
No. お礼の品 画像 説明文 商品名 産地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

A1 万能おかず生姜

高知県のアンテナショップ「まるごと高知」で5年連続売上1位の商
品。

あったかいご飯の友に・・・。また、冷奴や豚の生姜焼きなどにもお使
い頂けます。

万能おかず生姜 高知市 130g×3袋 製造日より180 日
しょうが、漬け原材料（醤油、砂糖、食塩、米黒酢）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、乳
酸Ca、酸化防止剤（ビタミンC）、（原材料の一部に小麦・大豆を含む）

A2
ミレービスケット
「超ビッグパック」

高知県民に古くから親しまれてきた「ミレービスケット」。
180℃の新鮮な油でカラッと揚げ、天日塩をふりかけて製造。なんと

もいえない絶妙な塩加減が美味しさの秘訣です。

ミレービスケット
「超ビッグパック」

高知市 30g×16袋 製造日より7ヶ月
ビスケット生地（小麦粉、砂糖、ショートニング、 ぶどう糖、食塩）、植物油、食塩／膨
張剤、乳化剤

A3
橋本食堂

鍋焼きラ-メンA
元祖鍋焼きラーメン発祥の店として有名な「橋本食堂」の鍋焼きラー
メンを再現しました。あっさりだけど、旨味がしっかり感じられます。

橋本食堂鍋焼きラーメン 高知市 4食 製造日より60日

原材料:(麺)小麦粉、小麦たん白、還元水飴、卵黄、食塩、卵白、加工澱粉、酒精、か
んすい、クチナシ色素(スープ)醤油、鶏油、チキンエキス、還元水飴、食塩、ゼラチ
ン、砂糖、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤(加工澱粉)、(原材料の一
部に小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む)

A4 だしが良くでる宗田節
　　平成23年度高知県地場産業奨励賞受賞商品。

瓶の中にお好みの醤油を入れ、冷蔵庫で熟成させること２週間。
なじみ深いご家庭の醤油が、香り豊かな料亭風だし醤油に大変身！

だしが良くでる宗田節 土佐清水市 1本
醤油を入れていない状態で製
造日より半年。醤油を入れた
日付より約1年。

宗田鰹(土佐清水産)

A5 野根まんじゅう

天皇陛下献上銘菓、浜口福月堂の野根まんじゅう。自家製こし餡を
純米酒でほんのり風味を付け、上品な甘さに。

一口サイズで口当たりが軽く、あっさりとした昔から人気の和菓子で
す。

野根まんじゅう　24個入 東洋町 24個入 製造日より未開封で2週間 小豆、白ざら糖、小麦粉、四温糖、日本酒、ふくらし粉

万能おかず生姜 高知市 130g×2袋 製造日より180日
しょうが、漬け原材料（醤油、砂糖、食塩、米黒酢）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、乳
酸Ca、酸化防止剤（ビタミンC）、（原材料の一部に小麦・大豆を含む）

ゆずがり 香美市 60g×2袋 製造日より120日
しょうが、漬け原材料(食塩、柚子果汁、醸造酢)、甘味料(トレハロース、スクラロー
ス)、酸味料、カラシ抽出物、ポップ抽出物

A7
大月名物

きびなごケンピ

高知の日曜市でも人気♪
安心・安全で全て手作り。大月町で水揚げされた新鮮なきびなごに
醤油と砂糖とゴマだけで作りました。お子様も食べ易い味です！

大月名物
きびなごケンピ

大月町 100g×2袋 製造日より100日
きびなご・砂糖・醤油・ゴマ・植物油
原材料の一部に大豆、小麦を含む、いわしが混ざっている場合があります。

ミレービスケット 高知市 100g 製造日より７ヶ月
ビスケット生地（小麦粉、砂糖、ショートニング、 ぶどう糖、食塩）、植物油、食塩／膨
張剤、乳化剤

ゆずがり 香美市 60g 製造日より120日
しょうが、漬け原材料(食塩、柚子果汁、醸造酢)、甘味料(トレハロース、スクラロー
ス)、酸味料、カラシ抽出物、ポップ抽出物

塩けんぴ 四万十町 225g 製造日より120日 さつまいも、植物油、砂糖、食塩

柚子こしょうセット 高知市 20g×2 製造日より300日
青ゆずこしょう：青ゆず、青唐辛子、塩
赤ゆずこしょう：黄ゆず、塩、赤唐辛子

A9
うさぎ2ロール
ギフトボックス

おもてなしギフト賞受賞。3枚重ねのペーパーにより真っ白で厚みの
あるふんわり感があなたのお肌を大切に守ります。

うさぎ2ロールギフトボック
ス

土佐市
トリプル、3枚重ね、22m、無香
料×2ロール

なし

土佐あかうしカレー 200g 製造日より2年

野菜(玉ねぎ、にんにく)、牛肉、カレールウ、小麦粉、食用調合油(菜種油、綿実油)、
牛脂、ウスターソース、牛エキス、砂糖、でんぷん、カレー粉、食塩、パーム油、カラメ
ル色素、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、香料、(原材料の一部に乳、落花生、
大豆、鶏肉、豚肉、りんご、オレンジ、バナナ、ゼラチンを含む)

龍馬軍鶏カレー 200g 製造日より2年

玉ねぎ（国産）、カレールウ（小麦粉、食用油脂、砂糖、食塩、カレー粉、その他）、鶏
肉（軍鶏）、にんじん、砂糖、チャツネ、ウスターソース、ポークエキス、トマトペースト、
でん粉、カレー粉、牛脂、食塩、ガーリックペースト、香辛料、酵母エキス／調味料
（アミノ酸等）、カラメル色素、乳化剤、酸味料、（一部に乳成分・小麦・オレンジ・牛
肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゴマを含む）

こうちふるさと寄附金記念品一覧（詳細版）

A6
ゆずがりと万能おかず

生姜のセット

高知県のアンテナショップで人気の「万能おかず生姜」と、高知産の
生姜をゆず風味のガリに仕上げた「ゆずがり」がセットになった商品

です。

A8 高知の名産品セットA
高知の特産品として人気の「ミレービスケット」、「塩けんぴ」、鍋や鶏
肉に相性バッチリの「柚子こしょう」、高知産の生姜をゆず風味のガ

リに仕上げた「ゆずがり」のセットです。

A10
土佐あかうしカレー＆

龍馬軍鶏カレー

高知が誇るブランド牛「土佐あかうし」と龍馬が愛した「軍鶏(シャモ)」
を贅沢にカレーに仕上げました。肉の旨味がぎゅっと詰まり、スパイ

スが効いた美味しいカレーです。
高知市
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A11 塩けんぴセット
高知県室戸海洋深層水塩と砂糖を合わせて炊きあげた蜜をコーティ
ング。さつま芋の甘みと、お塩の旨みが絶妙なハーモニー。食べる

