
寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

5,000 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」の売れ
筋商品。　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。

香美市 130g×3袋 製造より8ヶ月
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）

5,000 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。

高知市 30g×16袋 製造より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

ハローキティミレー
ビスケット

30g×4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（大豆由来）

まじめミレー 130g 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／膨脹剤、乳化剤(大豆由来)

ミレービスケット
キャラメル風味

115g 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、キャラメルシュガー（グラニュー糖、食塩）、食塩
/膨張剤、香料、乳化剤（大豆由来）

ミレービスケット
レモン風味

70g 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、レモン風味シーズニング（デキストリン、ぶどう
糖、レモンパウダー（広島県産、愛媛県産）、柑橘抽出物）、食
塩/膨張剤、酸味料、香料、乳化剤（大豆由来）

ミレービスケット 30g×6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／膨脹剤、乳化剤(大豆由来)

5,000 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！

土佐清水市 1本

醤油を入れてない
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)

5,000 A5 野根まんじゅう

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。

高知市 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

5,000 A6
無手無冠　ゆず(リ
キュール)

四万十町で育った「ユズ」を使い、爽やかな味わ
いに仕上げたフレッシュリキュールです。
アルコール分8度で甘さ控えめ、女性にも飲みや
すく、さっぱりとした酸味が特徴。

四万十町 500ml 醸造アルコール、ゆず(高知県産)、糖類

5,000 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！

宿毛市
大月町

100g×2袋
冷蔵で1週間、冷凍
で1ヶ月

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。

こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

5,000 A3

ミレービスケット
詰合せセット

高知県内外で人気の「ミレービスケット」を色々な
味や形がお楽しみいただけるようセットにしまし
た。
定番品やキャラメル風味、レモン風味、キティちゃ
ん型などを詰合せ。

高知市

1/15 ページ



寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

おやつかつお　しょう
ゆ味

30g 製造日より180日
かつお、醤油加工品（醤油、砂糖、食塩、発酵調味料、蜂蜜）
（一部に大豆・小麦を含む）

おやつかつお　ガー
リック味

30g 製造日より180日
かつお、醤油加工品（醤油、砂糖、にんにく、発酵調味料、醸
造酢、食塩、蜂蜜）（一部に大豆・小麦を含む）

そのまま食べる鰹節 高知市 30g 製造日より90日 かつお（国産）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、みりん、砂糖

5,000 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。　　　　　

土佐市
トリプル、3枚重ね、22m、無香
料×2ロール

なし

室戸天然天草ところ
てん　無添加　米酢

200ｇ(ところてん100g+スープ
100g)×2

製造日より10日間
天草(国産)、しょうゆ(本醸造)、米酢、みりん、食塩　(一部に大
豆、小麦含む)

室戸天然天草ところ
てん　無添加　ゆず

200ｇ(ところてん100g+スープ
100g)×2

製造日より10日間
天草(国産)、しょうゆ(本醸造)、鰹節、ゆず果汁、米酢、みり
ん、食塩　(一部に大豆、小麦含む)

5,000 A11 奈半利味噌
米は奈半利産、麦も大豆も国内産の良いものを
使用して体にやさしく安全・安心をモットーに丹精
込めて作った手作り味噌です。

奈半利町 900g 出荷より8ヶ月 米（奈半利産）、麦、大豆、塩、麹

龍馬塩けんぴ 225g×2袋 製造日より120日 さつまいも、植物油、砂糖、食塩

龍馬芋けんぴ 305g×1 製造日より120日 さつまいも、植物油、砂糖

イタドリ漬け　しょう
ゆ味

90g×1 製造日より180日
いたどり(高知県産)、漬け原材料(醤油、醸造酢、味醂、砂糖、
唐辛子)、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦を含む)

イタドリ漬け　塩味 90g×1 製造日より180日
いたどり(高知県産)、漬け原材料(醤油、食塩)、調味料(アミノ
酸等)、ｸｴﾝ酸、乳酸、(原材料の一部に小麦を含む)

5,000 A14 満天の星大福　
四万十川源流域の大自然で育った上質な茶葉を
たっぷり使用したほうじ茶の大福です。

津野町 8個入 製造日より120日

生あん、砂糖、もち粉、乳等を主要原料とする食品、水飴、ほ
うじ茶、植物油脂、澱粉、ゼラチン、寒天、トレハロース、酵
素、乳化剤、加工澱粉、香料、安定剤（セルロース・乳酸Ｎａ・
増粘多糖類）（原材料の一部に乳、大豆、小麦を含む）

