
こ う ち 　　          

ふるさと寄附金

記念品カタログ
2019.6~

こうちふるさと寄附金記念品カタログのご利用方法

本カタログの取り扱い期間／令和2（2020）年5月31日まで

5,000円以上のご寄附をしていただいた高知県外にお住まいの方に、寄附金額に応じて記念品をお送りしています。ご希望の
記念品をお選びください。
【記念品の選択について】
■右の表をご確認の上、寄附金額に応じて記念品を
　お選びいただき、「記念品の番号（例：A1）」と「品名」
　を申込書の「3.記念品」欄へご記入ください。
※ご記入がない場合は、いずれかの記念品をお送りさせ
　ていただきます。
※流通動向などにより、お送りする記念品の内容を変更
　させていただくことがあります。ご了承くださいませ。

寄附金額 お選びいただける記念品
Aの中から1品

10,000円以上 20,000円未満 A～Bの中から1品
20,000円以上 30,000円未満 A～Cの中から1品
30,000円以上 50,000円未満 A～Dの中から1品
50,000円以上100,000円未満 A～Eの中から1品

100,000円以上 A～Fの中から1品

こうちふるさと寄附金のホームページには、記念品の
より詳しい情報を掲載していますのでご参照ください。

URL  https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/
　　  111601/furusato.html

アイコン説明

うまいもの

大　　 賞
高知家うまいもの大賞受賞商品

冷凍配送冷凍常温 常温配送
伝統
工芸 伝統工芸品

冷蔵 冷蔵配送

集活 集落活動センター商品

入館券 県立施設入館券 自然
体験 自然・体験交流

「ふるさとチョイス」「楽天」「さとふる」
限定の記念品がございます
本カタログ以外にも、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」