のが止まらなくなる美味しさです。
塩けんぴセット 四万十町 225g×3袋 製造日より120日 さつまいも、植物油、砂糖、食塩

高知屋にんじんドレッシン
グ

高知市 300ml 製造日より180日
人参、食用植物油脂、醤油、醸造酢、玉ねぎ、砂糖、ごま、にんにく、（原材料の一部
に小麦、大豆、ごまを含む）

高知屋ごまとごぼうドレッ
シング

高知市 300ml 製造日より180日
ごぼう、食用植物油脂、玉ねぎ、醸造酢、ごま、砂糖、味噌、酒精、（原材料の一部に
小麦、大豆、ごまを含む）

A13 奈半利味噌
米は奈半利町産、麦や大豆も国内産の良いものを使用して体に優

しく安心をモットーに丹精込めて作った手作り味噌です。
奈半利味噌 奈半利町 900g 出荷日より8ヶ月 米（奈半利産）、麦、大豆、塩、麹

ゆずの香ポン酢しょうゆ 北川村 100ml 製造日より12ヶ月 生揚醤油・醸造酢、有機柚子果汁、砂糖、かつおエキス、甘味料（甘草)

ゆずのさわやかドリンク 北川村 100ml 製造日より6ヶ月 砂糖混合、ぶどう糖果糖液糖、柚子果汁、蜂蜜

さくはなのふるふるゼリー 北川村 80g×2 製造日より4ヶ月 砂糖、ゆず果汁、ゲル化剤（増粘多糖類）、ゆずの花、クエン酸Na

直七のポン酢 宿毛市 200ml×2 製造日より10ヶ月
醤油、酢みかん（直七）果汁、醸造酢、砂糖、食塩、鰹節、昆布、（原材料の一部に小
麦、大豆を含む）

直七ごまドレッシング 宿毛市 200ml×2 製造日より10ヶ月
食用植物油脂、砂糖、たん白加水分解物、直七果汁、しょうゆ、醸造酢、すりごま、卵
黄、増粘剤(加工でん粉)、食塩、香辛料、レモン濃縮果汁、(原材料の一部に大豆・小
麦を含む)

B3 ごっくん馬路村
「自分の子供に飲ませたい」との想いで作られた馬路村の定番ゆず
ドリンク。　　水とはちみつとゆずだけで作ったすっきり爽やかな美味

しい飲料です。
ごっくん馬路村15本セット 馬路村 180mL×15本 製造日より4ヶ月 はちみつ、ゆず、水

B4 なすのプリン

｢商業高校フードグランプリ2017｣で大賞受賞！
環境に配慮した｢エコシステム栽培｣により育てられた安芸市特産ナ
スを使用し、地元の高校生が開発した｢野菜嫌いの方でも食べやす

く美味しい｣なすのプリンです。

なすのプリン10個入 安芸市 10個 製造日より7日 牛乳、なす、てんさい糖、ゼラチン、バター

B5 やまいもそば
安田町中山産の自然薯を香り高い純正そば粉に配合。風味豊かで

もちもちとした食感が特徴です。
やまいもそば
10食

安田町 やまいもそば（2食入）×5袋 製造日より1ヶ月

めん/小麦粉、そば粉、山芋（自然薯）
小麦たん白、酒精、酸味料
つゆ/しょうゆ（本醸造），果糖ぶどう糖液糖
砂糖、発酵調味料、食塩、風味原料（さば節
かつお節、かつおエキス）たん白加水分解
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素
酸味料（原材料の一部に山芋、小麦、さばを含む）

柚子のドリンク 本山町 360ml 製造日より6ヶ月 柚子果汁、砂糖、アカシアはちみつ

柚子のポン酢 本山町 360ml 製造日より12ヶ月
本醸造醤油、醸造酢、柚子果汁、みりん、水飴、魚醤、砂糖、昆布エキス、鰹エキス、
調味料（アミノ酸等）（原材料の一部に大豆・小麦を含みます）

柚子酢 本山町 100ml 製造日より6ヶ月 柚子果汁

A12 高知屋ドレッシングセット
「野菜で野菜を食べる」というコンセプトで作られたドレッシング。野
菜嫌いのお子様でも食べ易くなるように、また素材本来の旨味を引

き立てるようにと無添加にこだわって作りました。

B1 ゆず農場のギフトセット
北川村にある家族経営の農園で大切に育てたゆずを使用して作っ

ています。　柚子の花を浮かべたゼリーと柚子ジュース、柚子ポン酢
のセットです。

B2
直七のポン酢と

直七ごまドレッシング
のセット

幻の柑橘と言われる「直七」は、宿毛市特産の希少な柑橘。
さっぱりとまろやかなポン酢と、ゴマの風味と直七の酸味が絶妙に

マッチしたドレッシングのセットです。

B6 吉野川ゆずセット

四国のまんなか高知県嶺北で育った柚子を使用したポン酢・ドリン
ク・ゆず酢のセット。ポン酢は、焼き魚とすごく相性ばっちり！ゆずド
リンクは、ジュース、ソーダ、酎ハイ、カクテルと色々使えます。100％
原液ゆず果汁は、酎ハイはもちろんのこと、ドレッシングにも使えてと

ても便利です。
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黄金生姜の芋ケンピ 高知市 180g 製造日より120日 さつまいも、砂糖、植物油、生姜、オリゴ糖

ミレーサンド　ホワイト 高知市 40g 製造日より90日
ビスケット：ビスケット(小麦粉、植物油脂、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩)、
チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、脱脂粉乳、ココアバター)／膨張剤、乳化
剤、香料、(原材料の一部に乳成分・小麦・大豆を含む)

鰹本節刻み 高知市 50g 製造日より1年 かつおのふし(国産)

土佐のかつおめしの素 高知市 130g 製造日より6ヶ月
鰹(国内産)、本醸造醤油、砂糖、水飴、発酵調味料、鰹だし、昆布だし、米酢(原材料
の一部に小麦、大豆を含む)

四万十川のり入り佃煮 高知市 130g 製造日より1年
のり(四万十川産30％)、醤油(大豆・小麦を含む)、水飴、砂糖、醸造酢、本みりん、鰹
粉末、食塩、ソルビット、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、pH調整剤、保存料(ソルビ
ン酸Ｋ)、香料、着色料(黄4・青1)

一本釣りうるめ鰯漬け丼 土佐市 固形40g、液体20g 製造日より4ヶ月 うるめいわし（土佐沖産）、しょうゆ、みりん、かつおだし

獲れたてサバの醤油漬け
丼

土佐市 固形40g、液体20g 製造日より4ヶ月 サバ、しょうゆ加工品(みりん、醤油(大豆、小麦含む)、鰹節、米)、ごま、食塩

活き締めタイの醤油漬け
丼

土佐市 固形40g、液体20g 製造日より4ヶ月
真鯛、しょうゆ加工品(みりん、醸造調味料、醤油(大豆、小麦含む)、砂糖、昆布)、ご
ま

活き締めカンパチの醤油
漬け丼

土佐市 固形40g、液体20g 製造日より4ヶ月 カンパチ、しょうゆ加工品(みりん、醤油(大豆、小麦含む)、鰹節、米)

活き締めブリの醤油漬け
丼

土佐市 固形40g、液体20g 製造日より4ヶ月 ブリ、しょうゆ加工品(みりん、醤油(大豆、小麦含む)、鰹節、米、ジンジャー)

かつおめしの素しょうゆ味 土佐市 固形量55g　液体80ml 製造日より4ヶ月
かつお、しょうゆ（本醸造）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、カツオエキス、調
味料（アミノ酸等）（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

かつお角煮 土佐市 140g 製造日より4ヶ月
鰹(太平洋)、しょうゆ加工品（しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、かつお
エキス、食塩)、調味料(アミノ酸等)