くろしおくんA4　ファ
イル

1枚 なし

くろしおくん　ノート 1冊 なし

くろしおくん　ふせん 1冊 なし

5,000 A8

食べる鰹節セット

そのまま食べておやつ代わりとなる鰹節のセット。
「高知家のうまいもの大賞2019」に入賞した
「そのまま食べる鰹節」をセットにしました。

土佐市

5,000 A10

室戸天然天草使用
ところてんセット

室戸産の天然天草を使用したところてん。
鰹だしに米酢を合わせたさっぱりした味と、ゆずを
加えたすっきりとした味のところてんをセットにしま
した。

室戸市

5,000 A12

龍馬のけんぴセット

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の塩けんぴと定番味
の芋けんぴをセットにしました。

四万十町

5,000 A13

イタドリ漬けセット

高知県民が昔から好んで食べてきた「イタドリ」を
漬物にしました。
あっさり、シャキシャキした食感が人気の秘密で
す。

高知市

5,000 A15

くろしおくんセット

高知県のイメージキャラクター「くろしおくん」の
グッズがセットになった商品です。

高知市
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

しらぎく 芸西村 180ml×1 なし 米、米麹、醸造アルコール

土佐鶴 安田町 180ml×1 なし 米、米麹、醸造アルコール

桂月 土佐町 180ml×1 なし 米、米麹、醸造アルコール

リープル 1ℓ×2本 製造日より14日
ぶどう糖果糖液糖、砂糖、脱脂粉乳、酸味料(クエン酸、乳
酸)、乳酸カルシウム、安定剤(CMC)、香料、カラメル色素

コーヒー 1ℓ×1本 製造日含む9日間
生乳（50％未満）、乳製品（脱脂粉乳等）、ココナッツオイル、
砂糖、ぶどう糖果糖液糖、コーヒー抽出液、カラメル色素

5,000 A18
韮生おばちゃんかる
かん

香美市で栽培された美味しい韮生米(にろうまい)
の玄米を使った蒸し菓子「かるかん」。
四季折々の特産品を使った、手作りの体に優しい
お菓子です。

香美市 6個入 製造日含む10日間
米粉(高知県香美市香北町産)、砂糖、卵白、粉末山芋(国
産)、桜、植物油

5,000 A19
のいち動物公園ペア
入園券＆オリジナル
グッズセット

世界最大級の旅行サイト、トリップアドバイザー
「旅行好きが選ぶ！日本の動物園・水族館ランキ
ング2018」で見事２位にランクインした話題の動物
園のペア入園券とオリジナルグッズのセットです。
高知県の大自然の中で暮らす動物たちにぜひ会
いに来てください!

・のいち動物公園1日入園券　
大人　2枚
・動物公園オリジナルグッズ
(ボールペン、クリアファイルな
ど)

なし

5,000 A20
黒潮町ソルティーブ　
天日塩作り体験

太陽の熱と風の力だけで時間をかけて作られた
完全天日塩は、まろやかでほんのりとした甘みが
感じられます。自然の循環のなかで作る工程と塩
のエキスである完全天日塩の味を体験してくださ
い。

黒潮町 大人1人様分 なし

5,000 A21
鳴子作り体験
（高知市）

高知発祥のよさこい祭りは鳴子を使った自由な踊
りが特長。
好きな色でオリジナルの鳴子を作って旅の記念品
にしませんか。

鳴子1組(2本分)、5色カラーオ
プション付き

なし

10,000 B1 鍋焼きラーメン

須崎市のB級グルメ「鍋焼きラーメン」。
ご家庭でお好みの具材を入れて簡単に本場の味
が
お楽しみいただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知市 2食入×5袋 製造日より60日

麺/小麦粉、植物性蛋白(小麦)、食塩、かんすい、クチナシ色
素、酒精　スープ/醤油、動物油脂、水あめ、食塩、チキンエキ
スパウダー(食塩、デキストリン、チキンエキス、その他)ゼラチ
ン、(一部に小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)/酒精、調味料
(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(V.E)、ビタミ
ンB1

直七のポン酢 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

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)

10,000 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美味しい飲料です。

馬路村 180mL×15本 製造日より4ヶ月 はちみつ、ゆず、水

5,000 A16

土佐の地酒飲み比
べセットA

酒処「高知」の地酒3種類をセットにしました。
キリっとした味わいでスッキリとした後味です。
お好みの肴に合わせてご賞味ください。（1合瓶3
本詰め合わせ）

5,000 A17

ひまわり乳業セット

高知県民に懐かしい、ひまわり乳業の「リープル」
と「コーヒー」をセットにしました。
さわやかな飲み口の乳酸菌飲料「リープル」と、
コーヒーと牛乳を絶妙なバランスでブレンドした
「コーヒー」をお楽しみください。

南国市

10,000 B2

直七のポン酢と
ごまドレッシングの

セット 幻の柑橘と言われる「直七」は、高知県宿毛市特
産の希少な柑橘。さっぱりとまろやかなポン酢とご
ま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。

宿毛市
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

土左日記4個 製造日より30日
【土佐日記】砂糖、生餡、水飴、餅粉、白練餡(白生餡、グラ
ニュー糖、水飴)、寒梅粉、食塩(高知県産)、トレハロース、乳
化剤(原材料の一部に乳を含む

竜馬がゆく3個 製造日より30日
【竜馬がゆく】 白生餡、砂糖、小麦粉、バター、還元水飴、卵
黄、卵、製菓原料用調製品(クリーム、砂糖、卵黄)、脱脂粉
乳、トレハロース、膨脹剤、香料

しまんとまろんぱい4個　 製造日より30日

【しまんとまろんぱい】白あん、小麦粉、グラニュー糖、栗、水
あめ、全卵、植物油脂、乳脂肪、食塩、モルトパウダー、トレハ
ロース、香料、乳化剤、着色料（β-カロチン）（原材料の一部
に乳、大豆を含む）

かんざし：2個、かんざし飴：1
個　

製造日より7日

砂糖・大手芒豆・小麦粉・卵・マーガリン・水飴・みりん・柚子・
澱粉・もち米・還元水飴・オレンジ・全粉乳・レモン果汁・醸造
用アルコール・ココアパウダー・ココアバター・食塩・重曹・着色
料(赤ピーマン)

土佐の果樹園（いちご：1個、
小夏：1個）

製造日より7日

卵、砂糖、小麦粉、マーガリン、すもも、麦芽糖、ショートニン
グ、オレンジ、加糖練乳、全粉乳、水飴、植物油脂、洋酒、小
夏、こんにゃく粉、脱脂粉乳、食塩、コーンスターチ、レモン濃
縮果汁、乳化剤、グリシン、膨張剤、香料、環状オリゴ糖、クロ
レラ抽出液、酸味料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(原
材料の一部に乳、大豆を含む)

