
番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地

又は加工・製造地、役務提供区域
規格

賞味期限
（消費期限）

原材料 加工(製造)会社名

A1
5,000円

～9,999円
8年連続販売数量　No.1
※ アンテナショップ「まるごと高知」販売データ

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いただけます。

万能おかず生姜
３袋セット

香美市 130g×3袋 製造より6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）

(株)坂田信夫商店

A2
5,000円

～9,999円
こだわりの手作り味噌！

奈半利町産のお米をはじめ、小麦、大豆、塩、麹はすべて国産の素材を
使用。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 出荷より8ヶ月 米（奈半利産）、麦、大豆、塩、麹
奈半利なんでも加工市

グループ

ばかたれ 四万十市 360ml 商品製造日より6ヶ月
醤油、砂糖、味噌、にんにく(国産)、みりん風調味料、ごま油、洗いごま、調味料(アミノ
酸等)、甘味料(ステビア、甘草)、 カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンB1)、酸味料(原材
料の一部に大豆、小麦を含む)

やまさき料理店

謝肉祭 大川村 200g 商品製造日より365日
みそ、しょうゆ、さとう、はちみつ、りんご、たまねぎ、ごま、にんにく、調味料(アミノ酸
等)(原材料の一部に小麦・大豆を含む)

JA土佐れいほく

A4
5,000円

～9,999円
厳選した青さのりを使用

四万十川産の風味豊かな青さのりと国内産の焼きあまのりを混ぜた一
品。そのままご飯にのせたり、お味噌汁に入れても美味しく召し上がって
いただけます。ラーメン、うどん、お好み焼き等さまざまな料理のトッピン
グとしてお使いいただけます。

四万十川　青さのり入り　つま
みのり

四万十市 18ｇ×2袋 製造日より180日 あまのり（国内産）、青さのり（四万十川産ひとえぐさ） (有)加用物産

姫かつおスティック　しょうゆ味 1本 製造日より365日
マルソウダ（高知県産）、醤油加工品（醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、ぶどう糖果糖液
糖、食塩、みりん）／調味料（アミノ酸等

姫かつおスティック　ゆず味 1本 製造日より365日
マルソウダ（高知県産）、醤油加工品（醤油（大豆・小麦を含む）、醸造酢、ゆず果汁、
砂糖、食塩、かつおだし、酵母エキス）、ゆず果汁、食塩／調味料（アミノ酸等）

姫かつおスティック　ピリ辛味 1本 製造日より365日
マルソウダ（高知県産）、醤油加工品（醤油（大豆・小麦を含む）、ぶどう糖果糖液糖、砂
糖、食塩、香辛料）／調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、増粘剤（キサンタンガム）

姫かつおスティック　にんにく
味

1本 製造日より365日
マルソウダ（高知県産）、醤油加工品（醤油（大豆、小麦を含む）、砂糖、にんにく、ぶど
う糖果糖液糖、食塩、みりん）／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）

姫かつおスティック　塩レモン
味

1本 製造日より365日
マルソウダ（高知県産）、液体調味料（食塩、砂糖、米発酵調味料、濃縮レモン果汁、
酵母エキス、コショウ末）／トレハロース、香料、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤
（キサンタンガム）

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)×1 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)×1 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)

室戸天然天草ところてん　無
添加　梅しそ

200ｇ(ところてん100g+スープ100g)×1 製造日より10日間 天草(国産)、しょうゆ(本醸造)、鰹節、梅酢、みりん、食塩　(一部に大豆、小麦含む)

羊羹パン　プレーン 70g 製造日より冷凍30日
こしあん、小麦粉、砂糖、卵、ショートニング、パン酵母、脱脂粉乳、塩、寒天　原材料
の一部に大豆含む

羊羹パン　抹茶 70g 製造日より冷凍30日
抹茶あん(白あん、砂糖、水飴、抹茶)、小麦粉、砂糖、卵、ショートニング、パン酵母、
脱脂粉乳、食塩、寒天/加工でんぷん、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

羊羹パン　栗 70g 製造日より冷凍30日
栗あん(白あん、栗、栗ペースト、砂糖、水飴、その他)、小麦粉、砂糖、卵、ショートニン
グ、パン酵母、脱脂粉乳、食塩、寒天/加工でんぷん、香料、着色料(クチナシ)、リン酸
(Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

羊羹パン　柚子 70g 製造日より冷凍30日
柚子あん(白あん、砂糖、柚子、水飴)、小麦粉、砂糖、卵、ショートニング、パン酵母、
脱脂粉乳、食塩、寒天/加工でんぷん、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

羊羹パン　紫芋 70g 製造日より冷凍30日
紫芋あん(いんげん豆、砂糖、さつま芋、紫芋ペースト、その他)、小麦粉、砂糖、卵、
ショートニング、パン酵母、
脱脂粉乳、食塩、寒天/加工でんぷん、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

A3
5,000円

～9,999円
高知で愛される焼肉のタレ

多数のメディアで紹介され一躍人気となった四万十市の「ばかたれ」と、
古くから県民に愛されてきた大川村の「謝肉祭」。高知で人気の焼肉のタ
レ2種類をセットにしました。

