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※このメールマガジンは、希望される方、名刺交換等により面識を得た方々
に配信しております。ご迷惑になる場合は、メールマガジン最終部分にアド
レスを記載しておりますので、その旨ご連絡ください。

和歌山県東京事務所メールマガジン
『TOKYO KEY STATION（東京紀伊ステーション）』第２８３号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽
年度末に差し掛かり、皆様色々お忙しい日々を過ごされていることと思いま
す。
『春は出会いと別れの季節』
別れの後には素敵な出会いがあることを信じて、忙しい毎日を乗り切りまし
ょう。
それでは『TOKYO KEY STATION』第２８３号をお届けします！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」が東京で開催！【〆切迫る】
　　
２．高野山金剛峯寺襖絵完成記念「千住博展」が横浜で開催！

３．「第3回高野山・龍神温泉ウルトラマラソン」エントリー受付中！

４．資生堂パーラー銀座本店　サロン・ド・カフェ「2019こだわりの苺フェ
　　ア」に“まりひめ”のスペシャルストロベリーパフェが登場！【残り期
　　間わずか】

５．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で春柑橘を特
　　集！ 

６．「ねんりんピック紀の国わかやま2019」大会メダル完成！

７．温泉総選挙2018で「南紀勝浦温泉」及び「やどり温泉いやしの湯」が
　　賞を獲得！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「わかやま紀州館mini」が乗馬クラブクレインの全国店舗にオープン！ 

２．アサヒ飲料株式会社が県産「南高梅」を使用した『三ツ矢梅』を発売中！

３．女優・笛木優子さんが南紀・熊野灘〔和歌山県〕をナビゲート 「旅色」
　　タイアップ特別誌を公開！

４．カルビー株式会社が県産「南高梅」を使用した『ポテトチップスクリス
　　プ　梅しお味』を発売中！

５．株式会社伊藤園が『瞬間パック 和歌山みかん』を発売中！

ページ(1)



283
６．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

７．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」が東京で開催！【〆切迫る】
　
　　「結縁灌頂」（けちえんかんじょう）とは、仏様とご縁を結ぶ真言密教
　　における最も尊い儀式です。通常、高野山で開催される本儀式に、東京
　　でもご参加いただけます。
　　「結縁灌頂」にご参加いただくことで、日々の生活で溜まった心の埃
　　（迷い・不安）が消え去り、正しい道にお導きいただける功徳を授かる
　　ことができると言われています。
　　心の再生をはかるために一度ご参加されてはいかがでしょうか？

　　●日程　平成３１年４月５日（金）～７日（日）
　　●場所　高野山東京別院
　　　　　（東京都港区高輪３丁目１５－１８）
　　●入壇料　事前予約申込（1名様）１０，０００円
　　　　　　  当日申込（1名様）　　１２，０００円
　
　　※詳しくはこちら
　　　https://kekj.info/
　　

２．高野山金剛峯寺襖絵完成記念「千住博展」が横浜で開催！

　　世界的に活躍する画家・千住博が、画業40余年の集大成として障壁画
　　《断崖図》、《瀧図》を世界遺産・高野山金剛峯寺の大主殿に奉納す
　　ることとなりました。
　　
　　本展では、奉納する渾身の襖絵を国内外で初めて公開するとともに、
　　これまでの主要作品を併せて展示します。
　
　　○期　　間　2019年3月2日（土）～4月14日（日）
    ○開館時間　10:00～20:00
　　○会　　場　そごう美術館
　　　　　　　　（横浜市西区高島2-18-1）
　　○入 館 料　大人1,300円（1,100円）
　　　　　　　　大学・高校生800円（600円）
　　　　　　　　中学生以下無料
　　　　　　　　＊（　）内は前売・団体料金
　　
　　※詳細はこちら
　　　https://www.nhk-p.co.jp/event/detail.php?id=896