南風小夏サンド：1個 製造日より7日

小麦粉、砂糖、マーガリン、小夏、卵、バター、牛乳、ココアバ
ター、洋酒、全粉乳、オレンジ、麦芽糖、植物油脂、膨張剤、
香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(原材料
の一部に大豆を含む)

人のよろしさ：1個 製造日より7日

小麦粉、砂糖、麦芽糖、水飴、トレハロース、植物油脂、乳化
剤、バター、膨張剤、香料、餅粉、卵、牛乳、増粘多糖類、は
ちみつ、マーガリン、寒天、加糖練乳、(原材料の一部に大豆
を含む)、着色料(カロチノイド)、クリーム、白いんげん豆、加工
でん粉、コーンシロップ

エヘンの手紙：1個 製造日より7日

卵白、砂糖、アーモンド、マーガリン、水飴、小麦粉、小豆、麦
芽糖、コーンスターチ、洋酒、トレハロース、調味料(アミノ酸)、
乳化剤、クロレラ抽出液、香料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カ
ロテン)(原材料の一部に乳・大豆を含む)

御手づくり開運小判：1個 製造日より14日
あん(砂糖、小豆、海洋深層水、寒天)
もなか種(もち米)

いごっそう：1個 製造日より10日

白いんげん豆、砂糖、小麦粉、卵、蜂蜜、シナモン、植物油
脂、麦芽糖、バター、コーンスターチ、チョコレート、ココアパウ
ダー、蒟蒻粉、水飴、食塩、トレハロース、膨張剤、クチナシ色
素、(原材料の一部に乳、大豆を含む)

ジンジャーシロップ 100ml×2本 製造日より4ヶ月 生姜、グラニュー糖、レモン果汁、唐辛子

黒糖ジンジャーシ
ロップ

100ml×1本 製造日より6ヶ月 生姜（高知県四万十町産）、黒糖、ビートグラニュ糖

土佐の贈りもの 高知市

10,000 B5

ジンジャーシロップ
セット

ショウガ王国・高知の中でも一番の生産量を誇る
四万十町。
無農薬有機栽培のショウガを贅沢に使用した、手
作りのジンジャーシロップです。

四万十町

10,000 B4

土佐銘菓セット

高知の銘菓「かんざし」や「土左日記」など、いろい
ろなお菓子が入った詰め合わせを2つセットにしま
した。

土佐銘菓撰 高知市
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

柚子のドリンク 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 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 100ml 製造日より6ヶ月 柚子果汁

柚子のドリンク 195g×4本 製造日より12ヶ月 はちみつ、ゆず果汁

ゆずピール 25g×3袋 製造日より6ヶ月
ゆず(高知県三原村産)、グラニュー糖(ビート(北海道産))、還
元水飴/ビタミンC

一本釣りうるめ鰯漬
け丼

60g×1 製造日より4か月 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

60g×1 製造日より4か月
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

60g×1 製造日より4か月
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

60g×1 製造日より4か月
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

60g×1 製造日より4か月
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)

10,000 B6

吉野川ゆずセット

四国のまんなか高知県嶺北地区で育った柚子を
使用したポン酢・ドリンク・ゆず果汁のセット。ゆず
ぽん酢は、焼き魚と相性ばっちり！ゆずドリンク
は、ジュース、ソーダ、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。

本山町

10,000 B7

三原村ゆずセット

三原村産ゆず果汁を使用した飲料と、上品質にこ
だわったゆず果皮を甘酸っぱく砂糖漬けにしたク
セになるお菓子のセットです。

三原村

10,000 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
『一本釣りうるめいわしぶっかけ漬け丼』と、鮮度
のよい状態のままタレに漬け込み作った、「サバ
の醤油漬け丼」など5種類の食べ比べが出来る
セットです。

土佐市
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

かつおめしの素しょ
うゆ味

かつおめしの素しょうゆ味135
ｇ×1

製造日より90日
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）

かつおめしの素しょ
うが味

かつおめしの素しょうが味135
ｇ×1

製造日より90日
かつお、しょうが、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）

ＳＡＢＡＤＡＹ鯖燻製 ＳＡＢＡＤＡＹ鯖燻製　1枚 製造日より120日 サバ（ノルウェー産）、砂糖、食塩

かつお角煮 かつお角煮140ｇ×1 製造日より180日 
鰹（国産）、タレ（砂糖、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、しょうゆ
（大豆・小麦を含む）、水飴、蛋白加水分解物、米発酵調味
料、食塩）

のり鰹 のり鰹30ｇ×1 製造日より180日 
鰹、焼きのり、醤油、グラニュー糖、みりん、食塩、調味料(アミ
ノ酸等)

10,000 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
いる為、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。

仁淀川町
ユズアマゴ成魚　1㎏・10～12
尾入

製造日より1年 アマゴ

10,000 B11
黒潮鰹おらんくたた
き1本入

鮮度のよい厳選した鰹の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。

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4か月

●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 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 300ml×2 製造日より12か月 文旦果汁、果肉、砂糖、醸造酢、食塩

満天の星大福 4個 製造日より1２０日

生あん、砂糖、もち粉、乳等を主要原料とする食品、水飴、ほ
うじ茶、植物油脂、澱粉、ゼラチン、寒天、トレハロース、酵
素、乳化剤、加工澱粉、香料、安定剤（セルロース・乳酸Ｎａ・
増粘多糖類）（原材料の一部に乳、大豆、小麦を含む）