「楽天ふるさと納税」「さとふる」に期間限定の記念品がございます。イン
ターネットからご利用いただける各ポータルサイトをぜひご覧ください。

F
（9品）

F1 土佐あかうし
サーロインステーキ F2 かつお・うつぼ・鯨

たたき食べ比べセット F3 土佐和牛
ヒレステーキ

F7 尾戸焼き 皿セット

尾戸焼き 小皿5枚
〈高知市〉

F6 高知県産本まぐろ
大トロセット

高知県産本まぐろ大トロセット
（約750g～850g）
〈室戸市〉

F5 土佐硯（楕円硯）

土佐硯
（楕円/18cm×13cm×2.5cm ）
1個

〈三原村〉

F4 土佐和牛
サーロインステーキ

F8 四万十ヒノキ材
積み木

積み木 50ピース
 〈高知市〉

F9 四万十うなぎ三昧

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍

冷凍

5,000円以上 10,000円未満

土佐あかうしサーロインステーキ
約250g×2枚

（1月あたり10セット限定）
〈土佐町〉

黒毛和牛ヒレ（ステーキ用）
150g×2枚　

〈高知市〉

黒毛和牛サーロインステーキ
200g×2枚

〈高知市〉

四万十うなぎ蒲焼 110g×2袋、
四万十うなぎ白焼き 120g×2袋、
四万十うなぎ蒲焼・きざみ 
80g×2袋       〈四万十町〉

かつおのたたき×2節（約600g～
700g）、うつぼのたたき 350g×2、
鯨刃たたき 400g

〈高知市〉

伝統
工芸

伝統
工芸冷凍



A
（21品）

A1 万能おかず生姜 A2 ミレービスケット
「超ビッグパック」 A3 ミレービスケット

詰合せセット

A4 だしが良くでる
宗田節 A5 野根まんじゅう A6 無手無冠 ゆず

（リキュール） A7 大月名物
きびなごケンピ

A11 奈半利味噌A10 室戸天然天草
ところてんA9 うさぎ2ロール

ギフトボックスA8 食べる鰹節セット

A12 龍馬のけんぴセット A13 イタドリ漬けセット A14 満天の星大福 A15 くろしおくんセット

A17 ひまわり乳業セット A18 韮生おばちゃん
かるかん A19 高知県立のいち動物公園ペア

入園券＆オリジナルグッズセットA16 土佐の地酒
飲み比べセットA

A20 黒潮町ソルティーブ
天日塩作り体験 A21 鳴子作り体験 B1 鍋焼きラーメン

B5 ジンジャーシロップ
セットB4 土佐銘菓セットB3 ごっくん馬路村B2 直七のポン酢と

ごまドレッシングのセット

B6 吉野川ゆずセット B7 三原村ゆずセット B8 土佐の海鮮丼の素
5種食べ比べセット B9 浜吉ヤ

「土佐の鰹セット」

B
（32品）

常温 常温

常温 常温
うまいもの

大　　 賞

うまいもの

大　　 賞

うまいもの

大　　 賞

常温 冷凍冷蔵

冷蔵

冷蔵

常温

常温

常温

常温

万能おかず生姜 130g×3袋
〈香美市〉

ミレービスケット 30g×16袋
〈高知市〉

だしが良くでる宗田節 1本
〈土佐清水市〉

野根まんじゅう 24個入
〈高知市〉

無手無冠 ゆず（リキュール）
500ml

〈四万十町〉

きびなごケンピ 100g×2袋
〈大月町〉

奈半利味噌 900g
〈奈半利町〉

室戸天然天草ところてん 
無添加 米酢 2個、
室戸天然天草ところてん 
無添加 ゆず 2個 〈高知市〉

高級トイレットペーパー 2ロール
〈土佐市〉

龍馬塩けんぴ 225g×2袋、
龍馬芋けんぴ 305g×1袋 

〈四万十町〉

イタドリ漬け（しょうゆ味）90g、
イタドリ漬け（塩味）90g 
各1個

〈高知市〉

満天の星大福 8個入     
〈津野町〉

くろしおくんA4 ファイル 1枚、
くろしおくん ノート 1冊、
くろしおくん ふせん 1冊  
〈高知市〉

ハローキティミレービスケット 30g×4袋綴り、
まじめミレー 130g、
ミレービスケット（キャラメル風味）115g、
ミレービスケット（レモン風味）70g、
ミレービスケット 30g×6袋   〈高知市〉

おやつかつお（しょうゆ味）
30g×1袋             
おやつかつお（ガーリック味）
30g×1袋             〈土佐市〉
そのまま食べる鰹節
30g×1袋             〈高知市〉

リープル 1ℓ×2、コーヒー 1ℓ×1
〈南国市〉

しらぎく 180ml  〈芸西村〉
土佐鶴 180ml 〈安田町〉
桂月 180ml     〈土佐町〉

高知県立のいち動物公園ペア入
園券＆オリジナルグッズセット   

〈香南市〉

韮生おばちゃんかるかん
6個入

〈香美市〉

天日塩作り体験 大人1名分 
〈黒潮町〉

鳴子作り体験 鳴子1組（2本）分
〈高知市〉

鍋焼きラーメン 2食入×5袋
〈高知市〉

ジンジャーシロップ 
100ml×2本、
黒糖ジンジャーシロップ 
100ml×1本  〈四万十町〉

土佐の贈りもの、
土佐銘菓撰 各1箱

〈高知市〉

ごっくん馬路村15本入
〈馬路村〉

直七のポン酢、
直七ごまドレッシング
各200ml×2本

〈宿毛市〉

柚子のドリンク、柚子のポン酢 
各360ml×1本、
柚子酢 100ml×1本

〈本山町〉

柚子のドリンク 195g×4本、
ゆずピール 25g×3袋     

〈三原村〉

一本釣りうるめ鰯漬け丼、獲れたてサバの
醤油漬け丼、活き締めタイの醤油漬け丼、
活き締めカンパチの醤油漬け丼、
活き締めブリの醤油漬け丼
各60g×1個         　  〈土佐市〉

かつおめしの素（しょうゆ味）135g、
かつおめしの素（しょうが味）135g、
ＳＡＢＡＤＡＹ鯖燻製 1枚、
かつお角煮140g、のり鰹 30ｇ
各1個                      〈土佐市〉

