方：

焼き栗、蒸し栗、栗ごはん

○来 歴：

昭和４０年代前半にかつらぎ町で栽培がは

じまった。現在では９haほど栽培されている。

代表的な品種は「銀寄」、「森早生」、「筑波」

である。

○ 旬 ：9月中～10月中旬

○産 地：かつらぎ町

○問い合わせ先：かつらぎ町観光協会（代表 ０７３６－２２―０３００）

和歌山でクリ拾いするなら、かつらぎへ
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はたごんぼ、若ごぼう（ゴボウ）

○特 徴：

一般的にゴボウと言えば、細く長く、根の部分のみを食べるもの。伊都地方では普
通ではない（？！）ゴボウが生産されている。
橋本市西畑地区の「畑ごんぼ」は、春に種播、冬に収獲する。普通なら細く長いゴ

ボウになるはずが、地域特有の土壌により、とても太く長く育ち、香り高く柔らかい
ゴボウに変化する。
また、橋本市河北地域で栽培される「若ごぼう」は、秋に種播、初夏に若採りし、

茎も根も味わえる。どちらも季節の味として、風味・香りが豊かなゴボウとなってる

〈はたごんぼ〉

○食べ方：煮物、汁の具、炊き込みご飯等。加工品（商品名：はたごんぼあられ）

○来 歴：

地元の国城山麓では江戸時代からゴボウの産地であった

が、次第に生産が減り、数十年前には途絶えてしまった。

産地を復活させようと２００８年から試作的に栽培、本格

的に取り組むため、井関農機や県、橋本市の支援を受け特

産化を目指している。

○ 旬 ：１２月～２月

○産 地：橋本市西畑地区

〈若ごぼう〉

○食べ方：煮物、汁の具、炒め物等に。

○ 旬 ：５月下旬～６月中旬

○産 地：橋本市（河北地域）

○生産量： ４ｔ（Ｈ２４度）

○問い合わせ先：ＪＡ紀北かわかみ（代表 0736－42―5361）

○販売単位：６０～１２０本入り／箱（Ｌ、２Ｌ、３Ｌ）

冬に収獲！長く太い、幻の「はたごんぼ」

初夏に収獲！茎も食べられる「若ごぼう」♪

○問い合わせ先：くにぎ広場・農産物直売交流施設組合（0736－32－2209）

はたごんぼあられ：橋本商工会議所（0736－32－000４）

○販売単位：グラム単位から
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高野の花ミョウガ

○特 徴：

霊峰高野山の冷涼な気候と豊かな自然の中

で生産されたミョウガは、清涼な香りと美し

い色で市場から高い評価を受けている。

○食べ方：薬味、酢漬け、味噌汁の具に。

○来 歴：

昭和４３年に高野町富貴地区に導入され、

昭和４０年代後半から栽培が拡大した。この

頃から、木材の全面輸入自由化により林業が

不振となり、磨き丸太に代わる品目としてミ

ョウガ栽培が普及してきた。

○ 旬 ：７月～９月

○産 地：高野町富貴・筒香

○生産量：５.６ｔ（Ｈ２５年度）

○問い合わせ先：ＪＡ紀北かわかみ（代表 0736－42―5361）

○販売単位：箱つめ１ｋｇ入・２ｋｇ入

霊峰高野の冷涼な気候で栽培した

色よし香りよしの花ミョウガ
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天野の米、夏秋キュウリ、夏秋トマト

○特 徴：

標高４００ｍという天野高原の立地条件によ

る、昼夜の寒暖差、冷涼な気候、そして美しい

水で生産された農産物の味は格別で、天野ブラ

ンドとして有名。

天野の米は粘り気と甘みがあり、炊きたては

もちろんだが、さめても美味しいと評判。また、

ＪＡの生産部会で栽培される天野米は、高野山

の総本山金剛峯寺に奉納されている。

トマトは甘みと酸味のバランスが絶妙、キュ

ウリは、みずみずしくうま味が濃縮されている。

この地域は比較的専業農家が多い地域でもあ

り、より手間をかけた栽培を行い、品質の向上

に力が注がれてる。

○ 旬 ：

米：周年

夏秋キュウリ：７月～９月

夏秋トマト ：７月～１０月

○産 地：かつらぎ町天野

天野高原の寒暖差が生み出した

美味しさが凝縮した農産物

○問い合わせ先：ＪＡ紀北かわかみ（代表 0736－42―5361）

直売所 やっちょん広場、天野の里物産販売所ようよって等

○販 売 単 位：直売所等において多様な形態で販売
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恋野のマッシュルーム（ツクリタケ）