きなこよもぎ大福 4個 製造日より1２０日
砂糖・小豆・もち米・よもぎ・・植物油脂・澱粉・塩・大豆/酵素・
乳化剤・安定剤（トレハロース・セルロース・乳酸Ｎａ）　　（原料
の一部に小麦を含む）

ほうじ茶ラテ大福 4個 製造日より1２０日

もち粉、生クリーム、水飴、チョコレート（砂糖、ココアバター、
全粉乳）、砂糖、食用植物油脂、食用精製加工油脂、粉糖、ほ
うじ茶、牛乳、乳蛋白/酵素、乳化剤安定剤（セルロース・乳酸
Ｎａ）、香料、（一部に小麦・大豆・乳成分を含む）

10,000 B9

浜吉ヤ
「土佐の鰹セット」

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2019入賞商品の「SABADAY 鯖燻製」も入って
います！

土佐市

10,000 B12

とさぽんと
文旦ドレッシングの

セット
風味豊かなはっさくを使った板前直伝のポン酢
と、土佐文旦の味がアクセントになったノンオイル
ドレッシングのセットです。

越知町

10,000 B13

満天の星　
大福詰合せセット

津野町「ほうじ茶」を使用したスイーツ。満天の星
ほうじ茶大福4個、きなこよもぎ大福4個、ほうじ茶
ラテ大福4個のセット。
お茶の香りと甘さが絶妙なハーモニーです。

津野町
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

和らび餅(沢渡ほうじ
茶)

140g 製造日より12か月
本蕨粉、ほうじ茶(沢渡茶)、米水飴、甜菜糖、塩、孟宗竹オイ
ル、(黄な粉)

和らび餅(沢渡煎茶) 140g 製造日より12か月
本蕨粉、煎茶(沢渡茶)、米水飴、甜菜糖、塩、孟宗竹オイル、
(黄な粉小包装)

和らび餅(沢渡香る
茶)

140g 製造日より12か月
本蕨粉、紅茶(沢渡香ル茶)、米水飴、甜菜糖、塩、孟宗竹オイ
ル、(黄な粉小包装)

とまとみそ(プレーン) 90g×1 製造日より180日
トマト（高知県日高村産）さんさんひだか味噌（高知県日高村
産】（米、大豆、食塩）、にんにく、オリーブオイル、砂糖、塩、
かつお節（高知県産）

とまとみそ(甘辛) 90g×1 製造日より180日
トマト（高知県日高村産）、さんさんひだか味噌（高知県日高村
産）（米、大豆、食塩）、にんにく（高知県産）、オリーブオイル、
砂糖、塩、かつお節（高知県産）、一味唐辛子

とまとみそ(激辛) 90g×1 製造日より180日
トマト（高知県日高村産）、さんさんひだか味噌（高知県日高村
産）（米、大豆、食塩）、にんにく（高知県産）、オリーブオイル、
砂糖、塩、かつお節（高知県産）、一味唐辛子

碁石茶カートカン 195g×3本 製造日より6ヶ月  緑茶（高知県）後発酵茶

碁石茶ティーバッグ ９g（1.5ｇ×６袋） 製造日より12ヶ月 緑茶（高知県）後発酵茶

碁石茶あられ 150g 製造日より4ヶ月 碁石茶・大豆・砂糖・寒天

碁石茶ようかん 150g 製造日より4ヶ月 もち米（高知県産）、碁石茶、砂糖、植物油、食塩

10,000 B17
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。

土佐町 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 200g× 2ヶ 製造日より1か月

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 200g× 2ヶ 製造日より1か月

200g× 2ヶ大根(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

300mL 1本 製造日より1か月
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 300mL× 1本 製造日より1か月
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)

10,000 B14

和らびもち(スタン
ダード三点セット)

「高知家うまいもの大賞2019」入賞商品。
昔ながらの手作製で、本蕨粉と高知産茶葉を中
心に国産食材のみを使用し、３種類の風味を作り
ました。

高知市

10,000 B15

とまとみそ3種セット

日高村のシュガートマトと「さんさん日高みそ」で
作ったとまとみそ。プレーン・甘辛・激辛と好みに
合わせてご使用いただけます。

日高村

10,000 B16

碁石茶セット

一度は失われかけた幻のお茶「碁石茶」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本で唯一の伝統製法により完全発酵でつくられ
た碁石茶が堪能できるセットです。

大豊町

10,000 B18

鷹取おすすめ
キムチセット

高知でう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。　　　　　　　　　

梼原町
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

10,000 B19
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、そして心地よい喉ごしと旨み
たっぷりのジンジャエールです。

高知市 195ml×6本 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

10,000 B20
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
の素。甘口の厳選醤油でつく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。

土佐清水市 3パック 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）

四万十トマトのコンソ
メジュレ

250g×2個 製造日より21日

鶏卵(高知県産)、トマト、鶏殻液、玉葱、ズッキーニ、醤油、
酒、みりん風調味料、チキンコンソメ、食塩
ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、ゼラチン(原材料の
一部に乳、卵、大豆、小麦を含む)

ゆずのコンソメジュ
レ

250g×2個 製造日より21日

鶏卵(高知県産)、鶏殻液、筍、玉葱、ズッキーニ、人参、醤油、
酒、みりん風調味料、ゆず果汁、チキンコンソメ、食塩
ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、ゼラチン(原材料の
一部に乳、卵、大豆、小麦を含む)

玉子入り大丸 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１０６）※澱粉含有率８％

扇かまぼこ 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 3枚×１袋 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％