常温

常温

常温 冷凍

集活

常温常温

常温

常温

常温

入館券冷蔵

うまいもの

大　　 賞

常温

うまいもの

大　　 賞

常温

自然
体験

自然
体験



A
（21品）
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詰合せセット
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入園券＆オリジナルグッズセットA16 土佐の地酒
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B
（32品）

常温 常温

常温 常温
うまいもの

大　　 賞

うまいもの

大　　 賞

うまいもの

大　　 賞

常温 冷凍冷蔵

冷蔵

冷蔵

常温

常温

常温

常温

万能おかず生姜 130g×3袋
〈香美市〉

ミレービスケット 30g×16袋
〈高知市〉

だしが良くでる宗田節 1本
〈土佐清水市〉

野根まんじゅう 24個入
〈高知市〉
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柚子のドリンク 195g×4本、
ゆずピール 25g×3袋     

〈三原村〉

一本釣りうるめ鰯漬け丼、獲れたてサバの
醤油漬け丼、活き締めタイの醤油漬け丼、
活き締めカンパチの醤油漬け丼、
活き締めブリの醤油漬け丼
各60g×1個         　  〈土佐市〉
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常温

常温
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常温

常温

常温

入館券冷蔵

うまいもの

大　　 賞

常温

うまいもの

大　　 賞

常温

自然
体験

自然
体験



B11 黒潮鰹
おらんくたたき1本入 B12 とさぽんと文旦

ドレッシングのセット B13 満天の星
大福詰合せセット

黒潮鰹おらんくたたき 1節、
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 

〈土佐市〉

B10 ユズアマゴ

ユズアマゴ 1㎏
（10～12尾入）
〈仁淀川町〉

とさぽん、文旦ドレッシング 
各2本

〈越知町〉

B14 和らび餅
（スタンダード3点セット)

和らび餅（沢渡ほうじ茶）、
和らび餅（沢渡煎茶）、
和らび餅（沢渡香る茶） 
各140g          〈高知市〉

B15 とまとみそ3種セット

とまとみそ（プレーン）、
とまとみそ（甘辛）、とまとみそ（激辛）
 90g×各1

〈日高村〉

B16 碁石茶セット

碁石茶カートカン 195g×3本、
碁石茶ティーバッグ 1.5g×6袋、
碁石茶あられ 150g、
碁石茶ようかん 150g 〈大豊町〉

B17 わんぱくゆずジュース

B21 ごちそうたまごどうふ

四万十トマトのコンソメジュレ、
ゆずのコンソメジュレ 
250g×各2

〈四万十町〉

B20 土佐の清水さば
漁師漬け

土佐の清水さば漁師漬け
3袋

〈土佐清水市〉

B19 黄金しょうがの
ジンジャーエール

黄金しょうがのジンジャーエール
195ml×6本

〈高知市〉

B18 鷹取おすすめ
キムチセット

鷹取白菜キムチ 200g×2、
鷹取大根キムチ 200g×2、
鷹取焼肉のたれ 甘口 300ｍｌ×１、
鷹取ドレッシング 300ｍｌ×１

〈梼原町〉

B22 室戸のかまぼこ
お試しセット

玉子入り大丸 1本、
扇かまぼこ 1本、
おいしい天ぷら 3枚×1袋

〈室戸市〉

B24 すっきりさわやか
しそごこち

すっきりさわやか しそごこち
280ml×12本入

〈本山町〉

B25 葉にんにくのぬた
3種セット

葉にんにくのぬた（コク）20ml×6袋×2、
葉にんにくのぬた（さっぱり）20ml×6袋×2、
葉にんにくのぬた（ジェノベーゼ）
25ml×8袋          〈須崎市〉