サラダかつお 土佐市 1節 製造日より90日 かつお（国内産）

新節削り 土佐市 50g 製造日より4ヶ月 かつおのふし(国産)

うめ鰹 土佐市 30g 製造日より4ヶ月 かつお(太平洋)、梅酢、梅肉、グラニュー糖、食えン、調味料(アミノ酸)

B7 高知の名産品セットB
ミレーサンドや芋ケンピを始めとした高知ならではの商品を

セットにしました。

B8
土佐の海鮮丼の素
5種食べ比べセット

土佐豊穣祭「おらんく丼」コンテストで準優勝した漁師のまかない絶
品丼『一本釣りうるめいわしぶっかけ漬け丼』の素と鮮度の良い状態
のままタレに漬け込んで作った「サバ・タイ・カンパチ・ブリ」5種類の

食べ比べができるセットです。

B9
浜吉ヤ

「土佐の鰹セットA」

かつおめしをはじめ、高知ならではの鰹を使った商品の詰め合わせ
です。高知家のうまいもの大賞２０１８入賞商品の「サラダかつお」が

入っています！
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B10 ユズアマゴ
創業60年、清流仁淀川の上流で心を込めてアマゴを育ててきまし

た。　餌に柚子を配合して与えているため、川魚特有の臭いもなく、
ふっくら美味しくお召し上がり頂けます。

ユズアマゴ 仁淀川町
ユズアマゴ成魚　1㎏・10～12尾
入

製造日より1年 あまご

B11 黒潮鰹おらんくたたき
鮮度の良い厳選した鰹を表面をパリッと香ばしく焼き上げ、わらの香
ばしさがほのかに移り食欲をそそる絶妙な風味に仕上げています。

黒潮鰹おらんくたたき1本
入

土佐市
鰹たたき1節(300g以上)・特製タ
レ1本・ゆずスティック・おろし生
姜・おろしにんにく

製造日より4ヶ月
●鰹たたき：かつお（北西太平洋） ●たたきタレ：しょうゆ(本醸造)、醸造酢、米発酵
調味料、かんきつ果汁、食塩、調味料(ｱﾐﾉ酸等)、かつおこんぶだし、にんにく、甘味
料(甘草)、酸味料、香料(一部に大豆・小麦を含む)

とさぽん 越知町 300ｍｌ×2 製造日より12か月 醤油、醸造酢、はっさく果汁、ゆず果汁、みりん、風味原料（かつお・こんぶ）

文旦ドレッシング 越知町 300ｍｌ×2 製造日より10か月 文旦果汁、果肉、砂糖、醸造酢、食塩

真っ赤に熟したトマトソー
ス

日高村 100g×2袋 製造日より180日
トマト(高知県日高村産)、玉ねぎ、オリーブオイル、にんにく、砂糖、食塩、ホワイト
ペッパー、バジル、パセリ、オレガノ、ローレル

真っ赤なトマトのパスタ
ソース

日高村 100g×2袋 製造日より180日

トマト(高知県日高村産)、玉ねぎ、オリーブオイル、白ワイン、にんにく、コンソメ、砂
糖、食塩、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、バジル、パセリ、オレガノ、ローレル、
調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(原材料の一部に乳、小麦、大豆、鶏肉、
牛肉を含む)

真っ赤なトマトのピザソー
ス

日高村 100g×2袋 製造日より180日
トマト(高知県日高村産)、玉ねぎ、オリーブオイル、にんにく、砂糖、食塩、ホワイト
ペッパー、バジル、パセリ、ローレル

碁石茶カートカン 大豊町 195g×3 製造日より6ヶ月 後発行茶(碁石茶)

碁石茶ティーバッグ 大豊町 9g(1.5g×6袋) 製造日より12ヶ月 後発行茶(碁石茶)

碁石茶あられ 大豊町 150g 製造日より4ヶ月 もち米(高知産)、碁石茶、青のり、よもぎ、砂糖、植物油、食塩

碁石茶ようかん 大豊町 150g 製造日より4ヶ月 碁石茶・大豆・砂糖・寒天

B15 わんぱくゆずじゅーす
高知県の嶺北地区で育った「ゆず」を使用してます。

ゆず果汁とはちみつをブレンドして、さっぱりとした飲み口に仕上げ
たゆずドリンクです。

わんぱくゆずじゅーす12
本入

大豊町 280ml×12本 製造日より180日 はちみつ、ゆず果汁

鷹取白菜キムチ 梼原町 200g×2ヶ 製造日より1ヶ月

白菜(国内産)
漬け原材料：大根(国産)、赤唐辛子粉、にんにく、しょうが、タマネギ、ねぎ、りんご、
アミエビ、魚のエキス、魚醤、ごま、砂糖、食塩　※本品使用のアミの塩辛は、かにが
場ざる方法で採取

鷹取大根キムチ 梼原町 200g×2ヶ 製造日より1ヶ月

大根(国内産)
漬け原材料：赤唐辛子粉、大蒜、しょうが、タマネギ、りんご、アミエビ、魚のエキス、
ごま、昆布、水飴、砂糖、みりん、食塩、椎茸粉末　※本品使用のアミの塩辛は、か
にが場ざる方法で採取

鷹取焼肉のたれ 甘口 梼原町 300ｍｌ 製造日より6ヶ月
醤油、にんにく、砂糖、みそ、みりん、水飴、ごま、唐辛子、しょうが(原材料の一部に
小麦、大豆を含む)

鷹取ドレッシング 梼原町 300ｍｌ 製造日より6ヶ月
コチュジャン、砂糖、穀物酢、ごま油、醤油、みりん、ごま(原材料の一部に小麦、大豆
を含む)

B12
とさぽんと文旦

ドレッシングのセット
土佐文旦の味がアクセントになったノンオイルドレッシングと、風味豊

かなはっさくを使った板前直伝のポン酢のセットです。

B13 トマトソース3種類セット
日高村産のシュガートマトをたっぷり使った「トマトソース」「パスタ

ソース」「ピザソース」の3種類セットです。
料理に合わせてお使い頂けます。

B14 碁石茶セット
一度は失いかけた幻の珍茶「碁石茶」。日本で唯一の伝統製法によ

り完全発酵で作られた碁石茶が堪能できるセットです。

B16
鷹取おすすめ
キムチセット

高知で生まれた本場のキムチ。梼原町で育った野菜で作りました。
韓国の香辛料を使っていますので本場さながらの美味しさが味わえ

ます。
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B17
黄金しょうがの

ジンジャーエール
高知県産黄金生姜を100%使用した、豊かな香りとさわやかな辛み、

そして心地良い喉ごしと旨みたっぷりのジンジャーエールです。
黄金しょうがのジンジャー
エール6本セット

高知市 195ml×6 製造日より1年  しょうが、砂糖、青切みかん果汁、シナモン、クローブ

B18
土佐の清水さば

漁師漬け

新鮮な土佐の清水さばを使った漁師町の漬け丼。甘口の厳選醤油
で作ったオリジナルのタレに漬け込み、鮮度もバツグン。土佐の清

水さばの旨さを保った状態でお届けします。
土佐の清水さば漁師漬け 土佐清水市 100g×3pc 製造日より180日

ごまさば（土佐清水産）、醤油、リキュール、みりん、しょうが、砂糖、酸味料（原材料
の一部に小麦、大豆を含む）

B19
橋本食堂

鍋焼きラーメンB
元祖鍋焼きラーメン発祥の店として有名な「橋本食堂」の鍋焼きラー
メンを再現しました。あっさりだけど、旨味がしっかり感じられます。

高知名物「橋本食堂」鍋
焼きラーメン

高知市 4食×2箱 製造日より60日

原材料:(麺)小麦粉、小麦たん白、還元水飴、卵黄、食塩、卵白、加工澱粉、酒精、か
んすい、クチナシ色素(スープ)醤油、鶏油、チキンエキス、還元水飴、食塩、ゼラチ
ン、砂糖、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤(加工澱粉)、(原材料の一
部に小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む)

