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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２９９号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽∽

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、国内のイベントが次々と中止
になっています。そのため、今回の『TOKYO KEY STATION』第２９９号は、
和歌山県関連の商品紹介を中心に構成しています。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．南紀白浜 新ＩＴビジネスオフィス「Anchor（アンカー）」の入居
    企業を募集します

２．日本ルナ株式会社から
　　和歌山県産「南高梅」果汁を使用したヨーグルトを新発売！

３．国分グループ本社株式会社から
　　「和歌山県産まぐろ」の中骨だしを使用したラーメンを発売！

４．UHA味覚糖株式会社から
　　「有田みかん果汁」を使用した『有田みかんグミ』を発売！

５．資生堂パーラー銀座本店　サロン・ド・カフェ『2020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！

６．あで～！和歌山から全世界に配信スタート！
　　桂枝曾丸（かつら しそまる）「和歌山弁落語」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山県が東京2020大会記念品プロジェクトに参画しました

２．南紀白浜空港⇔東京（羽田空港）便の大型化記念！
　　～サポーターズクラブの設立及び記念キャンペーン実施～

３．「ポケットマルシェ」に和歌山県特設サイトをオープン！
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．南紀白浜 新ＩＴビジネスオフィス「Anchor（アンカー）」の入居
    企業を募集します

　　和歌山県では、以前よりIT企業誘致に力を入れており、白浜町周辺
　　では、10を超える企業の誘致が実現しております。
　　今般、新たなITビジネスオフィスとして、2020年夏に完成予定であ
　　る「Anchor（アンカー）」（白浜町・民設民営）への入居企業の募
　　集を開始しました。
　　日本有数のリゾート地である白浜町で、通勤時間を気にせず自然に
　　囲まれながら仕事をすることで、新しいアイデアが生まれ、生産性
　　の向上も期待されます。また、首都圏からのアクセス（羽田空港
　　⇔南紀白浜空港が約1時間）も良いため、サテライトオフィスとして
　　最適です。
　　ご興味を持たれた企業様は、是非ご一報ください。

　《建物概要》
　　施設名称   ：Anchor（アンカー）
　　施設管理者 ：オーエス株式会社
　　所在地　　 ：和歌山県西牟婁郡白浜町１３１３
　　構造・規模 ：鉄筋コンクリート造・地下１階付地上３階建
    用途　　　 ：事務所
    募集区画　 ：７室（約50㎡～90㎡）
　　入居可能日 ：令和2年8月1日
    問い合わせ ：企業立地課（電話：073-441-2748）
　　　　　　　　 東京事務所（企業誘致担当）（電話：03-5212-9057)

　　※各部屋の面積、賃料等の詳細はこちら
　　　https://wakayama-it.jp/news/?p=132

２．日本ルナ株式会社から
　　和歌山県産「南高梅」果汁を使用したヨーグルトを新発売！
　　
　　日本ルナ株式会社（代表取締役社長：石井 良彦 本社：京都府八幡
　　市）から、うめの収穫量日本一である和歌山県産 南高梅の果汁を
　　使った『バニラヨーグルト 和歌山県産 南高梅』が新発売されまし
　　た。
　　南高梅の爽やかな風味と生クリーム入りのコクのあるバニラヨーグ
　　ルトがマッチした味わいに仕上げられています。
　　さっぱりとしたフレーバーは春先から夏のシーズンにおすすめです。

　　商品名　　：バニラヨーグルト 和歌山県産 南高梅
　　販売期間　：令和2年3月2日（月）～9 月頃
　　容器・価格：1 個 88 円（税別）
　　　　　　　　3 個1パック 247 円（税別）
　　発売地域　：全国の量販店、コンビニエンスストア 他
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３．国分グループ本社株式会社から
　　「和歌山県産まぐろ」の中骨だしを使用したラーメンを発売！

　　国分グループ本社株式会社（代表取締役社長：國分 晃 本社：東京
　　都中央区）から、「和歌山県産まぐろ」の中骨からとった出汁を使
　　用した『だし麺 和歌山県産 まぐろ中骨だしラーメン』が発売され
　　ました。
　　まぐろの中骨をそのままお湯で煮出すことでまぐろの風味を残し、
　　コクのある味わいに仕上げられています。濃厚なスープとコシのあ
　　る熟成麺がよく絡み、まぐろのうまみをご堪能いただけますので、
　　ぜひご賞味ください。
　　
　　商品名　　　：だし麺　和歌山県産まぐろ中骨だしラーメン
　　販売期間　　：令和2年3月4日（水）～通年
　　容器・容量　：1食パック
　　小売希望価格：180 円（税別）
　　発売地域　　：全国（※10月までは、近畿・中部圏内は(株)オーク
　　　　　　　　　ワ104店舗のみで販売）

　　
４．UHA味覚糖株式会社から
　　「有田みかん果汁」を使用した『有田みかんグミ』を発売！

　　ＵＨＡ味覚糖株式会社（代表取締役社長：山田泰正 本社：大阪市中
　　央区）から、和歌山県産「有田みかん」の果汁を使った『有田みかん
　　グミ』が、３月１０日（火）から全国のファミリーマートで先行発売
　　されました。
　　『有田みかんグミ』は、ＵＨＡ味覚糖株式会社、和歌山県、有田市、
　　和歌山大学との連携により誕生しました。
　　濃厚な甘みと程よい酸味で、まるで有田みかんをそのまま食べている
　　ようなフレッシュな味わいに仕上げられています。また、パッケージ
　　は和歌山大学システム工学部の学生さんたちがデザインしたもので、
　　有田みかんを段ボールから出し、皮をむいて、まさに食べようとする
　　瞬間をイメージされています。
　　
　　商品名　　　：有田みかんグミ
　　販売期間　　：令和2年3月10日（火）～在庫なくなり次第終了
　　内容量　　　：40g
　　小売希望価格：103円（税別）／111円（税込）※参考価格
　　　　　　　　　※税込価格は、軽減税率対象商品のため8%で表示して
　　　　　　　　　います。
　　発売地域　　：全国のファミリーマートで先行発売
　　　　　　　　　※取扱いのない店舗もございます。