B27 ふるふる
ドレッシングセット B28 土佐のほろ酔い

晩酌セット B29 高知県内県立3施設
入館券セット

ふるふるドレッシング（青のり）20g、
ふるふるドレッシング（梅しそ）20g、
ふるふるドレッシング（イタリアン）18g

〈四万十市〉

B26 沢渡茶セット

沢渡茶 50g、香ル茶 50g、
ほうじ茶 80g

〈仁淀川町〉

高知県内県立3施設入館券セット
（坂本龍馬記念館、高知城歴史博
物館、牧野植物園 各施設
1枚）               〈高知市〉

日本酒 酔鯨 300ml、一本釣りうる
めいわしのオイルサーディン 100g、
鰹そぼろ煮 100g

〈土佐市〉

B30 高知県立坂本龍馬記念館入館券＆
ミュージアムショップオリジナル豆皿セット

高知県立坂本龍馬記念館入館券
（大人1枚）＆ミュージアムショップ
オリジナル豆皿（2枚）セット

〈高知市〉

B31 足摺クルーズ体験

足摺クルーズ体験 大人1名様分
〈土佐清水市〉

B32 内原野陶芸体験

内原野陶芸体験 大人1名様分
〈安芸市〉

C4 高知アイスおすすめ
12個セット

アイスクリンカップ、ゆずシャーベット、
ぽんかんシャーベット、文旦シャーベット、
土佐ジローカップ、村田マンゴアイス
各2個                      〈いの町〉

C3 戻り鰹塩たたきセット

かつおのたたき（背・腹各1節）、
ポン酢、にんにく、ユズダレ、
専用塩

〈高知市〉

C2 mana*mana
アイスバーギフトセット

土佐文旦いちご、ポンカンいちご、
ラズベリーナマンゴー、
ヤ・シィフルーツ 各2本

〈香南市〉

C1 ゆず農場ギフトセット

ゆずのぜいたくドレッシング 300ml、
ゆずのさわやかドリンク 300ml、
さくはなのふるふるゼリー 4個    

〈北川村〉

C5 四万十ひのき
取っ手付きまな板

四万十ひのき取っ手付きまな板
（L）
〈須崎市〉

C6 仁井田米
「にこまる」

仁井田米「にこまる」 5kg
〈四万十町〉

C7 土佐天空の郷 
ヒノヒカリ

土佐天空の郷 ヒノヒカリ 5㎏
〈本山町〉

C8 キジ肉セット

キジ肉 700g、キジガラ 300g
〈梼原町〉

C
（16品）

満天の星大福、きなこよもぎ大福、
ほうじ茶ラテ大福 各4個

〈津野町〉

わんぱくゆずじゅーす 
280ml×12本

〈土佐町〉うまいもの

大　　 賞

うまいもの

大　　 賞

常温 常温 常温

常温 常温

冷凍

冷凍

冷凍冷凍

冷蔵

冷蔵

冷凍

冷凍

常温

常温

常温常温

常温 冷凍 冷凍

冷凍

冷蔵

常温

入館券 自然
体験

自然
体験

入館券常温

冷凍



B11 黒潮鰹
おらんくたたき1本入 B12 とさぽんと文旦

ドレッシングのセット B13 満天の星
大福詰合せセット

黒潮鰹おらんくたたき 1節、
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 

〈土佐市〉

B10 ユズアマゴ

ユズアマゴ 1㎏
（10～12尾入）
〈仁淀川町〉

とさぽん、文旦ドレッシング 
各2本

〈越知町〉

B14 和らび餅
（スタンダード3点セット)