A5
5,000円

～9,999円

姫かつおスティック　５本セット

高知県産の新鮮な宗田鰹使用
おつまみやおやつとしてそのまま食べるのはもちろん、ほぐしてパスタや
サラダなどの様々なお料理にも使える、魚の旨み・食感が味わえる商品
です。

土佐清水市 土佐清水食品(株)

A6
5,000円

～9,999円

室戸天然天草使用　ところて
んセット

「鰹だし」で食べるのが高知流！
室戸の天然天草を使用し、無添加で作った米酢味・ゆず味・梅しそ味の三
種をセットにしました。低カロリーで、食物繊維が豊富な商品です。

室戸市 横山麺業(株)

A7
5,000円

～9,999円

羊羹パン　５種セット

羊羹とあんぱんが奏でる絶妙のハーモ
ニー

昭和40年代からのロングセラー商品で、宿毛市周辺では一般的に食べら
れています。こしあんぱんの上にコーティングされた羊羹が、絶妙のハー
モニーです。

宿毛市 (有)菱田ベーカリー
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番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地

又は加工・製造地、役務提供区域
規格

賞味期限
（消費期限）

原材料 加工(製造)会社名

こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

A8
5,000円

～9,999円
人気はすでに全国区！懐かしい味のビ
スケット

高知県民に古くから親しまれてきた「ミレービスケット」。125℃の新鮮な油
でさらりと揚げ、天日塩をふりかけて製造。何とも言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

(有)野村煎豆加工店

ハローキティミレービスケット4
袋綴り

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
キャラメル味

110g 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 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)

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

A11
5,000円

～9,999円
一口サイズの可愛い薄皮饅頭

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 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 (有)浜口福月堂

A12
5,000円

～9,999円
ふわふわ、モチモチ。
地元のお米で作った「蒸し菓子」

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、体に優しい手作りのお菓子で
す。

韮生おばちゃんかるかん 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 にろうまいこ

土佐の赤かつお 高知市 120g 製造日より120日
かつお（国内産）、大豆油、ニンニク、醤油、唐辛子、砂糖、食塩、むろ節、昆布（原材
料の一部に小麦、大豆を含む）

(株)池澤鮮魚店

土佐のぶしみそ 高知市 120g 製造日より180日
米味噌（国内製造）、鰹生節、砂糖、本みりん、発酵調味料、宗田鰹節、醤油、ムロア
ジ節、昆布、（一部に大豆・小麦を含む）

だるま味噌(株)

A14
5,000円

～9,999円
ふわっと香る海の香りと甘辛さが絶妙

安心・安全で全て手作り。宿毛湾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。お子様も食べやすい味です！

大月名物
きびなごケンピ

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。

八重丸水産(株)

A15
5,000円

～9,999円
JAL国内線ファーストクラス機内食で提
供されました

大豊町のみで生産される銀不老豆を使用した人気の大福です。餅生地に
銀不老豆、ココアパウダーを使用し、中はクリームと白餡の二層で仕上げ
たまろやかな大福です。

銀不老大福
大豊町
高知市

6個入 製造日より90日

白あん(手亡豆、砂糖、食塩)ミックス粉(もち粉、砂糖、でん粉、食塩)、砂糖、麦芽糖、
還元水飴、ココアパウダー、食用精製加工油脂、食用植物油脂、インゲン豆パウ
ダー、竹炭、馬鈴薯でん粉、脱脂粉乳、でん粉、ゼラチン、寒天
乳化剤、加工でん粉、ソルトビートル、竹炭、カゼインNa、安定剤(増粘多糖類)、リン酸
塩(Na)香料、カロテン色素(原材料の一部に乳、大豆を含)

(株)城西館

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

A17
5,000円

～9,999円
ゆずとまろやかなはちみつの弾ける美味
しさ

北川村で育てたゆずを使用。ゆずの香りにまろやかなはちみつが炭酸飲
料としての冷涼感を引き立ててくれています。

北川村ゆずサイダー
６本セット

北川村 250ml×6本 製造日より359日(未開封)
はちみつ、ゆず果汁、イソマルトオリゴ糖シロップ、ビタミンC、酸味料(クエン酸)、香料、
ベニバナ黄色素、マリーゴールド色素

北川村ゆず王国(株)

A18
5,000円

～9,999円
おもてなしギフト賞 受賞商品！

「OMOTENASHI Selection 2016」で、おもてなしギフト賞を受賞。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、貴方のお肌を大
切に守ります。

うさぎ2ロールギフトボックス 土佐市
赤ギフトボックス入、白、3枚重ねて22m
無香料、2ロール、赤芯

－ 純粋パルプ１００％ 望月製紙(株)

A9
5,000円

～9,999円

ミレービスケット
詰め合わせセット

いろいろなミレーがまとめて楽しめる！
高知県内外で人気の「ミレービスケット」。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、いろいろな味や形がお楽しみいただけるセッ
トです。