玉子入り大丸 室戸市 1本 製造日より7日
玉子・魚肉・澱粉・食塩・魚肉エキス・砂糖／調味料（アミノ酸等）・着色料（赤３・赤１０
６）
※澱粉含有率８％

扇かまぼこ 室戸市 1本 製造日より7日
魚肉・澱粉・食塩・魚肉エキス・砂糖／調味料（アミノ酸等）・着色料（赤３・赤１０６・青
１）　※澱粉含有率８％　【小麦粉・卵・保存料は使用しておりません】"
※ソルビン酸・サッカリンなどの食品添加物は使用しておりません。

おいしい天ぷら 室戸市 3枚 製造日より7日
魚肉・澱粉・食塩・魚肉エキス・ブドウ糖・砂糖・なたね油／調味料（アミノ酸等）・甘味
料（ネオテーム）
※澱粉含有率８％

B21 本鮪入りネギトロ
マグロを知り尽くしたプロたちが、妥協のない味を追求して作った「ホ
テルなはり」自慢のネギトロ。本マグロを30％も使用し、甘味と旨味

が美味しさの秘訣です。

本鮪（30％）入りネギトロ
100g×3

奈半利町
本鮪（30％）入りネギトロ100g×
3袋

発送日より1ヶ月
メバチ鮪(台湾・インド洋・大西洋)、キハダ鮪(台湾・インド洋)、本鮪(養殖)(クロアチア・
地中海)、植物油脂、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、グルタミン酸Na

B22
すっきりさわやか

 しそごこち

本山町汗見川の豊かな自然で育てたしそ。その味わいをぎゅっと
絞った抽出液を使用しました。赤しそ、青しその風味がしっかりと味

わえるストレートドリンクです。

すっきりさわやか しそごこ
ち（12本入り）

本山町 280ml ×12本入 製造日より180日 砂糖・しそ抽出液・はちみつ・クエン酸

ピーマン味噌 芸西村 140g×2 製造日より1年
ピーマン、黒砂糖、米麹、しいたけ、醤油、砂糖、唐辛子（原材料の一部に大豆、小
麦を含む)

ぶっかけ和牛生姜 高知市 200ｇ 製造日より1年

生姜、粒状大豆たん白、牛肉、椎茸、醤油、異性化液糖、アミノ酸液、胡麻、砂糖、鰹
削り節、唐辛子、調味料(アミノ酸等)、ソルビット、甘味料(ステビア)、乳酸Ca、酸味
料、カラメル色素、酸化防止剤(V.C)、増粘多糖類、ビタミンＢ2、(原材料の一部に小
麦を含む)

B24
土佐打ち刃物

黒打ちペティ型包丁

江戸時代初期から伝わる伝統工芸品の土佐打ち刃物。中でも黒打
ち包丁は錆びにくく、切った食材がくっつきにくいという特徴を持った

最も土佐打ち刃物らしい包丁です。
黒打ちペティ型 須崎市 刃渡り13.5cm

B25 土佐和紙セットA
メモブロックとえんぴつを、ひのきの木毛(もくめん)を詰め合わせたオ

リジナルボックスに入れてギフト仕様にしています。
土佐和紙セットA 土佐市

ミルパピエ・メモブロック角留め
箱入りセット
（メモブロック(L)×1、メ　モブ
ロック(S)×1、ペンシル×1、
ペーパークリップ×1）

なし

C1 ミレーアイスもなか

高知の名物菓子「ミレー」高知の名物菓子「ミレー」と久保田のもな
かアイスがコラボレーション。

 ビスケットのサクサク食感と風味にほんのり優しい塩味、あっさりと
した味わいのバニラアイスが調和した美味しさです。

ミレーアイスもなか
20個セット

南国市 20個 なし
乳製品、砂糖、チョコレート菓子(ビスケット(小麦を含む)、準チョコレート)、モナカ、卵
黄(卵を含む)、食塩/香料、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤(大豆由来)、アナトー色素

ゆずたま 南国市 6個×2 発送日より2週間 ゆずたま(卵)

ゆずたま焼き 南国市 4袋 発送日より2週間
マーガリン、砂糖、小麦粉、卵(ゆずたま)、牛乳、ゆず果汁、洋酒、はちみつ、塩、
ベーキングパウダー、香料、アナトー色素(原材料の一部に乳、大豆を含む)

B20
室戸のかまぼこ
おためしセット

地元の方々から愛され続けてきた老舗かまぼこ店。農林水産大臣
賞を受賞した職人が手作りしています。

B23
ピーマン味噌と

ぶっかけ和牛生姜の
セット

芸西村の特産であるピーマンと黒砂糖・米麹・乾燥シイタケをじっくり
煮詰めた手作りの万能調味料「ピーマン味噌」と、高知産の生姜と和

牛をご飯に合うように作った「ぶっかけ和牛生姜」のセットです。

C2
ゆずたまごと

マドレーヌの詰め合わ
せセット

フード・アクション・ニッポンアワード2015入賞！
ゆずたまは、卵特有の臭さがなく、ゆずがほのかに香る卵です。ゆ

ずたまと、その卵を使用して作った「マドレーヌ」のセットです。
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宗田節(裸節) 四万十市 1本 製造日より1年 宗田節裸節 25g

鰹だし 四万十市 1本 製造日より1年 鰹節厚削り 20g

あゆだし 四万十市 1本 製造日より1年 焼き鮎 1匹

ゆずシャーベット いの町 115ｍｌ×2個 なし
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、ゆず果皮、ぶどう糖、粉末水飴、安定剤（増
粘多糖類）

文旦シャーベット いの町 115ｍｌ×2個 なし
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、文旦果汁・果肉、洋酒、ぶどう糖、粉末水飴、安定剤
（増粘多糖類）、酸味料

天日塩ジェラート いの町 115ｍｌ×2個 なし
牛乳、砂糖、乳製品、天日塩、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、香料、着色料（スピル
リナ色素）

いのいちごアイス いの町 115ｍｌ×2個 なし
牛乳、乳製品、砂糖、いちご果肉、香料、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、ベニコウジ
色素

オイルサーディン 土佐市 (1袋：固形70g、液体30g)×3袋 製造日より4ヶ月 うるめいわし（土佐沖産）、食用オリーブ油、食塩、香草、唐辛子

トマトサーディン 土佐市 (1袋：固形70g、液体30g) 製造日より4ヶ月
うるめいわし（土佐沖産）、トマト、玉葱、塩麹、にんにく、食用オリーブ油、タイム、ナ
ツメグ