和らび餅（沢渡ほうじ茶）、
和らび餅（沢渡煎茶）、
和らび餅（沢渡香る茶） 
各140g          〈高知市〉

B15 とまとみそ3種セット

とまとみそ（プレーン）、
とまとみそ（甘辛）、とまとみそ（激辛）
 90g×各1

〈日高村〉

B16 碁石茶セット

碁石茶カートカン 195g×3本、
碁石茶ティーバッグ 1.5g×6袋、
碁石茶あられ 150g、
碁石茶ようかん 150g 〈大豊町〉

B17 わんぱくゆずジュース

B21 ごちそうたまごどうふ

四万十トマトのコンソメジュレ、
ゆずのコンソメジュレ 
250g×各2

〈四万十町〉

B20 土佐の清水さば
漁師漬け

土佐の清水さば漁師漬け
3袋

〈土佐清水市〉

B19 黄金しょうがの
ジンジャーエール

黄金しょうがのジンジャーエール
195ml×6本

〈高知市〉

B18 鷹取おすすめ
キムチセット

鷹取白菜キムチ 200g×2、
鷹取大根キムチ 200g×2、
鷹取焼肉のたれ 甘口 300ｍｌ×１、
鷹取ドレッシング 300ｍｌ×１

〈梼原町〉

B22 室戸のかまぼこ
お試しセット

玉子入り大丸 1本、
扇かまぼこ 1本、
おいしい天ぷら 3枚×1袋

〈室戸市〉

B24 すっきりさわやか
しそごこち

すっきりさわやか しそごこち
280ml×12本入

〈本山町〉

B25 葉にんにくのぬた
3種セット

葉にんにくのぬた（コク）20ml×6袋×2、
葉にんにくのぬた（さっぱり）20ml×6袋×2、
葉にんにくのぬた（ジェノベーゼ）
25ml×8袋          〈須崎市〉

B27 ふるふる
ドレッシングセット B28 土佐のほろ酔い

晩酌セット B29 高知県内県立3施設
入館券セット

ふるふるドレッシング（青のり）20g、
ふるふるドレッシング（梅しそ）20g、
ふるふるドレッシング（イタリアン）18g

〈四万十市〉

B26 沢渡茶セット

沢渡茶 50g、香ル茶 50g、
ほうじ茶 80g

〈仁淀川町〉

高知県内県立3施設入館券セット
（坂本龍馬記念館、高知城歴史博
物館、牧野植物園 各施設
1枚）               〈高知市〉

日本酒 酔鯨 300ml、一本釣りうる
めいわしのオイルサーディン 100g、
鰹そぼろ煮 100g

〈土佐市〉

B30 高知県立坂本龍馬記念館入館券＆
ミュージアムショップオリジナル豆皿セット

高知県立坂本龍馬記念館入館券
（大人1枚）＆ミュージアムショップ
オリジナル豆皿（2枚）セット

〈高知市〉

B31 足摺クルーズ体験

足摺クルーズ体験 大人1名様分
〈土佐清水市〉

B32 内原野陶芸体験

内原野陶芸体験 大人1名様分
〈安芸市〉

C4 高知アイスおすすめ
12個セット

アイスクリンカップ、ゆずシャーベット、
ぽんかんシャーベット、文旦シャーベット、
土佐ジローカップ、村田マンゴアイス
各2個                      〈いの町〉

C3 戻り鰹塩たたきセット

かつおのたたき（背・腹各1節）、
ポン酢、にんにく、ユズダレ、
専用塩

〈高知市〉

C2 mana*mana
アイスバーギフトセット

土佐文旦いちご、ポンカンいちご、
ラズベリーナマンゴー、
ヤ・シィフルーツ 各2本

〈香南市〉

C1 ゆず農場ギフトセット

ゆずのぜいたくドレッシング 300ml、
ゆずのさわやかドリンク 300ml、
さくはなのふるふるゼリー 4個    

〈北川村〉

C5 四万十ひのき
取っ手付きまな板

四万十ひのき取っ手付きまな板
（L）
〈須崎市〉

C6 仁井田米
「にこまる」

仁井田米「にこまる」 5kg
〈四万十町〉

C7 土佐天空の郷 
ヒノヒカリ

土佐天空の郷 ヒノヒカリ 5㎏
〈本山町〉

C8 キジ肉セット

キジ肉 700g、キジガラ 300g
〈梼原町〉

C
（16品）

満天の星大福、きなこよもぎ大福、
ほうじ茶ラテ大福 各4個

〈津野町〉

わんぱくゆずじゅーす 
280ml×12本

〈土佐町〉うまいもの

大　　 賞

うまいもの

大　　 賞

常温 常温 常温

常温 常温
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自然
体験
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C10 土佐の地酒
飲み比べセットB C11 あぐり窪川 豚まん＆