○特 徴：

マッシュルーム（和名：ツクリタケ）は、世界

で最も生産されているキノコ類。

ビタミンB群や食物繊維、うま味成分であるグ

ルタミン酸などの栄養素を豊富に含有する。

橋本市恋野地区にある近畿最大級の生産施設で

は、最先端の技術と徹底した品質管理のもと、ホ

ワイト種やブラウン種などが通年生産されている。

○食べ方：

シチューやパスタ、グラタンなどの具材として

人気があり、西洋料理には必要不可欠な食材であ

るほか、最近では和食にも使用されている。また、

キノコ類の中では珍しく生で食すこともできる。

○産 地：橋本市恋野

味良し、香り良し、形良し、マッシュルームを恋野から

○問い合わせ先：株式会社 恋野マッシュルーム（０７３６－２６－５０１１）

http://koino-mush.jp/index.html

○販売単位：パック、箱
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ひねどり・親鳥（鶏肉）

○特 徴：

ひねどりとは卵を産む役目を終えた鶏のこ

と。橋本市は和歌山県内の採卵養鶏の約５０

％を占める卵の大産地。飼育期間がブロイラ

ーに比べ長いため、身が引き締まっていて少

しカタいが、噛めば噛むほど旨みがでる。精

肉は地元産品直売所などで売られているが、

一般にはあまり流通しておらず希少な肉。

○食べ方：

おいしい出汁がでるので、鍋、特にすきや

きの人気が高い。あぶり焼きを生姜醤油やポ

ン酢で食べると絶品！軽く煮たレバーや金柑

卵などもおいしい。

○ 旬 ：通年

○産 地：橋本市

○生産量：約３６ｔ

○問い合わせ先：橋本商工会議所

ＴＥＬ０７３６－３２－０００４

http://www.hashimoto-cci.or.jp/

○備 考：

２０１０年より橋本商工会議所では、ひねどりを使用した新

メニューの開発に乗り出し、“ひねメニュー”を扱う地元の飲

食店や食品事業者のマップを作成。ご当地レトルトカレー「ひ

ねキングカレー」も発売。

年を重ねた分だけ味が濃い！

噛めば噛むほど鶏本来の味が楽しめるお肉
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コゴミ（クサソテツ）

○特 徴：

コゴミは、春に出た新芽を食べる、アクがなく調理

しやすい山菜。天ぷら、和え物、炒め物など和洋中の

料理に幅広く活用できる。また、鮮やかな緑色やかわ

いらしい形を活かして添え物としても活用できる。か

つらぎ町志賀の冷涼で豊かな自然の中で生産された

『高野山麓コゴミ』は、軸が太くておいしく、ブラン

ド化され販売されている。

○食べ方：【きれいなコゴミグリーンを楽しもう】

沸騰したお湯で１～２分程度ゆで、さっと冷水にさ

らすと、鮮やかな緑色が長続きし、サラダや和え物、

添え物としていただける。生産者の間で定番の最も好

評な調理法は天ぷらであるが、くせがないのでお好み

の味でお試しを。

○来 歴：

コゴミは、かつらぎ町志賀地区に古くから自生して

おり、一般に流通するコゴミにひけをとらないことが

わかった。そこで、平成１７年に志賀地区住民と和歌

山県林業試験場、伊都振興局林務課が共同で栽培実証

試験を開始し、平成２５年３月には志賀コゴミのブラ

ンド化を目指し『高野山麓コゴミ生産組合』が設立さ

れた。

○ 旬 ：４月～５月

○産 地：かつらぎ町志賀地区

高野山麓の山村志賀で自然栽培

自然の恵みと山里の真心が味わえます！！

○問い合わせ先：かつらぎ町地域観光案内・産品販売所

（０７３６－２６－７７７０）

○販売単位：パック詰め ５０ｇ～１００ｇ
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高野松茸（マツタケ）

○特 徴：

香りマツタケと言われるように、マツタケ

は香りを楽しむキノコであり、高野のマツタ

ケは特に香りが強いと評判。

自然豊かな高野山で育ち、密度が高くずっ

しりとした重みのある高野松茸は、味も香り

もぎゅっと凝縮された最高級品。

昔から京都の老舗料亭を中心に出荷されて

いるので、一般にはなかなか手に入らない希

少な食材。

○食べ方：【秋の香りを楽しもう】

松茸ご飯にお吸い物、土瓶蒸し、茶碗蒸し、すき焼き、天ぷら・・・松茸の食べ

方はたくさん。

香りを活かして、秋の味覚をご賞味あれ。

○来 歴：

古くから高野の富貴、筒香地域には広く松林があり、住宅用材や薪、また名産で

ある「うす板」づくりなど幅広く活用されてきた。

地域の方々が松林を里山として丁寧に利用し続け、秋には旬の「松茸」の収穫を

楽しんできた。

○ 旬 ：９月～１１月

○産 地：高野町 富貴、筒香地区

○問い合わせ先：橋本共栄青果市場（０７３６-３２-０１２５）

○販売単位：１本から

自然豊かな高野山の恵み

香り豊かな最高級品 高野松茸