５．資生堂パーラー銀座本店　サロン・ド・カフェ『2020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！

　　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『2020 こだわりの“苺”フェア』に、「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」
　　が登場します。
　　東京で、和歌山県産“まりひめ”を使用した特別なパフェをお楽しみく
　　ださい！
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　　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：2020 年3月1日（日）～31日（火）
　　値 段：2,500円（税込）　　

６．あで～！和歌山から全世界に配信スタート！
　　桂枝曾丸（かつら しそまる）「和歌山弁落語」

　　地元和歌山を愛する「和歌山のおばちゃん」こと落語家 桂枝曾丸、傑作
　　集ばかりを集めた落語集1～5の計15演目を一挙に配信。
　　“かわいさ” “やさしさ” “あつかましさ”を表現した、笑いがてん
　　こ盛りの和歌山弁落語で“ほっこり”した時間をどうぞお過ごし下さい。

　　令和2年3月6日（金）から世界同時配信がスタート
　　iTune,レコチョク,Amazon music,Spotify　などにて配信

　　詳しくはコチラ
　　https://lnk.to/shisomaru_katsura

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山県が東京2020大会記念品プロジェクトに参画しました
　　
　　本県は、2019年5月、東京都及びオリンピック･パラリンピック競技大会
　　組織委員会が募集した「東京2020大会記念品プロジェクト」に参画し、
　　この度、紀州漆器（ひょうたん盃）が記念品として採用されました。
　　大会関係者（約1,200名程度）に対し、全国95品目の伝統工芸品の一つ
　　として贈呈されます。

　　※紀州漆器（ひょうたん盃）　　　
　　　400年以上の歴史を持つ紀州漆器。温暖な風土で育った和歌山のひょ
　　　うたんを素地として活用し、古来からの技法の一つである「根来塗」
　　　で一つ一つ丹念に作り上げた逸品。塗り物の持つ独特の深い味わいと、
　　　自然な風合いを残して丁寧に塗り上げています。
　　

２．南紀白浜空港⇔東京（羽田空港）便の大型化記念！
　　～サポーターズクラブの設立及び記念キャンペーン実施～
　　
　　南紀白浜⇔羽田間で大型機材、ボーイング737-800型機の定期就航が決定
　　したことを記念して、入会するとお得な特典が受けられる「南紀白浜空
　　港サポーターズクラブ」を設立しました。
　　また、期間中に南紀白浜空港～羽田線を利用していただきました方を対
　　象に、毎月抽選で航空券や特産品が当たる「大型化記念キャンペーン」
　　を実施中。機材が大型化し、より便利になった南紀白浜空港の利用をお
　　願いします。

　　【南紀白浜空港サポーターズクラブについて】
　　加入対象
　　　・法人及び個人（県内に限らず、どなたでも加入いただけます。）
　　加入特典
　　　１．空港レストランでお食事の際、コーヒー１杯無料サービス
　　　２．空港内店舗でお買い物の際、１０％割引（一部商品を除く）
　　　３．南紀白浜空港の便利でお得な情報の提供
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　　　４．空港内広告スペースでの企業広告を一定期間無料使用
　　　５．希望する企業は、サポーターズクラブホームページに参加
　　　　　企業として掲載
　　入会費・年会費
　　　・無料

　　【機材大型化キャンペーンについて】
　　期　　間：令和元年10月27日（日）～令和2年3月28日（土）
　　対　　象：期間中に南紀白浜⇔東京（羽田）便を利用した方
　　賞　　品：A 賞：南紀白浜⇔東京（羽田）往復航空券 毎月2名
　　　　　 　 B 賞：プレミア和歌山詰合せ5000 円分(送料込) 毎月4名
　　応募方法：今後、空港等で配布を予定しているチラシ（ハガキ付）の
　　　　　　　郵送、空港設置の応募箱への投函
　　
　　※詳しくはこちら
　　　http://shirahama-airport.jp/

３．「ポケットマルシェ」に和歌山県特設サイトをオープン！

　　和歌山県では、株式会社ポケットマルシェとの連携により、県内のポケ
　　ットマルシェ登録生産者・商品が一覧できる特設サイトをオープンしま
　　した。
　　ポケットマルシェは、スマートフォンで簡単に、農家と直接やりとりを
　　しながら旬の食べ物を買うことができるオンラインマルシェです。
　　作り手たちの想いが詰まった、懐かしい地元の味をお探し下さい！

　　※詳しくはこちら
　　　https://poke-m.com/wakayama-meshi

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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～
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　　　「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】

　新型コロナウイルスへの感染が拡大しています。
　
　政府は拡大防止策を次々に講じているところですが、今のところ収束
　には至っておりません。
　本県でも感染が原因でお亡くなりになった方がいらっしゃいます。
　心からご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々にお悔やみ申し上
　げます。

　今は我慢の時です。一日でも早く平穏な日常に戻るよう、手洗いの徹底
　など地道な努力を続け、ウイルスを撃退しましょう。　　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２９９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、令和2年4月8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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