肉しゅうまいセット C12 高知県カタログギフト
結

純平、しらぎく、瀧嵐、松翁、豊の梅、桂月、
司牡丹、藤娘、無手無冠、土佐鶴、玉の井、
玉川、菊水、 各180ml×13

〈中土佐町・芸西村・いの町・香美市・香南市・
土佐町・佐川町・四万十市・四万十
町・安田町・安芸市〉

C9 土佐はちきん地鶏
鍋セット

むねしゃぶ用 300g、もも切り身 
200g、手羽元 5本、はちきんつ
くね 8個、はちきん塩スープ
300cc×3袋     〈大川村〉

高知県カタログギフト 結 1冊
〈高知市〉

豚まん（140g×2個）×4袋、
しゅうまい（210g×6個入）×4袋
〈四万十町〉

C13 土佐の大風呂敷

土佐の大風呂敷 1枚
〈香美市〉

C14 伊勢海老（冷凍） C15トマト職人の台所
赤セット C16 四万十市指定ホテル

宿泊補助券

四万十市指定ホテル宿泊補助券
1,000円分×5枚

〈四万十市〉

D3 もくレースコースター

もくレースコースター 6枚
〈本山町〉

D2 明神水産 藁焼き
鰹たたき2節セット

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

〈黒潮町〉

D1 うつぼのタタキセット

ウツボのタタキ 約700g（350g×
2）、ユズポン酢 80cc×2本、
にんにく 1玉

〈高知市〉

D4 安芸グループふぁーむ
アイス12個セット D5 土佐和紙セット D6 ブリ藁焼き

たたきセット

ブリの藁焼きたたき 約800g、
土佐の天日塩 3袋

〈宿毛市〉

D7 土佐打ち刃物
黒打ち万能包丁

黒打ち万能包丁
（刃渡り約16.5cm）1本
〈須崎市〉

D
（13品）

E
（9品）

D9 米ヶ岡鶏鍋セット D10 きじのスライス・
スープセット（塩だれ付） D11 シャモ鍋セット

もも肉切身 1000ｇ、むね肉 500ｇ、
手羽元 1000g、鶏団子 8個×2P、
焼鶏ガラスープ 1000g、
ポン酢 500ml  〈奈半利町〉

D8 土佐古代塗
「箸セット」

土佐古代塗「箸セット」（2組）
〈高知市〉

きじ肉 600g、スープ 1000g、
塩だれ付き

〈いの町〉

D12 シャモすき鍋セット

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

〈南国市〉

D13 釜揚げしらす
天日干し

釜揚げしらす 
1kg（200g×5袋）

〈香南市〉

E1 仁淀川うなぎ
焼きたて蒲焼き３尾セット

仁淀川うなぎ蒲焼き 3尾、
たれ付き

〈高知市〉

E5 黒毛和牛焼肉セット

黒毛和牛焼肉用 600g、
焼肉のタレ×1本

〈梼原町〉

E4 日本はちみつ
2個セット

日本蜂蜜 300g×2本
〈須崎市〉

E3 土佐あかうし
すき焼き肉

土佐あかうし（すき焼き肉）400g
（1月あたり10セット限定）
〈土佐町〉

E2 四万十うなぎ
缶詰セット

E6 土佐打ち刃物
2本セット

黒打ちペティ型包丁、
黒打ち万能包丁 各1本

〈須崎市〉

E7 保存缶　らすく

保存缶 らすく 100g×10缶
〈宿毛市〉

E8 土佐の干物セット

青アジ開き（大）2枚、さんま味醂
干し 2枚、金目鯛開き 2枚、ちり
めんじゃこ 75g

〈田野町〉

E9 美鮮豚、焼肉・
しゃぶしゃぶセット

焼肉用スライス、
しゃぶしゃぶ用スライス 各1㎏
〈高知市〉

HIT
うまいもの

大　　 賞
冷凍常温 伝統

工芸冷蔵 集活

集活

NEW 入館券 自然
体験

A
アクション

プラン

冷凍伊勢海老 400g～500g
（1～2尾入）
〈東洋町〉

角留め箱入りレターセット、角留め箱
入りカードセット、ミルパピエ・メモブ
ロック角留め箱入りセット
各１セット            〈土佐市〉

うまいもの

大　　 賞

冷蔵

冷凍 冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

常温

シャモ肉 350g、
シャモつくね 30g×8個、
スープ 800cc

〈南国市〉

冷凍

冷凍冷凍

焼きなすのアイス、青のりの香るアイス、酒
かすのアイス、やきいものアイス、かぼちゃ
のアイス、卵のアイス、お茶のアイス、いち
ごのアイス、黒糖のアイス、しょうがのアイ
ス、ゆずのシャーベット、いちごシャ
ーベット 各1個       〈安芸市〉

