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和歌山県和歌山市小松原通１－１

和歌山県総合交通政策課内

南紀白浜空港利用促進
　　実行委員会事務局　行

和歌山県和歌山市小松原通１－１

和歌山県総合交通政策課内

南紀白浜空港利用促進
　　実行委員会事務局　行

恐れ入りますが
郵送の場合は
80円切手

をお貼りください
6 4 0 8 5 8 5

A賞

または

どちらかお選びください
（往復航空券等）
A賞

（和歌山県特産品）
B賞

（2名様×4期間）
どちらかお選びください

南紀白浜⇔札幌（新千歳）
乗継往復航空券
4名様（1名様×4期間）

南紀白浜⇔東京（羽田）
往復航空券＋JTB旅行券２万円
4名様（1名様×4期間） 裏面の賞品からお選びください

（31名様×4期間）
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釧路

乳頭温泉郷

阿仁ゴンドラ

函館夜景 海鮮丼

札幌雪まつり

知床の流氷

釧路湿原

十和田湖 白神山地

青森ねぶた祭 奥入瀬渓谷

B賞

アドベンチャーワールド

白良浜

クエ料理円月島

パンダと海と温泉のリゾート

紀伊山地の霊場と参詣道

熊野本宮大社

熊野古道

世界遺産

世界遺産

世界遺産

世界遺産

約70分
1日3往復 就航

（送料込）

南紀白浜空港は駐車場無料

（羽田）

さらに羽田経由の乗継割引で
北海道・東北（秋田・青森）へ

和歌山県の
特産品

期間搭乗分（４期間に分けて抽選）
平成25年4月1日～平成26年3月31日

キャンペーン！乗って
当てよう！！乗っ得キャンペーン！乗って
当てよう！！

きりたんぽ鍋

秋田竿燈まつり

南紀白浜⇔東京（羽田）線ご利用のお客様に抽選で下記賞品が当たる

熊野那智大社

世界遺産

熊野速玉大社

世界遺産



ご飯を用意するだけで、熊野新宮の郷
土料理「めはり寿司」がご自宅で作れま
す！

㈱熊野物産

めはり漬けセット
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白浜町のシンボル円月島と熊野の守り
神八咫烏をデザインしたカップ。

紀州焼葵窯窯元10

八咫烏カップ&円月島カップ
（口径８㎝×高さ１１㎝、容量約230cc）

和歌山で獲れる魚を主原料に「すり身」
にして、丹念に焼き上げました。

西山蒲鉾店18

なんば焼（３００ｇ×３枚）
ごぼう巻（２３０ｇ×２本）

いつまでも健やかでいてほしい大切な
方への贈り物。／誰でもカンタンにぬ
か漬けができるぬか床セットです。

㈲樽の味15

樽の味の漬物ギフト「善」（9点セット）
漬もん屋のぬか床２㎏容器セット

紀州鶯屋の最高級梅酒と紀州の銘酒「黒
牛」で仕立てた辛口梅酒をセットにした
お酒好きの方におすすめのセットです。

紀州鶯屋 ㈱酒のかまくら8

紀州鶯屋本格梅酒セット
（樽仕込梅酒・黒牛仕立梅酒 各720㎖）

蜂蜜入り塩分５％の超うす塩梅干。お
口の中でとろける柔らかい果肉が特
徴。愛され続けて３０年の逸品です。

㈱オカハタ6

幻の梅（１kg）

紀州産レモンと南高梅干に蜂蜜を加え
たスイーツのような梅干です。

㈲紀州うめまさ5

生レモン梅（400g×2）

紀州名産めはり寿司を冷凍にした４つの味
と梅に柚子果汁を入れ冷凍梅に仕上げま
した。シャリと美味しく召し上がれます。

熊野の里㈱12

各四半期
2個

冷凍めはり寿司・
まるごと冷凍梅詰め合わせ

「梅の里から」は弊社を代表するブラン
ド品です。塩分を抑え、甘みと酸味の絶
妙なバランスの味に漬け上げました。

㈱稲垣商事2

梅の里から
(はちみつ漬け梅干し1.2kg）

紀州田辺のなんばん焼とごぼう巻に、当店自
慢の平天３種とうつぼ(２種の味)をお届けしま
す。紀南地方の海の幸を是非ご賞味下さい。

㈱マルサ

マルサおすすめ
紀州味めぐり
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フルーツ王国和歌山のみかんを使った
和菓山スイーツの詰合せです。

㈲福亀堂(大漁みやげセンター)22

和菓山みかんスイーツセット紀州南高梅、梅製品の詰合せです。
（優南高梅、優蜂蜜梅、紀州梅抹茶、紀
州梅純金茶、梅にんにく 他）

㈲福亀堂(三段店)