サラダサーディン 土佐市 (1袋：固形95g、液体5g) 製造日より4ヶ月 うるめいわし（土佐沖産）、塩麹、食用オリーブ油、食塩、ローズマリー、唐辛子

C6
四万十ひのき
軽量まな板

高知で育った四万十ひのきを使用して作られたまな板。ひのきの香
りがとっても上品で、使用後の水切れが早く、ひのき特有の強い抗

菌成分が、雑菌やカビなどの発生を抑えてくれます。

四万十ひのき軽量まな板
（L）

須崎市

四万十ひのき軽量まな板（L）×
1枚
サイズ390mm×280mm×厚み
15mm

なし

C7 嶺北産ヒノヒカリ
標高約300ｍの吉野川源流地域で育てられたお米。朝晩の寒暖の

差が激しく米作りに適しており、吉野川源流域の綺麗な水で育ちまし
た！

高知県嶺北産　ヒノヒカリ
(お米)　5kg

高知市 5kg なし 高知県嶺北産ヒノヒカリ　平成29年度米

C8 香り米入り仁井田米
海抜230ｍにある四万十川の清らかな水で育った仁井田米。香り米

を独自にブレンドしています。
香り米入り仁井田（にい
だ）米　5kg

高知市 5kg なし 高知県産仁井田米　平成29年度米

C9
室戸天然天草

ところてん

高知家うまいもの大賞2018の大賞受賞！！
室戸でとれた天然天草だけを使って、のど越しあっさり、つるっとした

口あたりに仕上げ、低カロリーで食物繊維豊富な自然食です。

土佐の鰹だし　室戸天然
天草ところてんギフト

高知市
200ｇ(ところてん100g+スープ
100g) ×3個入りギフトパック ×
3箱 (計9個)

製造日より10日
天草(国産)、しょうゆ(本醸造)、たん白加水分解物、鰹節、昆布、糖類(ぶどう糖果糖
液糖、水あめ、砂糖)、食塩、生姜／調味料(アミノ酸等)、アルコール、甘味料(ステビ
ア、甘草)、(一部に大豆、小麦含む)

C10
土佐はちきん地鶏

ムネ肉

土佐はちきん地鶏は大川村でヒナから大切に育てられ、大自然の中
を走りまわっているため、余分な脂がなく弾力のある肉質が特徴で

す。

土佐はちきん地鶏
ムネ肉　2kg

大川村
土佐はちきん地鶏　ムネ肉×
2kg

製造日より1年 鶏ムネ肉

C11
フィルターインボトルと

上級煎茶のセット

清らかな水と澄んだ空気が自慢の四万十川源流域で育ったお茶葉
は、香り高く、余韻をしっかりと感じられる深い味わいで、土佐を代表

するお茶です。
茶こしフィルター付きのおしゃれな水出しボトルと、上級煎茶のセット

です。

フィルターインボトル
ギフト用　煎茶100g

津野町 ボトル1本　煎茶100g 製造日より1年 緑茶

C3 我家のだしセット
自宅で作るだし醤油作成キット！「めじか・かつお・あゆ」の3本セット

です。料理がバリエーション豊富に楽しめます。

C4
高知アイス

大人気セット

高知の素材を活かして作ったアイス8個セット。高知の柚子・土佐文
旦・土佐の天日塩・いの町のいちご、全4種類を2個ずつセットにしま

した。

C5
宇佐もん一本釣り

うるめオイルサーデｨ
ンセット

平成24年度農林水産省食料産業局長賞を受賞した、一本釣りうる
めいわしのオイルサーディンとトマトサーディン、サラダサーディンの

セットです。

- 6 -



No. お礼の品 画像 説明文 商品名 産地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

こうちふるさと寄附金記念品一覧（詳細版）

けずり芋荒けずり　てんさ
い糖

いの町 50g×2 製造日より6ヶ月 芋、植物油、てんさい糖、とうもろこし粉末

けずり芋荒けずり　しょう
が

いの町 50g×2 製造日より6ヶ月 芋、植物油、てんさい糖、しょうがパウダー

けずり芋荒けずり　しお いの町 50g×2 製造日より6ヶ月 芋、植物油、てんさい糖、とうもろこし粉末、食塩

芋の花 いの町 50g×3 製造日より6ヶ月 芋、植物油、てんさい糖、とうもろこし粉末、食塩

C13 炭火うなぎ蒲焼

四万十川のほとりにある「四万十屋」秘伝のタレでじっくりと炭火で焼
いたうなぎ。

何度もタレに付け丁寧に焼きあげ、ふっくらと香ばしく仕上がってい
ます。

炭火うなぎ蒲焼 四万十市
炭火うなぎ蒲焼×1尾(約150g)、
タレ(40g)×1本

製造日より6ヶ月
うなぎ(養殖)、濃口醤油、上白糖、発酵調味料、酒、うなぎの骨エキス、（一部に大
豆・小麦を含む）

C14 あぐり窪川豚まんセット
もっちりした食感の四万十ポークの旨みと、国産玉ねぎの甘みが効
いています。高知県産タケノコも使用し、中身ぎっしりの贅沢豚まん

をお届けします。
あぐり窪川豚まんセット 四万十町 （140g×2個）×5袋入 製造日より180日

豚肉、小麦粉、玉ねぎ、砂糖、竹の子、醤油（大豆、小麦を含む）、ラード、イースト、
ブイヨン（鶏肉、牛肉を含む）、乳たんぱく（乳成分を含む）、食塩、ごま油、コショウ、
でん粉、調味料（アミノ酸）、ベーキングパウダー

酢味噌さっぱり 須崎市 20mL×6袋×2 製造日より36ヶ月 有機葉にんにく､ 白味噌､米酢､甜菜糖､柚子果汁

酢味噌（コク） 須崎市 20mL×6袋×2 製造日より36ヶ月 有機葉にんにく､麦味噌､米酢､三温糖､ゴマ

ジェノベーゼ風ソース 須崎市 25mL×8袋 製造日より36ヶ月
有機葉にんにく､エクストラヴァージンオリーブオイル､カシューナッツ､ 松の実､有機に
んにく､ヒマラヤ岩塩､ブラックペッパー

C16
土佐打ち刃物

黒打ち万能包丁A

江戸時代初期から伝わる伝統工芸品の土佐打ち刃物。中でも黒打
ち包丁は錆びにくく、切った食材がくっつきにくいという特徴を持った

最も土佐打ち刃物らしい包丁です。
黒打ち万能包丁 須崎市 刃渡り12cm

ミレーサンド　ホワイト 高知市
ビスケット：ビスケット(小麦粉、植物油脂、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩)、
チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、脱脂粉乳、ココアバター)／膨張剤、乳化
剤、香料、(原材料の一部に乳成分・小麦・大豆を含む)

ミレーサンド　いちご 高知市
ビスケット(小麦粉、植物油脂、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩)、チョコレート
コーチング(砂糖、植物油脂、全粉乳、乳糖、ココアバター、乾燥いちご)／膨張剤、乳
化剤、酸味料、アカビート色素、香料、(原材料の一部に乳成分・小麦・大豆を含む)

ミレーサンド　抹茶 高知市
ビスケット(小麦粉、植物油脂、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩)、チョコレート
コーチング(砂糖、乳糖、植物油脂、全粉乳、抹茶、ココアバター)／膨張剤、乳化剤
(大豆由来)、香料