３．「第3回高野山・龍神温泉ウルトラマラソン」エントリー受付中！
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　　世界遺産・高野山の地を舞台としたウルトラマラソンへの挑戦者
　　を募集しています。
　　世界遺産の町「高野山」や美人の湯「龍神温泉」を舞台にした壮
　　大な景色が望めるマラソンコースです。
　　過酷なレースを乗り越えて、新しい自分を切り拓け！　　

　　○開催日　　2019年6月9日（日）※雨天決行（警報発令時除く）
　　○会　場　　高野龍神スカイライン（和歌山県高野町、田辺市）　　
　　○参加費　　【100kmの部】18,000円
　　　　　　　　【 50kmの部】11,000円
　　○申込方法　公式ホームページエントリーサイトより
　　○申込〆切　2019年4月19日（金）23:59
　　
　　※お申し込み、詳細はこちら
　　　http://jtbsports.jp/contents/koyaryujin/

４．資生堂パーラー銀座本店　サロン・ド・カフェ「2019こだわりの苺フェ
　　ア」に“まりひめ”のスペシャルストロベリーパフェが登場！【残り期
　　間わずか】
　
　　創業100年を超える「資生堂パーラー」の銀座本店サロン・ド・カフェ
　　で開催されている「2019年こだわりの苺フェア」で、「和歌山県日高郡
　　はないちご農園産“まりひめ”のスペシャルストロベリーパフェ」が
　　味わえます。
　　残り期間わずかです！

　　○場　所　資生堂パーラー銀座本店　サロン・ド・カフェ
　　　　　　　（東京都中央区銀座8-8-3　東京銀座資生堂ビル3F）
　　○期　間　2019年3月1日（金）～31日（日）
　　○値　段　2,380円（税込）

５．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で春柑橘を特
　　集！

　　和歌山県産品のお取り寄せサイト　ヤフー・ショッピング「ふるさと和
　　歌山わいわい市場」において、春柑橘を特集しています。
　　美味しい清見、はっさく、不知火といった様々な種類の柑橘を栽培して
　　いる農家さんがたくさん出店していますので、ぜひこの機会に、和歌山
　　自慢の春柑橘をお召し上がり下さい！
　　
　　○特集期間　2019年4月30日（火）まで
　　○掲載場所　https://store.shopping.yahoo.co.jp/waiwai071700/　
　　　　
６．「ねんりんピック紀の国わかやま2019」大会メダル完成！

　　2019年11月9日（土）～12日（火）開催の第32回「全国健康福祉祭」（愛
　　称：ねんりんピック）和歌山大会のメダルが完成しました。
　　同メダルは、ねんりんピックで開催される交流大会や美術展の入賞者など
　　に贈呈。和歌山大会の記念となるよう、県花のうめをモチーフとし、紀州
　　漆器の技法で仕上げています。

　　※メダルデザインはこちら
　　　https://nenrin-wakayama2019.jp/2019/03/12/2882/
　　
７．温泉総選挙2018で「南紀勝浦温泉」及び「やどり温泉いやしの湯」が
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　　賞を獲得！

　　“旅して日本プロジェクト実行委員会”が主催する「温泉総選挙2018」
　　において、「南紀勝浦温泉」（那智勝浦町）が総務大臣賞を、「やどり
　　温泉　いやしの湯」（橋本市）がファミリー部門第1位及び特別賞のうち
　　COOL　CHOICE賞を獲得しました。
　　
　　＊「温泉総選挙」
　　　…今年で3年目となる、温泉地の活性化推進を目的とした全国民参加型
　　　　地域活性化プロジェクト。趣旨に賛同した全国の温泉地がその魅力を
　　　　アピールするため、9つの部門（リフレッシュ部門、うる肌部門、スポ
　　　　ーツ・レジャー部門、健康増進部門、ファミリー部門、歴史・文化部
　　　　門、女子旅部門、外国人おもてなし部門、絶景部門）から1部門を選択
　　　　してエントリーする。総エントリー数は120温泉地。
　　　
　　※詳細はこちら
　　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/information/wp-content/uploads/2019/03/20
190308_onsen.pdf
　　　https://onsen-ouen.jp/sousenkyo/2018/ranking/final
　　　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「わかやま紀州館mini」が乗馬クラブクレインの全国店舗にオープン！ 