高知市 (有)野村煎豆加工店

A10
5,000円

～9,999円

塩けんぴ＆芋けんぴセット

ふるさと高知の定番おやつ
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 (株)南国製菓

A13
5,000円

～9,999円
めし友グランプリ日本一＆にっぽんの宝
物グランプリ高知大会 準グランプリ受賞

創業150年の老舗鮮魚店が、秘伝のだしでかつおを甘辛く煮込んで仕上
げた「土佐の赤かつお」と、かつお生節と宗田節だしをブレンドして作った
味噌「ぶしみそ」をセットにしました。

A16
5,000円

～9,999円

ひまわり乳業セット

地元高知で愛される乳製品
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、セットでお楽しみください。

南国市 ひまわり乳業(株)
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こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

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 －

A20
5,000円

～9,999円
いま、話題の動物公園へ！

世界最大級の旅行サイト、トリップアドバイザー「口コミで人気！日本の動
物園・水族館ランキング 2019」で堂々の第１位。広々とした園内でのびの
びと過ごす動物を観察できるのが、人気のポイントです。

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
・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)

－ －
高知県立

のいち動物公園

A21
5,000円

～9,999円
高知のご当地アイスを食べ巡り！

県内の14店舗で使える3枚綴りのクーポン券。高知ならではの趣向を凝ら
した素材の違いを食べ比べてみて。
利用期間：令和3年3月31日まで

こうちアイスクーポン（3枚綴り
券）

高知県
県内の14店舗で使える３枚綴りクーポン
券

－ －
(公財)高知県観光
コンベンション協会

A22
5,000円

～9,999円
清流のほとり・いの町で伝統工芸を体験

全国的に名高い土佐和紙の「紙すき」を実体験。あなただけのオリジナル
はがきや、色紙が紙すき体験でつくれます。

土佐和紙「紙すき体験」 いの町 はがき8枚(草花付)×2 － －
土佐和紙工芸村
紙漉き実習館

A23
5,000円

～9,999円
オリジナルの一品、作れます

高知が発祥のよさこい祭りは、今や海外にも広がっています。祭りの魅力
を体感できるよさこい情報交流館では、踊りで使う「鳴子」を自分の好きな
色で作ることができます。

高知よさこい情報交流館
「鳴子作り体験」

高知市 鳴子1組(2本)、5色カラーオプション付き － － よさこい情報交流館

A24
5,000円

～9,999円
海のこと､塩のこと､もっと知ってほしい

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。

黒潮町ソルティーブ
「天日塩作り体験」

黒潮町 大人1人様分 － － (有)ソルティーブ

直七の里ぽんず 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）

ごまのドレッシング 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)

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

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

B4
10,000円

～19,999円
ゆずドリンクの定番

「村の子供達に飲ませたい」との想いで作られた馬路村の定番ゆずドリン
ク。はちみつとゆずと水だけで作ったすっきり爽やか美味しい飲料です。

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 JA馬路村

B5
10,000円

～19,999円
高知家のうまいもの大賞2018
「Amazon賞」

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。

すっきりさわやか しそごこち
12本入り

本山町 280ml×12本 製造日より180日 砂糖・しそ抽出液・はちみつ・クエン酸 (有)さめうらフーズ

B6
10,000円

～19,999円
ちょっぴり贅沢な逸品！

高知県産ブランド生姜の「黄金虚空蔵Ⅱ」を100%使用。素材の旨みを大
切に、上品で心地良い辛さを引き出した贅沢な「大人のジンジャーエー
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 (有)スタジオオカムラ

A19
5,000円

～9,999円

くろしおくん　商品セット

ゆるかわいくて、人気上昇中！
高知県のイメージキャラクター「くろしおくん」のグッズをセットした商品で
す。Twitterなどで高知の魅力を全国に発信しているので、ぜひチェックし
てみてください。

高知市 － 本山印刷(株)

B1
10,000円

～19,999円

直七のポン酢とごまドレッシン
グセット

幻の柑橘「直七」
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 タイヘイ(株)

B2
10,000円

～19,999円

ジンジャーシロップセット

高知家のうまいもの大賞2019入賞
四万十川流れる四万十町で無農薬無化学肥料栽培した生姜を贅沢に使
用した手作りのジンジャーシロップです。お好みのドリンクで割ったりヨー
グルトなどにかけてお召し上がり下さい。

四万十町 四万十ノ(株)

B3
10，000円
～19,999円

とまとみそ3種セット

高知家のうまいもの大賞2020
新商品賞受賞

日高村特産のフルーツトマトと長年地元で作られている味噌を合わせたと
まとみそで、原材料のにんにくやかつお節も県内産にこだわっています。
化学調味料、保存料不使用です。

日高村 NPO日高わのわ会 
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番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地