ミレーサンド　キャラメル 高知市

ビスケット(小麦粉、植物油脂、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩)、チョコレート
コーチング(植物油脂、砂糖、乳糖、キャラメルパウダー、カカオマス、全粉乳、粉末カ
ラメルソース、脱脂粉乳、ココアバター)／膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料
(カロチノイド)

C18
戻り鰹

塩たたきセット

脂の乗った旬の「戻り鰹」のみを使用。塩たたきに合うように開発さ
れた「特製の柚子ダレ」と「専用塩」が付きます。また、特製ポン酢も

入っているので食べ比べもできます。
戻り鰹塩たたきセット 高知市

かつおのたたき(背・腹各1節)・
ポン酢・にんにく、柚子ダレ、専
用塩

お届け日より3週間
かつお(太平洋)、にんにく(中国産)、ゆずぽん酢：しょうゆ（本醸造）　ゆず果汁　醸造
酢　砂糖　調味料（アミノ酸等）　風味原料（かつお節）、海洋深層水塩、ユズダレ：穀
物酢、ゆず果汁、調味料(アミノ酸等)

C19 もくレースコースター
土佐の森で生まれた色味豊かな木にレーザーカットを施し、繊細な

木のレースに仕上げました。
もくレースコースター 本山町 もくレースコースター3枚セット なし

C12
けずり芋　荒けずりと
芋の花ギフトセット

高知家うまいもの大賞2017を受賞した商品。職人が極限まで薄く削
ることで小さいお子様からご年配の方まで食べやすく、さっぱり甘い

新食感の芋菓子。

C15
葉にんにくのタレ

3種セット

高知県の伝統野菜、葉にんにくを主原料に、安心・安全にこだわり自
社有機栽培・自社加工場で製造。

白味噌・麦味噌・ジェノベーゼの3種が入った「葉にんにくのタレ」セッ
トです。

C17
ミレーサンド
詰め合わせ

高知の洋菓子店が作った「しょっぱさ×甘さ」の新感覚スイーツ！ホ
ワイトチョコ・イチゴチョコ・抹茶チョコ・キャラメルチョコの全4種類の

詰め合わせです。
270g 製造日より90日
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C20 土佐和紙セットB
メモブロック帳とオリジナルペーパークリップがセットになった女性に
人気の商品。ひのきの木毛(もくめん)を詰め合わせたオリジナルボッ

クスに入れてお届けします。
土佐和紙セットB 土佐市

ミルパピエ・メモブロック角止め
箱入りセット
(メモブロックL×1個、S×2個、
ペンシル×1本、ペーパークリッ
プ)

なし

真アジ開き 3枚 お届け日より1週間程度 真アジ、食塩、魚醤

青アジ開き(大) 1枚 お届け日より1週間程度 丸アジ、食塩、魚醤

さんまみりん干し 3枚 お届け日より1週間程度
サンマ、醤油、水飴、氷砂糖、みりん、食塩、ごま、カラメル色素、調味料(アミノ酸
等)、甘味料(天草・ステビア)、酸味料、保存料(パラオキシ安息香酸)原材料の一部に
小麦を含む。

シイラみりん干し 2枚 お届け日より1週間程度
シイラ、醤油、水飴、氷砂糖、みりん、食塩、ごま、カラメル色素、調味料(アミノ酸
等)、甘味料(天草・ステビア)、酸味料、保存料(パラオキシ安息香酸)原材料の一部に
小麦を含む。

ちりめんじゃこ 75g お届け日より1週間程度 いわし稚魚、食塩(本製品は、エビ・カニが混獲される漁法で漁獲しています)

D1 うつぼのタタキセット
白身魚のような淡白な味わいで、身にはゼラチン質が多くコリコリと
した歯ごたえです。食べ応えがあり、じんわり旨みが広がります。

うつぼのタタキセット 須崎市
ウツボのタタキ約500g(250g×
2pc)、ユズポン酢(80cc×2本)、
にんにく1玉

発送日より2週間
うつぼ(高知県産)、にんにく(中国産)、ゆずぽん酢：しょうゆ（本醸造）　ゆず果汁　醸
造酢　砂糖　調味料（アミノ酸等）　風味原料（かつお節）

D2
明神水産

藁焼き鰹たたきセット

土佐漁師伝統の技「一本釣り」で釣り上げた鰹は、鮮度抜群！高知
県産の藁を使って一気に焼き上げるので、より一層風味を引き立た

せます。

明神水産 藁焼き鰹たたき
2節セット

黒潮町
藁焼き鰹たたき中2節(背・腹各1
節、合計約500g)、80ccタレ2P、
ニンニク・ショウガ各3P

発送日より冷凍保存で30日

藁焼きかつおたたき：かつお（三陸沖漁獲）／タタキのたれ：しょうゆ（本醸造）（大豆
（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、醸造酢、ゆず果汁、みりん、砂糖、かつおぶ
し、食塩、こんぶ／おろししょうが：生姜、食塩、酒精、酸化防止剤（V.C.)、ｐH調整剤、
糊料（キサンタン）／おろしにんにく：にんにく、食塩、ｐH調整剤

D3 キジ鍋セット
上質な脂の乗ったキジの鍋セット。キジガラでとった濃厚で美味しい

スープとキジ肉をセットにしました。
梼原町 キジ鍋セット 梼原町

キジ肉300g×2袋、鍋スープ
300cc（3倍濃縮）×2袋

発送日より約90日 キジ肉

焼きナス 安芸市 100ｍｌ×2 なし 牛乳、ナス、クリーム、卵、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

卵(土佐ジロー) 安芸市 100ｍｌ×2 なし 牛乳、卵、クリーム、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

お茶 安芸市 100ｍｌ×2 なし 牛乳、クリーム、砂糖、卵、脱脂粉乳、緑茶、トレハロース

かぼちゃ 安芸市 100ｍｌ×2 なし 牛乳、かぼちゃ、クリーム、卵、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

焼きいも 安芸市 100ｍｌ×2 なし 牛乳、薩摩芋、クリーム、卵、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

土佐文旦果汁飲料 越知町 720ｍｌ 製造日より6ヶ月 文旦果汁、てんさい糖

小夏果汁飲料 越知町 720ｍｌ 製造日より6ヶ月 小夏果汁、てんさい糖

D6
土佐打ち刃物

黒打ち万能包丁B

江戸時代初期から伝わる伝統工芸品の土佐打ち刃物。中でも黒打
ち包丁は錆びにくく、切った食材がくっつきにくいという特徴を持った

最も土佐打ち刃物らしい包丁です。

土佐打ち刃物
黒打ち万能包丁

須崎市
5.5寸黒打ち万能包丁（刃渡り約
16.5cm）×1本

なし

D7
土佐古代塗

箸セット

土佐古代塗は完成までに、実に３０近い工程があり、高知で作ること
ができるのはたった1人！その方が丹精込めて作ったお箸のセット

です。

土佐古代塗り
「箸セット（2組）」

高知市 箸×2組 なし

D8 高知カタログギフト「結」

「結」は、高知生まれの食品や工芸品を生産者の思いも交えて紹介
したカタログギフト。ページをめくれば高知の四季や風土が伝わる、
高知の魅力が凝縮された一冊です。高知の風土と人情を託して人と

