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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313号

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

例年より一足早い節分が過ぎ、立春を迎えました。
三寒四温の日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

緊急事態宣言の延長が決まりました。
ご自宅で過ごす時間が長くなるこの時にこそ、
和歌山にぜひ触れていただければと思います。

まずは動画を１つご紹介させていただきます。

『サイクリング王国わかやま』プロモーション動画（YouTubeが開きます）
　★世界的著名サイクリスト「アルベルト・コンタドール」氏出演！★
　https://www.youtube.com/watch?v=2Y797nr6hvY

外出自粛が解除された際に、皆様の訪問先に和歌山が選ばれることを祈りつつ、
『TOKYO KEY STATION』第３１３号をお届けします。

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

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．わかやま紀州館「周年祭」を開催！！

２．「和歌山県産さくらびんちょうまぐろフェアin銀座」を開催します！

３．「第15回わかやま産品商談会in大阪」をＷＥＢを活用して開催します！

４．株式会社モスフードサービスから
　　和歌山県産「南高梅」の果汁を使用した商品を発売！

５．アサヒ飲料株式会社から和歌山県産「南高梅」使用『三ツ矢梅』を発売！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．東京・銀座「FARO」で和歌山「高野山」をイメージした精進イタリアン
　　コースが登場！

２．アンテナショップ「わかやま紀州館」通販サイトがオープン！

３．ジャイアントパンダの赤ちゃんの名前を募集中です！

ページ(1)



313.txt

４．再就職のための合同企業説明会（Web面談可）を開催します！

５．「和みわかやまっぷwith スタンプラリー」を開始しました！

６．スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施中！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．わかやま紀州館「周年祭」を開催！！

　　「わかやま紀州館」は令和3年2月9日に、オープン17周年を迎えます。
　　ご利用いただいている皆様へ感謝の意を込めまして、毎年恒例の「周年祭」
　　を開催します。ぜひお立ち寄りください。

　　期間：令和3年2月1日（月）～2月28日（日）

　　内容：①県内各地の自慢の菓子を集め期間限定で販売
　　　　　②県産品が当たる抽選会を開催
　　　　　③「生マグロ」を期間限定で直送販売
　　　　　④声優「中島由貴」さんの紀州館限定プロマイド写真をプレゼント
　　　　　⑤紀州館オンラインショップでの送料無料キャンペーン

　　※詳しくはこちら
　　http://www.kishukan.com/news/2021-01-29-3081/

２．「和歌山県産さくらびんちょうまぐろフェアin銀座」を開催します！

　　和歌山県漁業協同組合連合会との連携により、銀座料理飲食業組合連合会
　　加盟店のうち5店舗において、「和歌山県産さくらびんちょうまぐろフェア
　　in銀座」を開催します。
　　延縄漁法によって釣り上げ活け〆され、脂がほどよくのった紀州熊野に春
　　を告げる「さくらびんちょうまぐろ」をぜひお召し上がりください！

　　期　　間：令和3年2月4日（木）～2月10日（水）
　　　　　　　＊開催日は店舗により異なりますので
　　　　　　　　各店舗のホームページなどでご確認をお願いします。

　　参加店舗：福和　（天然ふぐ・日本料理）
　　　　　　　小松庵総本家 （そば・天ぷら）
　　　　　　　Up Town　（カリフォルニアダイニング）
　　　　　　　銀座小はれ日より　（創作薬膳 四川料理）
　　　　　　　鮨 おちあい　（寿司・海鮮料理）

　　※詳しくはこちら
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/d00206378.html
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３．「第15回わかやま産品商談会in大阪」をＷＥＢを活用して開催します！

　　例年「大阪マーチャンダイズ・マート」で行っている本商談会について、
　　今回は、和歌山県ホームページを活用して実施させていただきます。
　　本商談会では、国内外へ販路を拡大しようとする意欲にあふれた多くの
　　和歌山県内の事業者が出展しています。
　　関連事業に携わっておられる方がいらっしゃいましたら、以下のホーム
　　ページにてご案内いたします「商品情報シート」など各出展事業者情報
　　をご閲覧いただき、商談につなげていただきますようお願いいたします。