又は加工・製造地、役務提供区域
規格

賞味期限
（消費期限）

原材料 加工(製造)会社名

こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

ジンジャーエール 200ml×2本 製造日より12ヶ月
有機生姜（高知市土佐山産）、砂糖（てんさい（北海道産））、ゆず果汁、赤唐辛子、炭
酸

柚子スカッシュ 200ml×2本 製造日より12ヶ月 ゆず皮、ゆず果汁、果実酒、ブランデー、砂糖（てんさい（北海道産））、炭酸

ぶんたんドリンク 160ml×3本 製造日より6ヶ月 文旦果汁、てんさい糖

小夏ドリンク 160ml×3本 製造日より6ヶ月 小夏果汁、てんさい糖

ゆずドリンク 160ml×3本 製造日より6ヶ月 ゆず果汁、てんさい糖

ゆずどりんく 195g×2本 製造日より12ヶ月 はちみつ、ゆず果汁

ゆずぴーる 25g×2袋 製造日より180日 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

ゆずこしょう 50g 製造より240日 ゆず(高知県三原村産)、青唐辛子、塩

ゆずまーまれーど 200ｇ 製造より364日 ゆず(高知県三原村産)、グラニュー糖(北海道製造)

しまんと栗のマドレーヌ 10個入 製造日より40日
栗甘露煮(国内製造)、砂糖、バター、卵、小麦粉、栗餡(白餡、砂糖、水あめ、栗ペース
ト)、アーモンドパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/トレハロース、膨張剤、香
料、クチナシ色素、(一部に乳成分、小麦、卵、大豆を含む)

(株)青柳

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)

B7
10,000円

～19,999円

ジンジャーエール＆柚子スカッ
シュ４本セット

辛口本格ジンジャエール
＆ゆずスカッシュ

高知市土佐山地域の有機生姜を使用した、辛口ジンジャエールと栽培期
間中農薬不使用のゆずを使ったゆずスカッシュのセットです。

高知市
(一社)

 夢産地とさやま開発公社

B8
10,000円

～19,999円

ぶんたん・小夏・ゆずドリンク３
種セット

高知を代表する柑橘をジュースに
農薬を使わず育てた「文旦・小夏・ゆず」それぞれの果汁を使用し、スッキ
リ、爽やかな飲みやすい柑橘ドリンク3種類をそれぞれ3本ずつお送りしま
す。

越知町 (株)岡林農園

B9
10,000円

～19,999円

三原村ゆず加工セット

三原村のゆずで作ったゆず製品
昼夜寒暖の差が大きく、ゆず栽培に最も適した三原村。綺麗な水と、たっ
ぷりと太陽を浴び大切に育てた香り高いゆずで作った商品を詰合せセット
にしました。

三原村 三原村農業公社

B10
10,000円

～19,999円

土佐銘菓セット

高知の定番銘菓をセットでお届け
高知の銘菓「浜幸 かんざし」と「青柳 しまんと栗のマドレーヌ」など、いろ
いろなお菓子が入った詰め合わせをセットにしました。

高知市

土佐銘菓撰 (株)浜幸

4



番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地

又は加工・製造地、役務提供区域
規格

賞味期限
（消費期限）

原材料 加工(製造)会社名

こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

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)

満天の星ほうじ茶大福 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）

かぶせ茶ティラミス 70g×3個 製造日より冷凍30日
生クリーム、マスカルポーネチーズ、鶏卵、砂糖、
小麦粉、かぶせ茶（高知県仁淀川町産）、
ゼラチン、水飴、ブランデー、膨張剤

ほうじ茶ティラミス 70g×3個 製造日より冷凍30日
生クリーム、マスカルポーネチーズ、鶏卵、砂糖、
小麦粉、ほうじ茶（高知県仁淀川町産）、
ゼラチン、水飴、ブランデー、膨張剤

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

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)

（株）ぶらうん

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)

（株）ぶらうん

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　　

鷹取焼肉のタレ 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)

かつおめしの素（しょうゆ味）135ｇ×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）

B11
10,000円

～19,999円

満天の星　大福詰合せセット

茶の旨みを感じる、ほうじ茶スイーツ
四万十川源流域（津野町）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。お茶の香りと甘さが絶妙のハーモニーです。

津野町 (株)満天の星

B12
10,000円

～19,999円
茶畑から育てた、手作りスイーツ

仁淀川町池川地区にある、茶農家の女性によるスイーツ工房の逸品。高
級煎茶・かぶせ茶ベースのテイラミスと、厳選された自慢のほうじ茶ベー
スのティラミスのセットです。

仁淀川町 (株)池川茶園

B13
10,000円

～19,999円

碁石茶セット

幻のお茶「碁石茶」
高知県北部の大豊町だけでしか生産されていない幻のお茶「碁石茶」。
日本で唯一の伝統製法で、完全発酵茶である碁石茶が堪能できるセット
です。

大豊町
大豊町碁石茶

協同組合

B14
10,000円

～19,999円
高知家うまいもの大賞2019 大賞受賞！
第34回高知県地場産業奨励賞受賞！

卵の風味が濃厚な玉子豆腐にジュレをかけるだけ、手間いらずの「ごちそ
うたまごどうふ」。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、抜群の組み合わせです。

四万十町

B15
10,000円

～19,999円

鷹取おすすめキムチセット

龍馬脱藩の郷で生まれた本格キムチ
梼原町で育った野菜で作った本格キムチ。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
鷹取キムチの里づくり

実行委員会

浜吉ヤ「土佐の鰹セット」
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番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地

又は加工・製造地、役務提供区域
規格

賞味期限
（消費期限）

原材料 加工(製造)会社名

こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

かつおめしの素（しょうが味）135ｇ×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)