人を結び、感謝の心をお届けします。

高知カタログギフト「結」 高知市 1冊 なし

C21 土佐の干物セット
田野町で昭和初期から干物を作り続けています。高知ならではの
「シイラ」や「ちりめん」をはじめとしたボリューム満点の干物セットで

す。
田野町

D4
安芸グループふぁーむ

アイスセット

焼きナスアイスや焼きいもアイスをはじめ、地元の素材を活かしたア
イスを10個の詰め合わせにしたセットです。

D5
小夏・土佐文旦
果汁飲料ギフト

まるで果実を食べているかのような、濃厚な味わい。
岡林農園渾身の50%果汁飲料、文旦と小夏の2本セットです。
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D9
きじ肉のぶつ切り

・スープセット
（辛みそだれ付）

きじ肉は高たんぱく低カロリーが特徴です。しっかりした歯ごたえの
あるぶつ切り肉、きじ肉100％のつみれ、さっぱりとしてコクのあるき
じがらスープで簡単に辛みそ風味の本格きじ鍋をお楽しみ頂けま

す。

きじ肉のぶつ切り・スープ
セット　辛みそだれ付

いの町

きじ肉ぶつ切り（100g×2）、きじ
つみれ（4個×2）、スープ400ml
×2、辛みそだれ×1本、塩だれ
×１

出荷日より1ヶ月 キジ肉

ぎゅぎゅっとフルトマ　金
ラベル (11度）

土佐市 500ｍｌ 製造日より300日 トマト

ぎゅぎゅっとフルトマ　黒
ラベル (9度)

土佐市 500ｍｌ 製造日より300日 トマト

沢渡茶 仁淀川町 100ｇ 製造日より300日 緑茶

沢渡ほうじ茶 仁淀川町 80ｇ 製造日より300日 ほうじ茶

香ル茶(紅茶) 仁淀川町 50ｇ 製造日より300日 紅茶

水出し緑茶 仁淀川町 6ｇ×12袋 製造日より300日 緑茶

沢渡茶ティーバッグ 仁淀川町 10包入 製造日より300日 緑茶

沢渡ほうじ茶ティーバッグ 仁淀川町 10包入 製造日より300日 ほうじ茶

香ル茶(紅茶)ティーバッグ 仁淀川町 10包入 製造日より300日 紅茶

D12 土佐和牛スライス
四万十川、吉野川と並ぶ四国三大河川のひとつである仁淀川に注
ぐ湧水を牛に与え、大事に育てた土佐和牛の味をお楽しみ頂けま

す。

仁淀川流域育成
土佐和牛スライス400g

越知町 土佐和牛スライス400g 出荷日より1ヶ月 牛肉

D13
土佐あかうし
すき焼き肉

（特上）

土佐あかうしは高知県のみで飼育されている和牛です。年間わずか
７００頭ほどしか出荷されない希少品種で、｢幻の土佐あかうし｣とも
言われます。赤肉と霜降りの２つの美味しさが最高のバランスです。

(１月あたり10セット限定)

土佐あかうし
すき焼き肉250g

大豊町
土佐あかうし　すき焼き用ロース
肉×約250g

出荷日より1ヶ月 牛肉

D14 黒毛和牛焼肉セットA
寒暖差の激しい四国山脈で育った「土佐黒牛」。適度なサシと黒牛

独特の脂の旨味がある黒毛和牛に、地元で愛されている焼肉のタレ
を添えてお届けします。

黒毛和牛焼肉セット 梼原町
黒毛和牛焼肉用400g、焼肉のタ
レ×1本

出荷日より1ヶ月 牛肉

D15
竹集成材製

ランチボックス

高知県産竹材を１００％使用して作った竹集成材製のランチボック
ス。化学薬品不使用、材料の漂白を一切していないので、人と環境

に優しい商品です。

竹集成材製ランチボック
ス（1段）

高知市
竹集成材製お弁当箱（1段）×1
セット

なし

D16
四万十ヒノキ材

積み木

ウッドキュウブは、お子様のためを考え、一つ一つ愛情を込めて土
佐の家具職人が作った自然木（四万十産ヒノキとドイツ産ブナ材）の
ナチュラルな積み木です。お子様が万が一、お口に入れても安全な

無塗装・薬品無添加の製品です。

四万十ヒノキ材
積み木40ピース

高知市
四万十ヒノキ材　積み木40ピー
ス×1セット

なし

D17 土佐和紙セットC
3色の土佐和紙封筒・便箋、封シールをひのきの木毛(もくめん)を詰
め合わせたオリジナルボックスに入れました。クリップがついている

ので、メッセージを書いた紙を添えてプレゼントにも最適です。
土佐和紙セットC 土佐市

・角留め箱入りレターセット×１
・角留め箱入りカードセット×１
・ミルパピエ・メモブロック角留め
箱入りセット×１

なし

D18 シャモ鍋セット（4人前）
坂本龍馬が暗殺された夜、食べようとしていた地鶏「軍鶏（シャ

モ）」。坂本家の先祖の地、才谷のある南国市で育てた昔ながらの
純血種「ケンカシャモ（闘鶏用の軍鶏）」の鍋セットです。

シャモ鍋セット（4人前） 南国市
シャモ肉×350g、シャモつくね
30g×8個、スープ800cc

製造日より1年

シャモつくね：鶏肉（軍鶏）、野菜（玉葱、ニラ）、卵、合成清酒、味噌、澱粉、醤油、お
ろしニンニク、おろし生姜、食塩、胡椒、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小
麦、大豆、鶏肉を含む）
シャモ鍋スープ：鶏がら（軍鶏）、醤油、野菜（玉葱、生姜）、合成清酒、発酵調味料、
食塩、おろし生姜、おろしにんにく、唐辛子、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に
に小麦、大豆含む）

D10
ぎゅぎゅっとフルトマ

 ギフトセット

フルーツトマト100%ストレートジュース（食塩・砂糖・化学調味料・保
存料不使用）。金ラベル（糖度11度以上、高糖度小玉トマト約50個分
使用）と黒ラベル（糖度9度以上、トマト約40個分使用）がセットになっ

たオリジナル商品です。

D11 沢渡茶セット
沢渡茶の味の特徴は、その味わいと後味の良さ。優しい味でありな
がら輪郭がはっきりとしていて、「茶の味」をしっかりと感じられます。
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No. お礼の品 画像 説明文 商品名 産地 規格
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D19
シャモすき鍋セット

（4人前）

坂本龍馬が暗殺された夜、食べようとしていた地鶏「軍鶏（シャ
モ）」。坂本家の先祖の地、才谷のある南国市で育てた昔ながらの

純血種「ケンカシャモ（闘鶏用の軍鶏）」のすき焼きセットです。

シャモすき鍋セット（4人
前）

南国市
シャモ肉×350g、シャモつくね
30g×8個、すき焼きわりした
500cc

製造日より1年

シャモつくね：鶏肉（軍鶏）、野菜（玉葱、ニラ）、卵、合成清酒、味噌、澱粉、醤油、お
ろしニンニク、おろし生姜、食塩、胡椒、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小
麦、大豆、鶏肉を含む）
シャモすき焼きわりした：醤油、合成清酒、発酵調味料、砂糖、鶏がら（軍鶏）昆布（原
材料の一部にに小麦、大豆含む）