紀州梅セット

21

龍神は～と30

白浜の名水「南紀白浜　富田の水」で
仕込んだ地ビールです。

ナギサビール㈱17

ナギサビール ギフトパッケージ
（ナギサビール330㎖ ７本セット）

ひとつひとつ丁寧に手作りしている生キャラメルです。／キャラメル
ゼし、ほろ苦く濃厚な甘さのクリームで仕上げました。／古代のお菓
子「ぶと」をイメージし、生地に山椒を練り込んだ大豆の揚菓子。

生キャラメル・クリームブリュレ・
平安すごろく菓子

道の駅 奥熊野古道ほんぐう28

新鮮な魚の生すり身を使い焼き上げ
た南蛮焼と珍味牛蒡巻です。

㈲魚政商店4

南蛮焼（2枚）・牛蒡巻（2本）
詰め合わせ

創業80年を迎える福菱の代表銘菓「か
げろう」と「柚もなか」のセットです。

㈱福菱23

かげろう・柚もなかセット
（かげろう20個入 260ｇ、柚もなか12個入 483ｇ）

県内唯一生産しているじっくり培養させた軸太
の新鮮な株取りなめこと超軸太で味わいの豊
かなジャンボエリンギを是非ご賞味ください。

紀州きのこ産業

きのこセット
（株取り生なめこ、ジャンボエリンギ、
真空生なめこ、デカなめこ、チビエリンギ）

9

紀州を代表する蒲鉾「焼き抜き蒲鉾」とおいしいてんぷら・かわいいパンダのてんぷらの
セットです。大人から子供まで美味しく楽しんで頂ける商品をセットにしました。パンダの黒
い部分は紀州備長炭を食用炭末にしたものとお魚のすり身をドッキングさせています。

㈲丸双蒲鉾店

パンダの町白浜からの
練り物セット

27

コラーゲンを含んだ女性に嬉しい梅
干。マリンコラーゲン1000㎎配合

幸梅漬本舗14

当店一番人気！大粒の南高梅を厳選し、
一粒ひと粒 個包装しました。

㈲福梅本舗

紀州特選南高梅
華結 24粒入り（はちみつ梅）

19

農林水産大臣賞を受賞。
地元の厳選素材にこだわった、和歌山
県を代表する缶詰です。

勝浦漁業協同組合

紀州勝浦まぐろＣＡＮ
「マグロ経済学シリーズ」

7

㈲港屋29

南紀熊野灘の海水を煮つめ、天日干し
した、昔ながらの手作り塩です。

熊野黒潮本舗11

熊野の塩セット（85g×12個）

モンドセレクションを受賞した那智黒
米酢を含む古式醸造にこだわった酢等
の5点セット。

㈴丸正酢醸造元

ふるさと手造銘品酢等の
５点セット（300㎖の酢の5本セット）
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応募方法
キャンペーン応募専用用紙 処理欄 □-□

お問い合わせ番号

郵送の場合は、この面が内側になるよう半分に折り、
左欄の上下と左端を「のり」で貼り付けて郵送してください。

左の貼り付け欄に下記等のご搭乗券またはご搭乗案内を貼り付けてください。
（応募は搭乗者本人に限ります。eチケットお客様控では受付できませんのでご注意ください。）

キャンペーン期間内に、南紀白浜空港発着の東京路線を搭乗された方
（南紀白浜→東京または東京→南紀白浜の片道搭乗で応募可能）

賞品については、下記A賞の①または②、もしくはB賞からお選びください。

A賞 往復航空券等 （7万円相当  ８名（2名様×４期間））
①南紀白浜⇔札幌（新千歳）乗継往復航空券　または
②南紀白浜⇔東京（羽田）　往復航空券＋JTB旅行券２万円
　航空券はオープン券※をお送りしますので、予約は日本航空 ☎0570-025-071 または
　日本航空ホームページ www.jal.co.jp からお願いします。
※オープン券とは、搭乗区間のみ指定し、搭乗便の予約をしないで購入する航空券です。
　発行日から起算して90日間有効ですが、お盆や年末年始等の多客期には別途運賃調整が必要となります。

B賞 和歌山県の特産品 （５，０００円相当（送料込） １２4名（３1名様×４期間））
左欄の賞品よりお選び頂き、賞品番号をご記入ください。

〒　　　　-　　　

アンケート【今回、南紀白浜⇔羽田線の利用目的は？】いずれかに○

① 観光  ② ビジネス  ③ 帰省  ④ その他（　　　　　　）

応募賞品（下記（A賞①②B賞）の３つのうちいずれかに □ か番号を記入）
①乗継往復航空券（南紀白浜⇔札幌（新千歳））……………………□
②往復航空券（南紀白浜⇔東京（羽田））＋ＪＴＢ旅行券2万……□