10,000 B24
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。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。

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

葉にんにくのぬた(コ
ク)

20mL×6袋×2 製造日より3年 有機葉にんにく、麦味噌、米酢、三温糖、ゴマ

葉にんにくのぬた
(さっぱり)

20mL×6袋×2 製造日より3年 有機葉にんにく、 白味噌、米酢、甜菜糖、柚子果汁

葉にんにくのぬた
(ジェノベーゼ)

25mL×8袋 製造日より3年
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

10,000 B21

ごちそうたまごどうふ

「高知家のうまいもの大賞2019」大賞受賞商品。
卵の風味が濃厚な玉子豆腐に仕上げました。
上からかけるジュレは四万十町産のトマトと具沢
山の野菜をコンソメ風味に仕上げ、食べ合わせは
抜群です。

四万十町

10,000 B22

室戸のかまぼこ
お試しセット

地元の方から愛され続けてきた老舗のかまぼこ。　　　　　　　　　　　　　　　　　
農林水産大臣賞を受賞した職人が手作りしていま
す。

室戸市

10,000 B25

葉にんにくの
ぬた3種セット

高知県の伝統野菜、葉にんにくを主原料に、安
全・安心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。

須崎市
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

沢渡茶 50g 製造日より300日 緑茶

香ル茶 50g 製造日より300日 紅茶

ほうじ茶 80g 製造日より300日 ほうじ茶

ふるふるドレッシン
グ　
青のり

20g 製造日より180日
かつお削りぶし(国産)、そうだかつお削りぶし(土佐清水産)、
白ごま昆布、あられ、食塩、青のり、着色料(ベニバナ黄色、ク
チナシ青色)

ふるふるドレッシン
グ　
梅しそ

20g 製造日より180日
かつお削りぶし(国産)、そうだかつお削りぶし(土佐清水産)、
白ごま昆布、あられ、食塩、青のり、着色料(ベニバナ黄色、ク
チナシ青色)

ふるふるドレッシン
グ　
イタリアン

18g 製造日より180日
かつお削りぶし(国産)、そうだかつお削りぶし(土佐清水産)、
バジル・パセリ・フライドオニオン・ローストガーリック・チリパウ
ダー・ブラックペッパー

日本酒　酔鯨 300ml なし
原料米/日本酒度：+6／ 酸度：1.6／ 原料米：高知県産アキツ
ホ／ 原材料：米・米麹／ 精米歩合：55％／ アルコール度数：
15～16度／ 　　　　　　　

一本釣りうるめいわ
しのオイルサーディ
ン

100g 製造日より4か月
うるめ鰯（土佐沖）・食用オリーブ油・食塩・ローズマリー・唐辛
子・醸造酢（小麦含む）

鰹そぼろ煮 100g 製造日より6か月
鰹・醤油加工品（醤油・小麦・大豆を含む）・砂糖・発酵調味
料・かつおエキス・食塩・アルコール・・調味料（アミノ酸等）

10,000 B29
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
園の県立施設3館入館券のセットです。いずれも
高知県高知市内にあります。

・高知県立坂本龍馬記念館入
館券大人1枚
・高知県立高知城歴史博物館
観覧券1枚
・高知県立牧野植物園入園券
一般1枚

なし

10,000 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の入館券と、坂本家の
家紋と権平(龍馬の兄)宛の手紙の最後にある龍
馬の署名が入った記念館オリジナル豆皿のセット
です。 

・入館券　大人1枚
・オリジナル豆皿　2枚

なし

10,000 B31
足摺クルーズ体験
（土佐清水市）

足摺岬の灯台の真下にはぽっかりと巨大な洞窟
が存在！地元の漁師と釣り人しか知らなかった足
摺岬の秘密を、渡船に乗ってアドベンチャー感覚
で観光します。

大人1名分

10,000 B32
内原野陶芸体験
（安芸市）

本格的な設備と指導者のもとで、手ひねりや絵付
けなど、内原野焼の作陶(手びねり・絵つけ)が体
験できます。

大人1名分　1.5kg　3点まで

ゆずのぜいたくド
レッシング

300ml 製造後12ヶ月
米酢、紅花油、砂糖、有機柚果汁、昆布だし、食塩、香辛料、
トレハロース/増粘剤(キサンタンガム)

ゆずのさわやかドリ
ンク

300ml 製造後6ヶ月 砂糖混合ぶどう糖・果糖液糖・ゆず果汁・はちみつ

さくはなのふるふる
ゼリー

4ヶ 製造後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

10,000 B26

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。

仁淀川町

10,000 B27

ふるふる
ドレッシング

セット

ふるふるドレッシングは、鰹節や貴重な宗田節の
粉をベースに、昆布・煎り胡麻・ぶぶあられに青の
りや梅しそを原材料に使っています。青のり・梅し
そ・イタリアンの3種類の味をセットにしました。

土佐清水市
四万十市

10,000 B28

土佐のほろ酔い晩
酌セット

土佐市で製造されている日本酒「酔鯨」に土佐市
で製造されたおつまみをセットにした商品です。

土佐市

20,000 C1

ゆず農場ギフトセット

北川村にある農園で大切に育てた有機ゆずを使
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、柚子ドレッシングのセットです。

北川村
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

土佐文旦いちご 100ml ×2本
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）

ポンカンいちご 100ml ×2本
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）

ラズベリーナマン
ゴー

100ml ×2本
ラズベリー、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、グラニュー糖、レモ
ンジュース、寒天、塩、安定剤（増粘多糖類）