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)

B18
10,000円

～19,999円
鰹の藁焼きたたき！

鮮度のよい厳選した鰹を表面をパリッと香ばしく焼き上げ、藁の香ばしさ
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)

(有)吉永鰹節店

B19
10,000円

～19,999円
清流が育むこだわりの川魚

創業65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
お召し上がりいただけます。

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 アマゴ 片岡養殖魚場

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１０
６）※澱粉含有率８％ (有)山本かまぼこ店

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。

(有)山本かまぼこ店

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％

(有)山本かまぼこ店

B21
10,000円

～19,999円
ブランドさばをご自宅でどうぞ

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。

土佐の清水さば漁師漬け
３袋セット

土佐清水市 3袋 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）

土佐清水食品（株）

米ケ岡鶏　もも肉　 1kg 製造日より冷凍30日 鶏肉

米ケ岡鶏　むね肉　 1kg 製造日より冷凍30日 鶏肉

B23
10,000円

～19,999円
しまんとの栗をたっぷり使用

四万十町（旧 大正町）の酒蔵「無手無冠」の栗焼酎です。栗をたっぷりと
50%も使用し、口に含むとほのかな香りとソフトな甘みがふわっと広がる、
自慢の逸品です。

ダバダ火振　720ml 四万十町 720ml － 栗50％、麦25％、米・米麹25％) (株)無手無冠

B16
10,000円

～19,999円
高知家のうまいもの大賞2019
入賞商品入ってます

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受賞「SABADAY 鯖燻製」も入っています！

浜吉ヤ「土佐の鰹セット」 土佐市 (有)浜吉ヤ

B17
10,000円

～19,999円

土佐の海鮮丼の素5種食べ比
べセット

まっことうまい！海鮮丼食べ比べ
土佐の豊穣祭「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んだ「サバの醤
油漬け丼」など、5種類の食べ比べができるセットです。

土佐市
企業組合

宇佐もん工房

B20
10,000円

～19,999円

室戸のかまぼこお試しセット

創業82年の老舗が誇る、極上かまぼこ
地元・室戸市で愛され続けてきた、老舗のかまぼこ。農林水産大臣賞を
受賞した、熟練の職人が手作りしています。

室戸市

B22
10,000円

～19,999円
もっちりとした食感の鶏肉

標高400mで育った奈半利町米ヶ岡産の鶏肉のセットです。美味しさの決
め手は、木酢精製液、海藻、よもぎ等が入った配合飼料。鶏肉特有の臭
みを抑え、もっちり食感が特徴の鶏肉です。

奈半利町
三栄ブロイラー

販売(株)
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番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地

又は加工・製造地、役務提供区域
規格

賞味期限
（消費期限）

原材料 加工(製造)会社名

こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

美丈夫　純米大吟醸　舞 田野町 300ml － 米・米麹 (有)濱川商店

久礼　吟醸無濾過 中土佐町 300ml － 米・米麹 (有)西岡酒造店

桂月 CEL24 純米大吟醸 50 土佐町 300ml － 米・米麹 土佐酒造(株)

B25
10,000円

～19,999円
スマートフォンの音楽を響かせます

生態系循環の永遠の森につながるようにとのポリシーのもと、人口1,000
人に満たない馬路村で作られています。素材に高知県産の桧（ヒノキ）を
使用しており、木のぬくもり、香りが感じられる製品です。

Danran スマートフォンスピー
カー

馬路村
無塗装(タテ11cm　ヨコ11cm　高さ8㎝　木
の厚み0.5㎝)

－ 高知県産ひのき・集成材 (株)エコアス馬路村

B26
10,000円

～19,999円
海の宝石のプチギフト

高知の伝統的特産品である宝石珊瑚。なかでも「血赤珊瑚」は、鮮やかな
輝きと情熱溢れる濃い色彩で、究極のカラーと言われています。日常的
に気軽にお使いいただけるよう、珊瑚の枝を根付にしました。

血赤珊瑚の根付 高知市 商品サイズ：約9cm（紐含む全体） － － (株)ケンセン35

B27
10,000円

～19,999円
ひろめで使えるクーポン券

高知県の観光施設として人気の高い「ひろめ市場」。館内約60店舗で使
用可能なクーポン券3000円分です。

ひろめ市場館内利用　クーポ
ン券

高知市 500円×6枚 － － (有)ひろめカンパニー

B28
10,000円

～19,999円
観光客に人気の県立施設

2018年にリニューアルした「坂本龍馬記念館」をはじめ、土佐藩主伝来の
資料を所蔵する「高知城歴史博物館」、花と緑の庭園「牧野植物園」の3
施設の入館券セットです。