　　商談期間：令和3年2月4日（木）～12日（金）（9:00～17:00）
　　　　　　　【※土日祝のほか各事業者の定休日を除く】

　　商談方法：まずは以下の和歌山県ホームページでご紹介しております各
　　　　　　　担当者までご連絡をお願いします。
　　　　　　　
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/kokunai/d00205637.html
　　　　　　　　　

４．株式会社モスフードサービスから
　　和歌山県産「南高梅」の果汁を使用した商品を発売！

　　梅の収穫量日本一である和歌山県産「南高梅」の果汁を使用した商品が、
　　令和3年2月10日（水）から全国のモスバーガー店舗で発売されます。

　　商品名　　：まぜるシェイク 紀州南高梅
　　販売期間　：令和3年2月10日（水）～令和3年3月下旬頃まで
　　容器・価格：Sサイズ269円（税別）、Mサイズ334円（税別）
　　発売地域　：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
　　商品特徴　：バニラシェイクと和歌山県産南高梅果汁が合わさり、クリー
　　　　　　　　ミーな甘さのなかに、程よい酸味と爽やかな香りを楽しめる
　　　　　　　　味わいです。

　　※詳しくはこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/32639_0.pdf

５．アサヒ飲料株式会社から和歌山県産「南高梅」使用『三ツ矢梅』を発売！

　　収穫量日本一の和歌山県産「南高梅」の果汁とピューレを使った「『三ツ
　　矢』梅」が、2月2日（火）から、リニューアル発売されました。
　　今年はパッケージに「ギュッとクエン酸1000㎎配合」というアイキャッチ
　　が入ることで、クエン酸を含むことが分かりやすいデザインになりました。

　　商品名　　：「三ツ矢」梅
　　販売期間　：令和3年2月2日（火）～通年
　　容量・価格：PET500ml 140円（税別）、PET1.5L 3４0円（税別）
　　発売地域　：全国のコンビニ、量販店　他
　　商品特徴　：和歌山県産の南高梅を使用しており、南高梅の持つ芳醇な香
　　　　　　　　りと、すっきりした甘酸っぱさが味わえる炭酸飲料です。
　　　　　　　　クエン酸を1,000㎎配合しており、気分転換にもぴったりです。

　　※詳しくはこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/32604_0.pdf
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．東京・銀座「FARO」で和歌山「高野山」をイメージした精進イタリアン
　　コースが登場！

　　和歌山県では、わかやま産ブランドの向上と販路開拓を目的に、高級外
　　食店への県産食材の提案や魅力発信を行っています。

　　このたび、資生堂パーラーが運営するレストラン「FARO」のヴィーガン
　　コースに、高野山とのコラボレーション企画として、精進イタリアンコ
　　ース「KOYASAN」が登場しました。

　　ミシュランガイド東京2021で星を獲得した同店で、健やかな日々と幸せ
　　な1年を祈り、1200年を超えた祈りの聖地 高野山をイメージしたお料理
　　をお楽しみください。

　　≪オリエンタルヴィーガンコース「KOYASAN」≫　
　　　場　所：ＦＡＲＯ(東京都中央区銀座8-8-3)
　　　期　間：令和3年1月12日（火）～2月27日（土）　※延長されました。
　　　　　　　　ランチタイム　　11:30～13:30（L.O.）
　　　　　　　　ディナータイム　17:00～18:00（L.O.）
　　　価　格：30,000円（税込・サービス料込）
　　　　　　　ペアリングドリンク付き（アルコールorノンアルコール）

　　※詳しくはこちら
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/d00206217.html

２．アンテナショップ「わかやま紀州館」通販サイトがオープン！

　　和歌山県が東京有楽町に設置するアンテナショップ「わかやま紀州館」
　　の商品が、通販サイトで購入出来ることになりました。
　
　　通販サイト開設に伴い、より多くの方に和歌山県産品の魅力をお伝えす
　　るとともに、新型コロナウイルスの影響による新たな生活様式での多様
　　なお客様ニーズにも応えていきます。

　　みなさま是非ご利用ください。　　

　　※通販サイト
　　https://shop-kishukan.raku-uru.jp/

３．ジャイアントパンダの赤ちゃんの名前を募集中です！

　　アドベンチャーワールド（白浜町）では、令和2年11月22日（日）に誕生
　　したジャイアントパンダの赤ちゃんの名前を募集しています。

　　お母さんパンダ「良浜(らうひん)」の愛情を受け、すくすくと成長して
　　いる赤ちゃんパンダがこれからもしあわせに育つことを願い、素敵な名
　　前を募集していますので、みなさまのご応募よろしくお願いします。