ぎゅぎゅっとフルトマ（赤ラベル）500ml×1本、
濃旨パスタソース240g、濃旨ケチャップ240g、
ドライトマトのオイル漬け（ハーブ＆
ガーリック風味）85g    〈土佐市〉

四万十うなぎ蒲焼き、
四万十うなぎひつまぶし、
四万十うなぎ贅沢アヒ―ジョ
各1缶　　　　〈黒潮町〉

常温

常温

冷凍 冷凍

冷凍

伝統
工芸 冷凍 自然

体験常温

伝統
工芸

伝統
工芸冷凍

伝統
工芸 冷凍

伝統
工芸 常温



C10 土佐の地酒
飲み比べセットB C11 あぐり窪川 豚まん＆

肉しゅうまいセット C12 高知県カタログギフト
結

純平、しらぎく、瀧嵐、松翁、豊の梅、桂月、
司牡丹、藤娘、無手無冠、土佐鶴、玉の井、
玉川、菊水、 各180ml×13

〈中土佐町・芸西村・いの町・香美市・香南市・
土佐町・佐川町・四万十市・四万十
町・安田町・安芸市〉

C9 土佐はちきん地鶏
鍋セット

むねしゃぶ用 300g、もも切り身 
200g、手羽元 5本、はちきんつ
くね 8個、はちきん塩スープ
300cc×3袋     〈大川村〉

高知県カタログギフト 結 1冊
〈高知市〉

豚まん（140g×2個）×4袋、
しゅうまい（210g×6個入）×4袋
〈四万十町〉

C13 土佐の大風呂敷

土佐の大風呂敷 1枚
〈香美市〉

C14 伊勢海老（冷凍） C15トマト職人の台所
赤セット C16 四万十市指定ホテル

宿泊補助券

四万十市指定ホテル宿泊補助券
1,000円分×5枚

〈四万十市〉

D3 もくレースコースター

もくレースコースター 6枚
〈本山町〉

D2 明神水産 藁焼き
鰹たたき2節セット

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

〈黒潮町〉

D1 うつぼのタタキセット

ウツボのタタキ 約700g（350g×
2）、ユズポン酢 80cc×2本、
にんにく 1玉

〈高知市〉

D4 安芸グループふぁーむ
アイス12個セット D5 土佐和紙セット D6 ブリ藁焼き

たたきセット

ブリの藁焼きたたき 約800g、
土佐の天日塩 3袋

〈宿毛市〉

D7 土佐打ち刃物
黒打ち万能包丁

黒打ち万能包丁
（刃渡り約16.5cm）1本
〈須崎市〉
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D9 米ヶ岡鶏鍋セット D10 きじのスライス・
スープセット（塩だれ付） D11 シャモ鍋セット

もも肉切身 1000ｇ、むね肉 500ｇ、
手羽元 1000g、鶏団子 8個×2P、
焼鶏ガラスープ 1000g、
ポン酢 500ml  〈奈半利町〉

D8 土佐古代塗
「箸セット」

土佐古代塗「箸セット」（2組）
〈高知市〉

きじ肉 600g、スープ 1000g、
塩だれ付き

〈いの町〉

D12 シャモすき鍋セット

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

〈南国市〉

D13 釜揚げしらす
天日干し

釜揚げしらす 
1kg（200g×5袋）

〈香南市〉

E1 仁淀川うなぎ
焼きたて蒲焼き３尾セット

仁淀川うなぎ蒲焼き 3尾、
たれ付き

〈高知市〉

E5 黒毛和牛焼肉セット

黒毛和牛焼肉用 600g、
焼肉のタレ×1本

〈梼原町〉

E4 日本はちみつ
2個セット

日本蜂蜜 300g×2本
〈須崎市〉

E3 土佐あかうし
すき焼き肉

土佐あかうし（すき焼き肉）400g
（1月あたり10セット限定）
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2本セット
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黒打ち万能包丁 各1本