高知県内県立3施設入館券
セット

高知市

・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

－ －

高知県立坂本龍馬記念館
高知県立高知城歴史博物

館
高知県立牧野植物園

B29
10,000円

～19,999円
楽しみながら知る、龍馬の殿堂

さまざまな資料や展示で龍馬を紹介する「坂本龍馬記念館」の入館券と、
同館ミュージアムショップ限定品（クリアファイル、ブックカバー等）のセット
です。

高知県立坂本龍馬記念館優
待券＆ミュージアムショップオ
リジナルグッズセット

高知市
・優待券(入館券)　大人1枚
・オリジナルグッズ

－ － 高知県立坂本龍馬記念館

B30
10,000円

～19,999円

四国最大級の水族館
土佐清水市に令和２年７月18日オープン
（予定）

館の目の前に広がる美しい竜串の海と連動した大水槽や、足摺の自然を
肌で感じることができる原生林エリアなど、足摺宇和海国立公園の豊か
な自然と一体感のある展示が楽しめます。

足摺海洋館　入場券 土佐清水市 大人2名・小人1名の入場券セット － －
(株)高知県

観光開発公社

B31
10,000円

～19,999円
二百余年の歴史と文化を誇る焼き物の
里

安芸市の内原野陶芸館では、土をこねたり、好きな釉薬を選んで色をつ
けたり、本格的な施設と指導者のもと、素朴であたたかみのある内原野
焼きを楽しめます。

内原野陶芸館　陶芸体験 安芸市 大人1名分　1.5kg（3点まで） － － 内原野陶芸館

B32
10,000円

～19,999円
初めての方も、ぜひどうぞ

安芸市で花や観葉植物などの生産販売を行う農園です。好みのドライフ
ラワーを瓶詰めし、オイルを流し込んで完成させるハーバリウム体験も楽
しむことができます。

メリーガーデン　ハーバリウム
体験＆ドリンクセット

安芸市 ハーバリウム作成1名様分＋ドリンク1杯 － － メリーガーデン

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個 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

潮胡麻バニラ 85g×4本 製造日より10ヶ月
チョコレート(砂糖、植物油脂、乳糖、カカオマス、ココアバター)(乳成分を含む)、アーモ
ンドプードル、柚子ピール、蜂蜜、黒胡麻、天日塩、ホワイトクランチ(小麦を含む）、米
粉

四万十珈琲 85g×4本 製造日より10ヶ月
チョコレート(砂糖、植物油脂、乳糖、カカオマス、ココアバター)(乳成分を含む)、アーモ
ンドプードル、柚子ピール、蜂蜜、珈琲豆、ホワイトクランチ(小麦を含む）、米粉

大人の苺 85g×4本 製造日より10ヶ月
チョコレート(砂糖、植物油脂、乳糖、カカオマス、ココアバター)(乳成分を含む)、
アーモンドプードル、柚子ピール、蜂蜜、ドライ苺、ホワイトクランチ(小麦を含む）
米粉

沢渡煎茶　 85g×4本 製造日より10ヶ月
チョコレート(砂糖、植物油脂、乳糖、カカオマス、ココアバター)(乳成分を含む)、アーモ
ンドプードル、柚子ピール、蜂蜜、煎茶、ホワイトクランチ(小麦を含む）、米粉

B24
10,000円

～19,999円

土佐の冷酒３本セット

美味しい酒、酒蔵と出会える
酒どころ・高知の大吟醸冷酒など、3種類をセットにしました。お好みの肴
にあわせて、また、それぞれの蔵の特徴もじっくりとお楽しみいただけま
す。

C1
20,000円

～29,999円

ゆず農場ギフトセット

手作業で大切に育てた「柚子」
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 (有)池田柚華園

C2
20,000円

～29,999円

和の実　5種ギフトセット

高知家のうまいもの大賞2020 大賞受
賞！

柚子と国産蜂蜜で作ったグラッセに、厳選有機カカオと国産食材、さらに
高知ならではの食材を使用。風味が損なわれない様に低温で焼き上げ、
５種類の味わいを作りました。

高知市 八千萬ず
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番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地
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こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

黒蜜黄な粉 85g×4本 製造日より10ヶ月
チョコレート(砂糖、植物油脂、乳糖、カカオマス、ココアバター)(乳成分を含む)、アーモ
ンドプードル、柚子ピール、蜂蜜、黄な粉、黒糖、ホワイトクランチ(小麦を含む）、米粉

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）

アイスクリンカップ 115ｍｌ×2個 － 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 －
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 －
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 －
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 －
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 － 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

C5
20,000円

～29,999円
これぞ土佐流「かつおの塩たたき」

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。

戻り鰹の塩たたきセット 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)

(株)四国健商

C6
20,000円

～29,999円
活きたまま、瞬間冷凍

東洋町で水揚げされ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。

伊勢海老(冷凍) 東洋町 冷凍伊勢海老400g～500g(1尾～2尾) 発送日より30日 伊勢海老 深海家

C7
20,000円

～29,999円
ぷりっぷりっ！丁寧に手作業で天日干
し！

香南市の吉川漁港で水揚げされた新鮮な生しらすを、すぐに釜揚げ。釜
出ししたあと、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
ました。

釜揚げしらす 天日干し 香南市 200gx3パック
発送日より30日

イワシの稚魚、食塩 (有)土佐角弘海産

C8
20,000円

～29,999円
四万十育ちの美味しいお米

高知県の米どころの一つ、四万十川の中～上流域の高南台地で栽培さ
れたお米です。豊かな清流と盆地の朝霧が、粘りが強く艶やかなおいしさ
を育みます。是非とも、ご賞味ください。