ミルキーベリーツイン 香南市 100ml なし
いちご、グラニュー糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、加糖練乳、脱脂粉乳、粉末水
飴、レモンジュース、寒天、塩、安定剤(増粘多糖類)

土佐文旦いちご 香南市 100ml なし
グラニュー糖、文旦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、いちご、レモンジュース、寒天、
塩、安定剤(増粘多糖類)

プラム＆パイン 香南市 100ml なし
すもも、グラニュー糖、砂糖混合ぶどう糖、果糖液糖、果糖練乳、パイナップル、レモ
ンジュース、寒天、塩、餡点在(増粘多糖類)

ヤ・シィフルーツ 香南市 100ml なし
せとか、グラニュー糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、みかん、キウイ、レモンジュー
ス、寒天、塩、安定剤(増粘多糖類)

クラッシュクッキー 香南市 100ml なし

果糖練乳、脱脂粉乳、グラニュー糖、小麦粉、バター、果糖卵黄(卵黄・砂糖)、砂糖
混合ぶどう糖、果糖液糖、乳などを主原料とする食品(卵、ココアパウダー、コーンス
ターチ―、寒天、ドレンチェリー、塩、香料、安定剤（増粘多糖類、加工デンプン)、乳
化剤(大豆由来)、着色料（黄4・青1、アンシアニン）

ココナッツトロピカーナ 香南市 100ml なし
ココナッツ調整品(ココナッツミルクモルトテキストリン)、加糖練乳、バナナ、グラニュー
糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳、ドレンチェリー、キウイ、パイン、マン
ゴー、寒天、安定剤(増粘多糖類)、カゼインナトリウム

バナナチョコラータ 香南市 100ml なし
加糖練乳、ココアパウダー、チョコレート、グラニュー糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖、バナナ、寒天、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料(材料の一部に大豆を含む)

ブルーベリーチーズ 香南市 100ml なし
ブルーベリー、プロセスチーズ、グラニュー糖、果糖練乳、砂糖混合ぶどう糖、果糖液
糖、塩、安定剤(増粘多糖類)、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料(原材料の一部にりんご・
オレンジを含む)

ラズベリーナマンゴー 香南市 100ml なし
ラズベリー、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、マンゴー、グラニュー糖、レモンジュース、
寒天、塩、安定剤(増粘多糖類)

ローストナッツキャラメリ
ゼ

香南市 100ml なし
乳等を主原料とする食品、加糖練乳、脱脂粉乳、水飴、バター、アーモンド、ヘーゼ
ルナッツ、蜂蜜、寒天、塩、小麦、香料、安定剤、増粘多糖類、加工デンプン、リンゴ
酸塩(Na)、乳化剤、(大豆由来)

ポンカンいちご 香南市 100ml なし
ぽんかん、グラニュー糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、いちご、レモンジュース、寒
天、塩、安定剤(増粘多糖類)

グレープ＆パイン 香南市 100ml なし
ぶどう、グラニュー糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、パイナップル、レモンジュース、
寒天、塩、安定剤(増粘多糖類)

E1
土佐あかうし
すき焼き肉

赤身の旨さが評判を呼び、なかなか手に入らない「土佐あかうし」の
すき焼き用ロース肉をたっぷり500gお届けします。　(1月あたり10

セット限定)

土佐あかうしすき焼肉
＜特上＞

土佐町
土佐あかうしロース×約500g
（個体識別番号つき）

発送日より冷凍で1ヶ月 牛肉

E2
かつお・うつぼ・鯨

たたき食べ比べセット

高知の海産物を食べ比べ！かつおのたたきをはじめとした高知を代
表する海産物をセットにしました。鰹とウツボはさっぱりとポン酢で、
鯨は赤身を食べ易いように包丁でたたいているので、刺身感覚でお

召し上がりください。

かつお・うつぼ・鯨
たたき食べ比べセット

高知市
かつおのたたき×2節（約600-
700g）、うつぼのたたき250g×2
パック、鯨刃たたき400g

発送日より2週間

E3 黒毛和牛焼肉セットB
寒暖差の激しい四国山脈で育った「土佐黒牛」。適度なサシと黒牛

独特の脂の旨味がある黒毛和牛に、地元で愛されている焼肉のタレ
を添えてお届けします。

黒毛和牛焼肉セット 梼原町
黒毛和牛焼肉用×800g、焼肉
のタレ×2本

発送日より冷凍で1ヶ月 牛肉

D20
高知の果物や特産品を使用し、作ったアイスバー。見た目もおしゃ

れでとっても美味しい12種類の詰め合わせギフトセットです。
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E4
仁淀川うなぎ

焼きたて蒲焼きセット

高知産のうなぎをじっくりと丁寧に焼きました。焼きたてで美味しいう
なぎを食べて頂きたく、発送日の当日に焼き上げ、冷蔵便でお届け

します。

仁淀川うなぎ
焼きたて蒲焼き3尾セット

高知市
仁淀川うなぎ蒲焼き×3尾、たれ
付き

発送日より4日

E5
四万十ポーク「美鮮

豚」
　食べつくしセット

ビタミンB・コラーゲン・たんぱく質が豊富で、甘味がありながらしつこ
くなく、あっさりとした良質な豚肉です。とんかつ・しゃぶしゃぶ・焼肉

といろいろな料理が堪能できるセットです。

四万十ポーク「美鮮豚」
食べつくしセット

高知市

豚ロースとんかつ用　1kg（100g
×5枚×2パック）
豚肩ロース＆豚バラ　しゃぶしゃ
ぶ用　1kg（各500g）
豚肩ロース＆豚バラ　焼肉用
1kg（各500g）

発送日より冷凍保存で1ヶ月 豚肉

E6
高知県産本まぐろ

大トロセット

高知で育った本マグロの大トロのみを厳選してお届けします。刺身、
寿司、丼ぶりなどお好みの食べ方で本マグロの旨味をご賞味くださ

い。

高知県産本まぐろ大トロ
セット

室戸市 約500g 発送日より10日 高知県産本マグロ

E7 尾戸焼ぐい呑セット
尾戸焼きは、土佐藩主山内家の御用窯から産した陶器で、高知県

伝統的特産品の一つとして受け継がれており、普段の生活で使える
ように考えられた「ぐい呑」セットです。

尾戸焼ぐい呑セット 高知市
79(W) x 79(D) x 43(H)mm　& 重
量　： 60g×2個

なし

E8 土佐硯
良質の黒色粘板岩から作られる土佐硯は、自然の風合いと黒の発
色に定評があり、運筆の微妙な変化も表現できると高い評価を受け

ています。
土佐硯（楕円硯） 三原村

土佐硯（楕円／12cm×8cm×
2cm）×1個

なし

E9
土佐打ち刃物

黒打ち包丁セット

江戸時代初期から伝わる伝統工芸品の土佐打ち刃物。中でも黒打
ち包丁は錆びにくく、切った食材がくっつきにくいという特徴を持った

最も土佐打ち刃物らしい包丁です。
土佐黒打ち包丁2本セット 須崎市

5寸万能包丁（刃渡り約15cm）
×1本、5.5寸菜切包丁（刃渡り
16.5cm）×1本

なし
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