〈須崎市〉

E7 保存缶　らすく

保存缶 らすく 100g×10缶
〈宿毛市〉

E8 土佐の干物セット

青アジ開き（大）2枚、さんま味醂
干し 2枚、金目鯛開き 2枚、ちり
めんじゃこ 75g
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E9 美鮮豚、焼肉・
しゃぶしゃぶセット
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こ う ち 　　          

ふるさと寄附金

記念品カタログ
2019.6~

こうちふるさと寄附金記念品カタログのご利用方法

本カタログの取り扱い期間／令和2（2020）年5月31日まで

5,000円以上のご寄附をしていただいた高知県外にお住まいの方に、寄附金額に応じて記念品をお送りしています。ご希望の
記念品をお選びください。
【記念品の選択について】
■右の表をご確認の上、寄附金額に応じて記念品を
　お選びいただき、「記念品の番号（例：A1）」と「品名」
　を申込書の「3.記念品」欄へご記入ください。
※ご記入がない場合は、いずれかの記念品をお送りさせ
　ていただきます。
※流通動向などにより、お送りする記念品の内容を変更
　させていただくことがあります。ご了承くださいませ。

寄附金額 お選びいただける記念品
Aの中から1品

10,000円以上 20,000円未満 A～Bの中から1品
20,000円以上 30,000円未満 A～Cの中から1品
30,000円以上 50,000円未満 A～Dの中から1品
50,000円以上100,000円未満 A～Eの中から1品

100,000円以上 A～Fの中から1品

こうちふるさと寄附金のホームページには、記念品の
より詳しい情報を掲載していますのでご参照ください。

URL  https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/
　　  111601/furusato.html

アイコン説明

うまいもの

大　　 賞
高知家うまいもの大賞受賞商品

冷凍配送冷凍常温 常温配送
伝統
工芸 伝統工芸品

冷蔵 冷蔵配送

集活 集落活動センター商品

入館券 県立施設入館券 自然
体験 自然・体験交流

「ふるさとチョイス」「楽天」「さとふる」
限定の記念品がございます
本カタログ以外にも、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」

「楽天ふるさと納税」「さとふる」に期間限定の記念品がございます。イン
ターネットからご利用いただける各ポータルサイトをぜひご覧ください。

F
（9品）

F1 土佐あかうし
サーロインステーキ F2 かつお・うつぼ・鯨

たたき食べ比べセット F3 土佐和牛
ヒレステーキ

F7 尾戸焼き 皿セット

尾戸焼き 小皿5枚
〈高知市〉

F6 高知県産本まぐろ
大トロセット

高知県産本まぐろ大トロセット
（約750g～850g）
〈室戸市〉

F5 土佐硯（楕円硯）

土佐硯
（楕円/18cm×13cm×2.5cm ）
1個

〈三原村〉

F4 土佐和牛
サーロインステーキ

F8 四万十ヒノキ材
積み木

積み木 50ピース
 〈高知市〉

F9 四万十うなぎ三昧

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍

冷凍

5,000円以上 10,000円未満

土佐あかうしサーロインステーキ
約250g×2枚

（1月あたり10セット限定）
〈土佐町〉

黒毛和牛ヒレ（ステーキ用）
150g×2枚　

〈高知市〉

黒毛和牛サーロインステーキ
200g×2枚

〈高知市〉

四万十うなぎ蒲焼 110g×2袋、
四万十うなぎ白焼き 120g×2袋、
四万十うなぎ蒲焼・きざみ 
80g×2袋       〈四万十町〉

かつおのたたき×2節（約600g～
700g）、うつぼのたたき 350g×2、
鯨刃たたき 400g

〈高知市〉

伝統
工芸

伝統
工芸冷凍