仁井田米　「にこまる」 四万十町 5㎏ － 精米 高知ケンベイ(株)

C9
20,000円

～29,999円
天空の棚田から届く美味しさ

四国山系の中央に位置する本山町で、その寒暖差と綺麗な水、徹底した
品質管理によって作られています。農薬など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。

土佐天空の郷　ヒノヒカリ 本山町 5kg － 精米 高知食糧(株)

C10
20,000円

～29,999円
ふんわり弾むような歯ごたえと、クセのな
い旨み

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、旨味たっぷりで、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。

土佐はちきん地鶏鍋セット 大川村

むね肉しゃぶしゃぶ用　200g
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　450cc×3袋

製造日より1年 精肉 (有)中村食鳥

C11
20,000円

～29,999円
噛めば噛むほど、感じる旨み

歯ごたえがしっかりしており、臭みがなくキジ本来の風味が味わえます。
また、ガラからは風味がよく濃厚なスープがとれます。

高級キジ肉セット 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 梼原雉生産組合

C3
20,000円

～29,999円

mana*manaアイスバーギフト
セット

見た目もかわいい、人気商品のセット
道の駅やす内、「mana・mana（マナマナ）」のアイスバー。地域特産のフ
ルーツを丸ごとぎゅっと、南国高知の味が詰まったアイスです。贈答用に
も、ぜひどうぞ。

香南市 － (株)ものべみらい

C4
20,000円

～29,999円

高知アイスおすすめ12個セット

美味しいヒミツは素材のチカラ
「Made in 土佐」をコンセプトに、いの町で製造している「高知アイス」の
セットです。素材そのものの酸味や香りを引き出し、こだわりの製法で、き
めの細かい、後口の良さが自慢です。

いの町 (有)高知アイス
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番号 寄附金額 画像 キャッチコピー 説明文 商品名
主な原材料の生産地
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こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

C12
20,000円

～29,999円
味わい深き、土佐の焼物

江戸時代から続く、土佐を代表する陶芸「尾戸焼き」。現在も、茶器をはじ
め生活雑貨まで幅広く作られています。今回は、職人が丹精込めて焼き
上げた「コーヒーカップ」をお届けします。

尾戸焼き　ペアコーヒーカップ 高知市
カップ（口径約７cm、高さ約7.3cm）×2、
ソーサ（口径約14.5cm、高さ約2.3cm）×2

－ － 谷製陶所

C13
20,000円

～29,999円
あなたらしさを伝える、高知にちなんだ贈
り物

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
ギフトです。
高知の風土と人情をこの一冊に託して。ご進物のほか、自分への贈り物
としてご利用ください。

高知県カタログギフト
結 -ゆい-

高知市 1冊 － －
(株)ファクトデザイン

事務所

C14
20,000円

～29,999円
酒の國「高知」の地酒飲み比べ

酒どころ・高知の地酒13種類をセットにしました。1合瓶を13本の詰め合わ
せで、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。

土佐の地酒飲み比べセット
中土佐町・芸西村・いの町・香美市・
香南市・佐川町・四万十市・四万十

町・安田町・安芸市・土佐町

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

－ 米、米麹、醸造アルコール

西岡酒造・仙頭酒造・高知
酒造・松尾酒造・高木酒
造・司牡丹酒造・藤娘酒
造・無手無冠・土佐鶴酒
造・南酒造・有光酒造・菊

水酒造・土佐酒造

C15
20,000円

～29,999円
10年の長期保存が可能な備蓄水

海洋深層水を世界で最初にミネラルウォーターとして開発した技術を生か
して、10年の長期保存が可能な備蓄水を製造しています。硬度が低い超
軟水ですので、お年寄りや、赤ちゃんの粉ミルクまでご使用いただけま
す。

海洋深層水マリンゴールド
10years

室戸市 500mlx24本 製造日より10年半 海洋深層水 (株)浅川自然食品工業

C16
20,000円

～29,999円
ご当地球団を応援しよう！

ファイティングドッグス定番グッズのロゴ入りボールと、コットン素材のマフ
ラータオルのセットです。手に汗握る、地元での試合を観戦する際には必
須のアイテムです。

高知ファイティングドッグス
オリジナルグッズA

高知市
球団公式マフラータオル1枚、球団ロゴ入
りボール×1

－ － (株)高知犬

C17
20,000円

～29,999円
ご当地球団を応援しよう！

ファイティングドッグスの選手が着用しているキャップのアンダーアーマー
製のレプリカキャップ。選手の帽子とお揃いのデザイン！フリーサイズで、
後ろでサイズ調節が可能です。

高知ファイティングドッグス
オリジナルグッズB

高知市 球団公式キャップ×1 － － (株)高知犬

C18
20,000円

～29,999円
日本最後の清流を楽しむ！

日本最後の清流が流れる四万十市や、ホエールウォッチング、鰹の藁焼
き体験などが楽しめる黒潮町へのご旅行に便利です。四万十黒潮旅館
組合加盟の宿泊施設にて利用可能な宿泊補助券です。