　　募集期間　
　　　令和2年12月24日（木）～令和3年2月23日（火）
　　募集方法
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　　　１.インターネット募集　Smile Birth Project 特設サイトで募集　
　　　２.はがき募集
　　　３.パーク内募集コーナー　ブリーディングセンター、PANDA LOVE他
　　
　　※応募の詳細はこちら
　　https://www.aws-s.com/topics/detail?id=top2104

　　※その他、赤ちゃんパンダに関する情報は下記をチェック
　　https://www.aws-s.com/topics/

　　※赤ちゃんパンダの様子は公式YouTubeチャンネルで毎日配信中
　　https://www.youtube.com/channel/UCVEmpbL5VzfXsULPFeRsj4Q

４．再就職のための合同企業説明会（Web面談可）を開催します！

　　UIターン転職希望者、結婚や出産で離職した女性、定年退職された方等、
　　転職・再就職を希望する方を対象とした合同企業説明会を開催します。

　　Webで希望の企業採用担当者と面談（要予約）することもできます。
　　
　　採用担当者と仕事の内容や働き方について直接話をできるチャンスです
　　ので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

　　日程　①令和3年2月1日（月）　※終了しました。
　　　　　　和歌山ビッグ愛　10:00～13:00、14:00～17:00
　　　　　②令和3年2月12日（金）
　　　　　　紀南文化会館　13:00～16:00
　　　　　③令和3年2月19日（金）
　　　　　　橋本市産業文化会館　13:00～16:00
　　　　　④令和3年2月22日（月）
　　　　　　新宮市庁舎別館　13:00～16:00

　　※詳しくはこちら
　　http://www.jobcafe-w.com/re-employment/gosetsu-info.php　

５．「和みわかやまっぷwith スタンプラリー」を開始しました！

　　和歌山県内のお食事処、お土産処、温泉・入浴施設を紹介し、観光客の
　　みなさまに県内を広く周遊していただくよう、「和みわかやまっぷwith
　  スタンプラリー」の冊子を作成しました。冊子には、店舗のバリアフリー
  　情報や地域のトイレ情報、バイクラック・サイクルステーションの情報、
  　禁煙店舗に加え、駅に近い店舗についても明記しています。
  　また、抽選で和歌山県の名産品が当たるスタンプラリーや、各店舗で使える
  　お得なクーポンもついています。

　　実施期間：令和2年10月6日（火）～令和3年8月31日（火）
　　内　　容：
　　　・お食事処、お土産処、温泉・入浴施設249店舗を掲載
　　　・全店舗で使えるお得なクーポン付き！
　　　・抽選で宿泊券や県名産品が当たるスタンプラリーを実施
　　　＊冊子裏のスタンプラリー台紙に、スタンプを集めて応募すると、
　　　　合計約365名様に賞品が当たります！
　　配置場所：和歌山県内（一部県外）道の駅、各市町村、各市町村観光協会、
            宿泊施設、掲載店舗、県内ＪＲ各駅など
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　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/features/wakayamap/

６．スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施中！

　　観光客のみなさまに楽しみながら県内を周遊してもらえるよう、
　　スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施しています。

　　期間：令和2年10月30日～令和4年2月28日
　　内容：①「わかやま歴史物語 人物編（江戸～近代）」
　　　　　②「水の国、わかやま。」　
　　スタンプやスタンプ台に触れることなく楽しめます。
　　獲得したスタンプ数に応じて、賞品のプレゼントもありますので、
　　「蘇りの地、わかやま」で、県内各地を巡り・体験し、心身共に
　　リフレッシュしてください！！

　　※詳しくはこちら
　　https://wakayama-stamprally.jp/

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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/000200/snslink/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。是非お立ち寄りください！
　　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、ご案内ください！
　　　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/
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【編集後記】

　今の季節、和歌山県からは、日本農業遺産に認定された“蔵出しみかん”
　をはじめ、“はっさく”などの中晩柑類、“キウイフルーツ”などが出荷
　されています。
　ぜひ手に取っていただき、初春の爽やかな味でリフレッシュしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第313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3年2月24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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