ヤ・シィフルーツ 100ml ×2本
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）

20,000 C3
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。

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)

アイスクリンカップ 115ｍｌ×2個 なし 砂糖・玉子・脱脂粉乳・香料・安定剤(増粘多糖類)

ゆずシャーベット 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）

ぽんかんシャーベッ
ト

115ｍｌ×2個 なし
ぽんかん果汁・果肉(高知県産)、砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖、洋酒、ぶどう糖、粉末水あめ、安定剤(増粘多糖類)、酸味
料

文旦シャーベット 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

土佐ジローカップ 115ｍｌ×2個 なし
牛乳、乳製品、砂糖、卵、加糖卵黄(卵黄、砂糖)、洋酒、バニ
ラビーンズ、食塩、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料

村田マンゴアイス 130ｍｌ×2個 なし マンゴー果汁(高知県いの町産)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖

20,000 C5
四万十ひのき取っ手
付きまな板

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。

四万十町
須崎市

四万十ひのき取っ手付きまな
板（L）×1枚

なし ひのき

20,000 C6
仁井田米　「にこま
る」

笑みがこぼれるほどおいしい品種【にこまる】。
高知が誇る美味しいお米を是非ともご賞味くださ
い。

四万十町 5㎏ なし 精米

20,000 C7
土佐天空の郷　ヒノ
ヒカリ

高知県本山町の山で、その寒暖差と綺麗な水、さ
らには徹底した品質管理によって美味しい「天空
の郷」は作られています。農薬や化学肥料を控え
た特別栽培米「ヒノヒカリ」は、もっちり甘く、しっか
りとした食感が特徴です。

本山町 5kg なし 精米

20,000 C8 キジ肉セット
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
手切りスライス肉700g、ガラ
300g

発送日より約90日 手切りスライス肉700g、ガラ300g

20,000 C2

mana*manaアイス
バーギフトセット

高知の果物や特産品を使用して作ったアイス
バー。
見た目もおしゃれな4種類の詰め合わせギフトセッ
トです。

香南市 なし

20,000 C4

高知アイスおすすめ
12個セット

高知の素材を活かして作ったアイス全6種類を2個
ずつセットにしました。

いの町
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

20,000 C9
土佐はちきん地鶏
鍋セット

土佐九斤(コーチン)と大軍鶏(シャモ)の味を受け
継ぐ高級地鶏!
脂肪が少なく、地鶏ならではのふんわり弾むよう
な歯ごたえと、クセのない旨味をお楽しみくださ
い。

大川村

むね肉しゃぶしゃぶ用　300g
もも肉切り身　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

製造日より1年 精肉

20,000 C10
土佐の地酒飲み比
べセットB

酒処「高知」の地酒13種類をセットにしました。
1合瓶を13本詰め合わせ。いろいろな地酒を少し
ずつ味わうことができるセットです。

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

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

なし 米、米麹、醸造アルコール

豚まん （140g×2個）×4袋 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

肉しゅうまい 210g(6個入)×4袋 製造日より180日

野菜(玉ねぎ(国産)、生姜(四万十町産))、豚肉(四万十町産)、
皮(小麦粉、植物油、塩)、醤油(大豆・小麦を含む)、でん粉、上
白糖、小麦加工品、
ごま油/調味料(アミノ酸)、加工でん粉、酒精、酸味料、甘味料
(サッカリンNa、天草)

20,000 C12
高知県カタログギフ
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。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。

高知県
（※掲載商品）

1冊

20,000 C13 土佐の大風呂敷
高知の伝統染物を製作している「三谷染工場」さ
んより、坂本龍馬の名言「日本を今一度洗濯し
候」がかかれた大風呂敷をお届けします。

香美市 1枚（約112cm×112cm) なし

20,000 C14 伊勢海老(冷凍)
東洋町で揚がった伊勢海老を特殊な冷凍技術で
凍結し、鮮度を保持。美味しい伊勢海老をお届け
します。

東洋町
冷凍伊勢海老400g～500g(1
～2尾入)

発送日より30日 伊勢海老

ぎゅぎゅっとフルトマ 
赤ラベル

500ml × 1本 製造月より10ヶ月 トマト

濃旨パスタソース 240ｇ 製造日より12か月
トマト・玉ねぎ・オリーブオイル・ドライトマト・にんにく・塩・香辛
料

濃旨ケチャップ 240ｇ 製造日より12か月 トマト・玉ねぎ・塩・にんにく・香辛料

ドライトマトのオイル
漬け ハーブ＆ガー
リック風味

85ｇ 製造日より12か月 トマト・オリーブオイル・塩・香辛料

20,000 C16
四万十市指定ホテ
ル宿泊補助券　5枚

四万十市内の指定宿泊施設で利用可能な宿泊補
助券です。

1000円分×5枚 なし

30,000 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。

須崎市
ウツボのタタキ約700g(350g×
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）

20,000 C11

あぐり窪川　
豚まん＆肉しゅうま

いセット

「四万十ポーク」の挽肉を使った、大粒が自慢の
肉しゅうまいと大人気の具だくさん豚まんがセット
になりました。

四万十町

20,000 C15

トマト職人の台所
赤セット

池とまとのフルーツトマトをたっぷりと使用し、化学
調味料、保存料など使用せず作ったトマトの加工
品のセットです。

土佐市
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

30,000 D2
明神水産 藁焼き鰹
たたき2節セット

土佐伝統漁法の技「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、より一層風味が引き立ちます。

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1P、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

30,000 D3 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。

本山町 6枚 なし ディズニー模様　4枚・レース模様　2枚

焼きなすのアイス 100ml×１個 なし 牛乳、ナス、クリーム、卵、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