　　全国に向けて和歌山県産品の魅力をPRし販売促進を図ることを目的とした
　　アンテナショップ「わかやま紀州館mini」が、乗馬クラブクレインの全国
　　27店舗にオープンしました。
　　　
　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28885_0.pdf
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28885_1.pdf

２．アサヒ飲料株式会社が県産「南高梅」を使用した『三ツ矢梅』を発売中！

　　和歌山県では、わかやま産ブランドの向上と県産食材の消費拡大を目的
　　に、食品メーカーの県産品採用に向けた取組を積極的に行っています。
　　現在、アサヒ飲料（株）から「南高梅の梅ピューレ」を使った『三ツ矢梅』
　　が発売中です。2013年の発売以来、『三ツ矢梅』ブランドの梅炭酸飲料は
　　ご好評を頂いていますが、新たに梅ピューレを使用することで、より一層、
　　上品で芳醇な香りとスッキリとした後味が感じられる味わいに仕上げられ
　　ています。今回より、大容量の1.5L容器も展開されています。

　　○商品名　三ツ矢梅 
　　○容器・容量　PETボトル 500ml、PETボトル 1.5L
　　○希望小売価格　500ml 140円（税別）、1.5L 320円（税別）
　　○発売日　平成31年1月22日(火曜日) 
　　○発売地域等　全国のコンビニ、量販店、ドラッグストア

３．女優・笛木優子さんが南紀・熊野灘〔和歌山県〕をナビゲート 「旅色」
　　タイアップ特別誌を公開！
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　　熊野灘捕鯨文化継承協議会（和歌山県観光振興課内）は、電子雑誌「旅色」
　　と提携し、豊かな自然が作り出す絶景、世界遺産の熊野古道をはじめとする
　　神秘的なスポット、海のアクティビティなど、多彩な観光資源を持つ南紀・
　　熊野灘〔和歌山県〕を特集する特別誌を公開しています。今回の特別誌では、
　　数々のドラマや映画で幅広い役柄を演じる女優の笛木優子さんが、和歌山県
　　の魅力を紹介しています。

　　○公開期間　平成30年12月25日（火）～平成31年3月25日（月）

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28605_0.pdf

４．カルビー株式会社が県産「南高梅」を使用した『ポテトチップスクリス
　　プ　梅しお味』を発売中！

　　和歌山県では、わかやま産ブランドの向上と県産食材の消費拡大を目的に、
　　食品メーカーへの県産品採用に向けた取組を行っています。
　　現在、カルビー株式会社から、県産「南高梅」を使った『ポテトチップス
　　クリスプ　梅しお味』が、発売中です。
　　この商品は、県産南高梅の絶妙な甘味と酸味のバランス、甘酸っぱい上品
　　な香りをお楽しみいただけ、食べ飽きない味に仕上がっています。

　　○販売期間　コンビニ　平成31年1月7日（月）～4月（予定）
　　　　　　　　量 販 店　平成31年1月14日（月）～4月（予定）＊期間限定
　　○販売地域　全国のコンビニ、量販店
　　※和歌山県産南高梅を梅肉パウダー中に90％使用しています。

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28578_0.pdf

５．株式会社伊藤園が『瞬間パック 和歌山みかん』を発売中！

　　株式会社伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）から、県産
　　「みかん」果汁を使った『瞬間パック 和歌山みかん』が、発売中です。
　　この商品は、おいしさがのる「旬の時期」に収穫した県産みかんを使用
　　したストレート100％飲料です。
　　旬のみかんを搾り、極力熱をかけず、そのままその日のうちに瞬時にパ
　　ックするこだわり製法により、まるでみかんをほおばるようなみずみず
　　しい味わいをお楽しみいただけます。

　　（商品概要）
　　○商品名：瞬間パック 和歌山みかん
　　○容器・容量：紙パック　２００ml
　　○希望小売価格：１５０円（税別）
　　○発売日：平成３０年１２月１０日（月）
　　○販売地域：全国のコンビニ、量販店（数量限定）