和歌山県の特産品（左記掲載賞品の番号を記入）………□

都 道 府 県

才

性
別
性
別

男  

・  

女

年
齢

A
賞

B
賞

ご搭乗券またはご搭乗案内上部1枚をここに貼り付けてください
（搭乗券は原本、応募者は本人に限ります）

応募対象者

応募締切等 次の４期間に分けて抽選します。

平成25年 4月１日 ～ 平成25年 6月30日搭乗分
【締切】平成25年7月15日（消印有効）　【抽選】平成25年7月末1

平成25年 7月１日 ～ 平成25年 9月30日搭乗分
【締切】平成25年10月15日（消印有効）　【抽選】平成25年10月末2

平成25年 10月１日 ～ 平成25年 12月31日搭乗分
【締切】平成26年1月15日（消印有効）　【抽選】平成26年1月末3

平成26年 1月１日 ～ 平成26年 3月31日搭乗分
【締切】平成26年4月15日（消印有効）　【抽選】平成26年4月末4

抽選後下記ホームページで都道府県名と氏名を公表するとともに、当選者
には賞品発送時に同封する当選通知書でお知らせします。
［和歌山県総合交通政策課ホームページ］
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020500/index.html

当選発表

下記南紀白浜空港１F案内所に備え付けている応募箱に投函されるか、郵送
の場合は８０円切手を貼付のうえ、下記事務局まで送付してください。

応募先

南紀白浜空港 1F

キャンペーン応募要項 ※応募の際に提供頂いた個人情報は、本キャンペーンの当選発表（都道府県名と
氏名）及び賞品の発送のために使用し、一定期間保存後、適切に処分いたします。

０７３-４４１-２４２０

〒６４０-８５８５　和歌山県和歌山市小松原通１-１
和歌山県総合交通政策課空港対策室内
南紀白浜空港利用促進実行委員会事務局

中田食品㈱16

紀州南高梅を塩分５％のあっさり味で
仕上げた梅干しららとオーク樽で熟成
した樽梅酒の詰合せです。

樽と梅干(樽梅酒としらら)

㈱いなみの里梅園3

紀州南高梅とハローキティの夢のコラ
ボレーション。一粒一粒丁寧に焼印。

ハローキティ　　　　　　　
紀州南高梅ランチケース３個セット（１２０ｇ×３個）
紀州南高梅はちみつ味（４個入）（２０ｇ×４粒）

天田屋1

天田屋特製
紀の国味合せ
紀州金山寺みそ、ごぼう入とうがらし
味噌、カリカリ甘酢漬けラッキョウの詰
合せ。

ほんのりとした天然ゆずの香が楽しめる郷土和菓
子柚もなかと平家物語にも記述のある闘鶏を表
現した紀州郷土玩具の弊社オリジナルセットです。

文左24

文左（ぶんざ）の
紀州路オリジナルセット

㈲福亀堂

☎0735-22-0174

☎0739-45-3322

☎0738-42-0033

☎0738-23-1493

☎0739-22-0540☎0739-37-0106

☎0739-23-1371

☎0739-26-7500

☎0739-24-4746

☎0739-24-0220☎0739-25-1912☎0739-43-3687

☎0739-79-8068

☎0739-43-7386

☎0735-43-0911

☎0739-42-2124

☎0739-42-3128

☎0739-45-0562

☎0739-45-0151

☎0739-43-3925

☎0739-43-0917

☎0735-52-0951

☎0739-42-4040

☎0735-56-0581

☎0735-52-0038

☎0739-22-2486

☎0738-43-1511☎0738-22-0455

☎0739-22-9955
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紀州特産品セット
福亀堂謹製、紀州特産品の詰め合わせ
（優南高梅、優蜂蜜梅、うすかわまん
じゅう、柚最中 他）

☎0739-42-3760

パンダBOX入り
コラーゲン梅

住所

氏名

電話
番号

フリガナ

アンケートにご記入のうえ、応募賞品にいずれかに
チェック または 番号を記入
（※未成年者の方は、アルコール賞品⑧⑯⑰はお選びいただけません）

郵便番号、都道府県名を記入し、
該当都道府県に○、以下住所を記載

フリガナ、氏名を記入し、該当の性別を○

固定電話あるいは携帯番号、年齢を記入

龍神の宝箱港屋菓子スペシャル
龍神産品の盛り合わせ。伝統の保存食やか
らだ想いのおやつ、和の味から洋の味まで盛
り沢山な龍神の味覚をお楽しみ頂けます。

南紀白浜代表銘菓、白浜おしゃれアーモンド16
入・柚もなか21入・梅もなか21入。港屋特製、
こだわりの出来立ての味をお楽しみ下さい。

搭乗券などは返却できません。また、コピーでは受付できません。

エスカレーター