青のりの香るアイス 100ml×１個 なし
乳製品（原材料の一部に大豆を含む）牛乳、砂糖、青のり、食
塩、安定剤（増粘多糖類）

酒かすのアイス 100ml×１個 なし 牛乳、クリーム、卵、砂糖、酒かす、脱脂粉乳、トレハロース

やきいものアイス 100ml×１個 なし 牛乳、薩摩芋、クリーム、卵、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

かぼちゃのアイス 100ml×１個 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

卵のアイス 100ml×１個 なし 牛乳、卵、クリーム、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

お茶のアイス 100ml×１個 なし 牛乳、クリーム、砂糖、卵、脱脂粉乳、緑茶、トレハロース

いちごのアイス 100ml×１個 なし
乳製品（原材料の一部に大豆を含む）、牛乳、苺果肉、苺ジャ
ム

黒糖のアイス 100ml×１個 なし 乳製品（原材料の一部に大豆を含む）、牛乳、黒糖

しょうがのアイス 100ml×１個 なし
乳製品（原材料の一部に大豆を含む）、牛乳、砂糖、しょうが
汁

ゆずのシャーベット 100ml×１個 なし
ゆず果汁、砂糖、転化糖、ゆず皮、脱脂粉乳、安定剤（増粘多
糖類）

いちごシャーベット 100ml×１個 なし 苺果肉、砂糖、転化糖、安定剤（増粘多糖類）、トレハロース

30,000 D5 土佐和紙セット
3色の土佐和紙封筒・便箋、封シールとひのきの
木毛(もくめん)を詰め合わせ、オリジナルボックス
に入れました。

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

30,000 D6
ブリ藁焼きたたき
セット

「荒木さん家のブリ」を朝締め後即時加工。その
後、職人が藁のみを使用し一本一本手焼きで焼
き上げています。

宿毛市

・ブリの藁焼きたたき　　合計
800g（3個または4個入り）・土
佐の天日塩　　8g/袋（3袋また
は4袋入り）

製造日より60日 ブリ（高知県産・養殖）、食塩

30,000 D7
土佐打ち刃物
黒打ち万能包丁

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土佐打ち刃物
らしい包丁です。

須崎市
5.5寸黒打ち万能包丁（刃渡り
約16.5cm）×1本

なし

30,000 D8
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
ります。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。

高知市 箸×2組 なし

30,000 D9 米ヶ岡鶏鍋セット
奈半利町で飼料にこだわり育てた鶏「米ヶ岡鶏」
が堪能できる鍋セットです。

奈半利町

もも肉切身1,000ｇ　むね肉300
ｇ　手羽元1,000g　鶏団子8個　
×2P　焼鶏ガラスープ1,000g　
ポン酢500ml

製造日より30日

鶏精肉 鶏ガラスープ
鶏団子：鶏肉、豚背脂、パン粉、でん粉、生姜、食塩、コショ
ウ、調整水
ポン酢：本醸造醤油、醸造酢、蛋白加水分解物、砂糖、柚子
果汁、焼きとりがらだし、米発酵調味料、かつおエキス、
こんぶエキス、調味料(アミノ酸等)(原材料の一部に大豆、小
麦、鶏を含む)

30,000 D4

安芸グループ
ふぁーむ

アイス12個セット

焼きナスアイスややきいもアイスをはじめ、地元の
素材を活かしたアイスを12個詰め合わせにした
セットです。

安芸市
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

30,000 D10
きじのスライス・スー
プセット(塩だれ付)

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
スープで簡単に本格きじ鍋をお楽しみ頂けます。

いの町

塩だれ付
きじ肉：スライス（600g）
スープ：1,000g
6～7人前

出荷日より1ヶ月 きじ肉

30,000 D11 シャモ鍋セット

坂本龍馬が、暗殺された夜に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。

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）

30,000 D12 シャモすき鍋セット

坂本龍馬が、暗殺された夜に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。

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）

30,000 D13
釜揚げしらす 天日
干し

釜から出したあと、日照と、水分の加減を手で確
かめながら丁寧に天日干しした、ぷりっぷりっ！
の「釜揚げしらす 天日干し」のセットです。

香南市 200g×5袋
発送日から冷凍保
存（-10℃以下）で
31日間

イワシの稚魚、食塩
※本製品は、エビ、カニが混ざる漁法で捕獲しています。

50,000 E1
仁淀川うなぎ
焼きたて蒲焼き3尾
セット 

高知産のうなぎを熟練のあばちゃんがじっくりと丁
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、発送日当日に焼上げ、冷蔵便でお届
けします。

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

四万十うなぎ蒲焼き
１缶　
固形量80g、内容総量110g

製造日より3年
ニホンウナギ（高知県産）、米発酵調味料、料理酒、砂糖（上
白糖、黒糖）、みりん、合わせだし、発酵調味料、鰹節パウ
ダー、唐辛子／増粘剤（加工でんぷん）

四万十うなぎひつま
ぶし

１缶
固形量65g、内容総量110g

製造日より3年
ニホンウナギ（高知県産）、米発酵調味料、料理酒、砂糖（上
白糖、黒糖）、みりん、合わせだし、発酵調味料、鰹節パウ
ダー、唐辛子／増粘剤（加工でんぷん）

四万十うなぎ贅沢ア
ヒ―ジョ

１缶
固形量75g、内容総量103g

製造日より3年
ニホンウナギ（高知県産）、マッシュルーム、菜種油、オリーブ
油、天日塩、にんにく、ブラックペッパー、赤唐辛子

50,000 E3
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お届けし
ます。
(1月あたり10セット限定)