６．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

　　月末金曜の〝プレミアムフライデー〟は、和歌山へ旅に出かけてみま
　　せんか。限定宿泊プランや特別企画など、和歌山ならではの嬉しい楽
　　しい特典をたくさんご用意しています。プレミアムフライデーを和歌
　　山で過ごせば、きっと翌週からもリフレッシュした気持ちで頑張れる　
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　　はずです！

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/information/premium_friday/

７．和歌山大学古本募金にご協力を！

　　国立大学法人和歌山大学では、皆様から読み終えた本・DVD等をご提供
　　いただき、その査定換金額を大学に寄附いただく「古本募金」の取組を
　　行っています。
　　皆様から寄せられた寄附金は図書館の学生図書の充実に役立てられます。
　　皆様からのご支援をお待ちしております。

　　※お申し込み方法など詳しくはこちら
　　　http://kishapon.webinspire.jp/wakayama-u/index.html#aboutfund

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【アクセスしてください】
　■和歌山県メールマガジン・SNSリンク集（各種メルマガの登録はこちらから）
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/999999/sns.html
　■わかやま紀州館ホームページ（有楽町　東京交通会館地下1階）
　　県産の美味しい物産を取りそろえております。是非お立ち寄り下さい！
　　http://www.kishukan.com/
　■わかやま暮らし相談窓口「わかやま定住サポートセンター」
　　　ＮＰＯふるさと回帰支援センター内（有楽町　東京交通会館８階）
　　　　移住をご検討中の方々に、ぜひ、ご案内下さい！
　　　http://www.furusatokaiki.net/about/floor/wakayama_support/
　■産地直送の豊富な品揃え！「ふるさと和歌山わいわい市場」
　　http://store.shopping.yahoo.co.jp/waiwai071700/
　■和歌山の優れた産品が一杯「プレミア和歌山」
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/premierwakayama/　
　　 ○プレミア和歌山Facebook公式アカウント
　　　https://www.facebook.com/プレミア-和歌山-1769818676662913/
　　 ○プレミア和歌山Instagram公式アカウント
　　　https://www.instagram.com/premier_wakayama/
　■「熊野で健康ラボ」ホームページ
　　http://www.kumano-de-kenko.com/
　■和歌山の魅力が満載　和歌山県総合情報誌「和-nagomi-」web
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/
　■『ほっと！和歌山県』　～和歌山県広報リレーブログ～
　　　「癒しの聖地」、「食の宝庫」、「近畿の宝石箱」、和歌山県の
　　　ホットな情報をいち早くお伝えします。
　　http://wakayamapr.ikora.tv/
　■明日の和歌山を創る！わかやま企業応援ナビ
　　産業施策をまるごとお知らせ
　　http://www.wakayama-sangyo.com/
　■イベントカレンダーin東京（首都圏での和歌山関連イベント情報発信中）
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/tokyo/event/

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【編集後記】
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　もうすぐ桜の季節ですね。私の生まれ故郷（橋本市旧高野口町）は桜の
　名所で、4月上旬は庚申山（こうしんさん）という小さな山が桜一色と
　なります。
　橋本市の南側は、真田幸村で有名な九度山町。さらに南は高野山と、橋
　本・伊都地方には観光名所がたくさんあります。
　もちろん、西側のかつらぎ町でも、美味しいフルーツと世界遺産が楽し
　めます。
　訪れたことのない方は、春の旅行先として是非ご一考いただければ幸
　甚です。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２８３号 　編集長　

　最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
　次回送信は、4月10日（水）の予定です。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

（注）ご迷惑になる場合は、配信しないようにいたしますので、お手数ですが、
　　　下記までご連絡をお願いいたします。
　　　定期送信は、3週間に1回です。
　　　
　　　Email: e0006011@pref.wakayama.lg.jp

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
　和歌山県東京事務所　メールマガジン編集部
　　住　所　東京都千代田区平河町2-6-3
　　電　話　03-5212-9057 ＦＡＸ　03-5212-9059
　　メール　e0006011@pref.wakayama.lg.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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