
きのかわ見どころ遊びどころ

フルーツ王国
紀の川市

うっとりするような甘い香りうっとりするような甘い香り

全国的にもとっても有名全国的にもとっても有名

さわやかな酸味と色を楽しんで！さわやかな酸味と色を楽しんで！

生でも干しても美味しい！生でも干しても美味しい！

朝食におひとついかが？朝食におひとついかが？

甘みと苦味と酸味の甘みと苦味と酸味の
絶妙なハーモニー絶妙なハーモニー

桃山町を中心に生産される「あら川の桃」
は、土地の名前に由来するほど深い歴史が
あります。その秘密は桃の栽培に最適な
紀の川のほとりの砂礫を含んだ水はけの
良い地質と温暖な気候。そのうえ手間暇か
けて育てられた「あら川の桃」は、良質な桃
のブランドとして全国的にも有名です。

も　も

知名度の高い和歌山の柿。生産量
だけでなく、確かな甘さにも定評
がある中、手間暇かけて育てられ
た紀の川柿「黒あま」は、黒い果肉
の食感・甘さとも抜群の人気を誇
るブランド柿です。

か　き

美容と健康に良いとされるいちじくは、こ
の地域の温暖な気候と相性抜群。紀の川
市のいちじくは糖度が高く、プチプチとし
た食感を生かしたジャムやケーキなど、さ
まざまな商品にも利用されています。

いちじく

　貴志川町はいちごの生産が多
く、いちご狩りが楽しめることで
も有名。「さちのか」はもちろん、和
歌山県のオリジナル品種「まりひ
め 」も 、艶 や か な 果 実 の 酸 味と
ジューシーな甘さが絶妙と人気。

いちご

ビタミンCとミネラル、食物繊
維が豊富なキウイフルーツ。そ
の産出額は多く、「熟姫（うれひ
め）」「紀の姫（きのひめ）」など、
全国屈指の糖度の高さを誇る
キウイが味わえます。

キウイ

ビタミンCがたくさん含まれる八朔
（はっさく）。その産出額は全国でも
トップクラスで、生産者によって丁寧
に育てられた八朔はみずみずしく、
ほどよい甘みと苦み、酸味のバラン
スが良いと評価が高い。

はっさく

6月中旬～
　　8月中旬

旬は

1月上旬～3月1月上旬～3月
旬は

7月上旬～10月7月上旬～10月
旬は

9月中旬～11月9月中旬～11月
旬は

12月下旬～3月12月下旬～3月
旬は

1月～4月1月～4月
旬は

MAPはP14・15をご覧ください

紀の川市らしい特産
品を「ぷるぷるマル
シェ」で紹介してい
ます。

詳しくはHPで
チェック！

紀の川市観光協会 推奨特産品

採れたての野菜やフルーツなどが安く手に
入る人気のファーマーズマーケット。地元
はもちろん、休日は京阪神からの買い物客
で賑わいます。

ファーマーズマーケット
めっけもん広場

人と人のふれあいを大切にしたフレンド
リーな雰囲気のお店。農作物から加工品ま
で品揃えも豊富で、食事もできるオープン
カフェも人気。

ファーマーズマーケット紀ノ川
ふう の 丘

特産品のいちごやとれたて新鮮な野菜・フ
ルーツ・花を中心に地場産品がふんだんに
揃うお店です。

貴志川観光物産センター

「あら川の桃」や桃を原料とした加工品な
どの地場産品を販売。桃の季節には遠方
からの客で賑わいます。

桃山特産センター

観光案内や特産品の販売のほか、グルメ
や観光、各種体験ができる旅行を企画し、
旅行商品の販売も行っています。

観光交流拠点  紀楽 里
き ら り

粉河寺の大門橋南詰にある粉河のアンテ
ナショップ。1階では粉河の特産品を販売
しています。

観光特産センター  こかわ

直 売 所

このシールが目印！
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きのかわ見どころ遊びどころ

自然に囲まれて
リフレッシュ

“ひと目十万本”と言われる宝“ひと目十万本”と言われる宝

6月には大賀ハス観蓮会あり6月には大賀ハス観蓮会あり

龍之渡井遊歩道龍之渡井遊歩道

美しい滝の流れに癒される美しい滝の流れに癒される

桃色のかすみとほのかに甘い香り
で包まれた場所。そこはまるで俗世
間を離れた別天地「桃源郷」のよ
う。紀の川沿いに広がるその場所
は、かおり風景100選にも選ばれて
います。

桃 源 郷

葛城山の山頂展望台や龍
王神社までが、格好の散
歩コースとなっており、ブ
ナ林が見所。

葛 城 山

珍しい水草や多種の水鳥・渡り鳥が
生息しており、バードウォッチャー
なら足を運ばずにはいられない魅
力的な場所。遠方より訪れる人も多
く、周辺には古墳群が見られます。

平池緑地公園

岩場をゆるやかに流れ落ち
る高さ約3ｍと1ｍの2つの
滝で、「秘文の滝（ひもんのた
き）」とも呼ばれています。

雄滝雌滝

小田井用水路は、紀の川の水を
流域の田畑に供給するために
建設されたもの。水路の橋「龍
之渡井」は、煉瓦造りのレトロで
歴史を感じるスポットです。

龍之渡井

山のふところに囲まれた周囲約4kmの池
を中心とした憩いの場。春には桜やツツ
ジ、秋には紅葉が美しく、またボートやハ
イキングなど四季を通じて楽しめます。

大池遊園

渓谷は深く美しく、高さ1ｍ
以上の滝が20箇所以上も
あり、夏でも涼しいことか
ら平野ではあまり見られな
い動植物も豊富です。

深山渓谷

かおり風景
100選100選

滝の近くには
スリル満点！？な
吊り橋もあるよ。

朝日を浴びながら

美しく咲くハスも

平池緑地公園の
魅力の一つ。

ベトナム社会主義共和国・クアンナム省とは、「ハス」を通じた交流を行っています。

MAPはP14・15をご覧ください

6月下旬～
7月上旬の早朝

7月下旬～
8月下旬の早朝

主に大賀ハスとベトナムハスが

植えられています。

大賀ハスの開花最盛期

ベトナムハスの
開花最盛期

桃源郷運動公園学習体験館に
併設されているつばき園。こち
らでは約300品種もの椿が植
栽され、様々な色や形の椿を
観賞することができます。

桃源郷運動公園
つばき園
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