土佐町 400ｇ　 出荷日より1か月 牛肉

50,000 E4 日本はちみつ

須崎市の安和地区で伝統的に飼育している日本
ミツバチの希少な蜂蜜です。
安和地区は温暖な気候に恵まれ、美味しい蜂蜜
が収穫できます。

須崎市 日本蜂蜜３００グラム×２本 なし はちみつ

50,000 E5 黒毛和牛焼肉セット

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。

梼原町
黒毛和牛焼肉用600g、焼肉の
タレ×1本

出荷日より1か月 牛肉

50,000 E6
土佐打ち刃物　2本
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土佐打ち刃物
らしい包丁です。

須崎市
黒打ちﾍﾟﾃｨ型包丁×1本　　　　　　　　　　　
黒打ち万能包丁×1本

なし

50,000 E7 保存缶　らすく
発酵食品ブームで人気の塩麹を米粉と共にパン
生地に練りこみ、ほんのりとした甘さと、サクサク
感があるラスクに仕上げました。

宿毛市 100g×10缶 製造日より5年

小麦粉、砂糖、マーガリン、米粉、ショートニング、パン酵母、
塩麹、食塩、脱脂粉乳/卵殻カルシウム、乳化剤、酸化防止剤
（V.E）、着色料（カロチン）、（一部に小麦粉・乳成分・卵・大豆
を含む）

50,000 E2

四万十うなぎ缶詰
セット

「四万十うなぎ」の頭からとった出汁と黒潮町産黒
糖を使ったタレでふっくらと仕上げた「蒲焼き缶
詰」「ひつまぶし缶詰」と、にんにくを効かせた「ア
ヒージョの缶詰」をセットにしました。

黒潮町
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寄附金額 No. 商品名 画像 説明文
主な原材料の生産地

又は加工・製造地 規格
賞味期限

（消費期限）
原材料

青アジ開き(大) 2枚
お届け日より1週間
程度

丸アジ、食塩、魚醤

さんま味醂干し 2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。

金目鯛開き 2枚
お届け日より1週間
程度

金目鯛、食塩、魚醤

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)

50,000 E9
美鮮豚、焼肉・しゃ
ぶしゃぶセット

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。
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。

高知県
焼肉用スライス1㎏、しゃぶ
しゃぶ用スライス1㎏

お届け日より1週間
程度

豚肉

100,000 F1
土佐あかうしサーロ
インステーキ

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」のサーロインステーキがお楽しみ
いただける内容です。
（１月あたり10セット限定）

土佐町
土佐あかうしロサーロインス
テーキ約250g×2枚
（個体識別番号つき）

発送日より冷凍で
1ヶ月

牛肉

100,000 F2
かつお・うつぼ・鯨
たたき食べ比べセッ
ト

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。

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

発送日より2週間

かつおのたたき：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）
ウツボのたたき：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）
鯨の刃たたき：ミンク鯨(国産)、食用植物油脂、生姜、食塩、食
物繊維、澱粉、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、安定剤(加工澱
粉)、酸化防止剤(V.C、V.E)

100,000 F3
土佐和牛ヒレステー
キ

土佐黒毛和牛のヒレステーキ。上質な赤身と脂身
が美味しく、ヒレならではの柔らかい肉質が特徴
です。

高知県
黒毛和牛ヒレ(ステーキ
用)150g×2

発送日より冷凍で
1ヶ月

牛肉

100,000 F4
土佐和牛サーロイン
ステーキ

土佐黒毛和牛のサーロインステーキ。上質な赤身
と脂身が美味しく、きめ細かなサシが入っていま
す。

高知県
黒毛和牛サーロインステーキ
200g×2

発送日より冷凍で
1ヶ月

牛肉

100,000 F5 土佐硯（楕円硯）
中国名硯端渓硯と非常に似た良質の硯石で、墨
の下り具合が程好く、細かく麗しい墨色と書道家
から好評です。

三原村
土佐硯（楕円／18cm×13cm
×2.5cm）×1個

なし

100,000 F6
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 約750g～850g 発送日より10日 本マグロ(高知県産)

100,000 F7 尾戸焼き　皿セット

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
継がれています。普段の生活で使えるお皿のセッ
トです。

高知市 小皿　5枚 なし

100,000 F8
四万十積み木ヒノキ
材

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）
のナチュラルな積み木です。
無塗装・薬品無添加の製品です。

高知市
ウッドキュウブ積み木50ピー
ス

なし 四万十ヒノキ材

50,000 E8

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「金目鯛」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
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四万十うなぎ蒲焼 110ｇ×2袋 製造日より180日
うなぎ（高知県産）、醤油、みりん、ぶどう糖果糖液糖、発酵調
味料、砂糖、澱粉、水あめ、魚醤（原料の一部に大豆、小麦を
含む）

四万十うなぎ白焼き 120ｇ×2袋 製造日より180日 うなぎ（高知県産）

四万十うなぎ蒲焼・
きざみ

80ｇ×2袋 製造日より180日
うなぎ（高知県産）、醤油、みりん、ぶどう糖果糖液糖、発酵調
味料、砂糖、澱粉、水あめ、魚醤（原料の一部に大豆、小麦を
含む）

100,000 F9

四万十うなぎ三昧

四万十川の河口でとれたシラスウナギを天然に
近い環境で育てた「四万十うなぎ」。蒲焼き・白焼
き・きざみと色々な食べ方でお楽しみいただける
セットです。

四万十町
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