指定ホテル宿泊補助券（四万
十市・黒潮町） 5枚

四万十市
黒潮町

1,000円×5枚 － － 四万十黒潮旅館組合

C19
20,000円

～29,999円
土佐を代表する古刹でお遍路文化を体
験

四国八十八カ所霊場第31番札所の竹林寺へ行く、高知駅前発着の旅行
商品。
設定日：毎日（令和2年8月9日～16日、令和2年12月28日～令和3年1月5
日、他を除く）

ＭＹ遊バスとミニお遍路体験
（バスチケット、昼食付）

高知市 旅行商品大人2名分 － －
(公財)高知県観光
コンベンション協会

C20
20,000円

～29,999円
極上の肉厚椎茸を収穫！

こだわりの環境で栽培している肉厚椎茸の収穫体験（試食、お土産付）が
できる、高知駅前発着の旅行商品。
設定日：毎週土曜のみ（令和2年12月28日～令和3年1月4日除く）

肉厚どんこ椎茸の収穫体験
（タクシー移動付）

高知市 旅行商品大人2名分 － －
(公財)高知県観光
コンベンション協会

C21
20,000円

～29,999円
大自然に囲まれ、キャンプにBBQが楽し
めます

吉野川の支流・本山町の行川（なめかわ）沿いにある施設。テントが張れ
るフリースペースに加え、屋根つきのBBQハウスや、ピザを焼ける石窯、
トイレも完備しています。川遊びにも絶好のスポットです。

ふれあいの里なめかわでキャ
ンプ！

本山町
ふれあいの里なめかわでキャンプ1泊、
BBQ台(1台)4名様まで

－ － ふれあいの里なめかわ

D1
30,000円

～49,999円
土佐を代表する海産珍味

白身魚のような淡白な味わいで、身にはゼラチン質が多いためにコリコリ
とした歯ごたえで食べ応えがあり、じんわり旨みが広がるうつぼのタタキ
です。

うつぼのたたきセット 高知市
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）

(有)丸竹商店

D2
30,000円

～49,999円
漁法から焼き方までこだわり抜いた自慢
の逸品

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。

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

明神水産(株)

D3
30,000円

～49,999円
素材の良さがわかる絶品ブリ

宿毛湾で育てたブランドブリ「荒木さん家のブリ」です。朝締め後、即時加
工。その後、職人が藁のみを使用し、一本一本を手で焼き上げています。

ブリ藁焼きたたきセット 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 (株)勇進

D4
30,000円

～49,999円
旨みが効いた「きじ塩鍋セット」

1Lのきじガラスープに特製の塩だれを入れるだけで、美味しいきじ塩鍋の
出来上がり。低カロリー高タンパクな食材で、独特の野趣に富んだ旨みが
楽しめます。

きじのスライス・スープセット
(塩だれ付)

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
本川手箱きじ
生産企業組合

D5
30,000円

～49,999円
坂本龍馬が愛したと言われる「シャモ」

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・南国市で育てられた、昔ながらの純血種の「ケンカシャモ
（闘鶏用の軍鶏）」のすき焼きセットです。

シャモスキやきセット 南国市
シャモ肉350g、シャモつくね200g、割下
500g

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）

企業組合
ごめんシャモ研究会

カツオの和だし生姜煮こごり風 95g×1缶 製造日より3年
カツオ、米発酵調味料、黒糖、生姜、料理酒、合わせだし、おろししょうが、粉末ゼリー
の素（ぶどう糖、寒天）、食塩/糊料（ゲル化剤、加工でんぷん）

お魚のパテグリーンペッパー
ジュレ

100g×1缶 製造日より3年
シイラ切り身（高知県産）、野菜（玉ねぎ、にんじん、にんにく）、乾燥マッシュポテト、オ
リーブ油、菜種油、アーモンドプードル、塩麹、寒天加工品（ぶどう糖、寒天）、食塩、コ
コナッツ、合わせだし、ブイヨン、グリーンペッパー、砂糖/糊料（増粘多糖類）

高知のうまいものをギュッと詰
め込んだ６缶セット
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土佐はちきん地鶏ゆず塩仕立
て

95g×1缶 製造日より3年
鶏肉、菜種油、料理酒、柚子こしょう、、合わせだし、粉末ゼリーの素（ぶどう糖、寒
天）、食塩、砂糖、かつお節エキス/糊料（ゲル化剤）

四万十うなぎ蒲焼き 110g×1缶 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）

四万十ポークの塩胡椒焼き 80g×1缶 製造日より3年 豚肉(高知県産)、食塩、香辛料、砂糖

四万十の鮎ガーリックオイル
煮

90g×1缶 製造日より3年 鮎(高知県産)、菜種油、オリーブ油、ニンニク、天日塩、赤唐辛子、砂糖

しびれる翡翠山椒 0.2g×1袋 製造日より1年間 実山椒（高知県産）

焼きなすのアイス 100ml×2個 － 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×2個 －
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 － 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×2個 － 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×2個 － 牛乳、かぼちゃ、クリーム、卵、砂糖、脱脂粉乳、トレハロース

ゆずのシャーベット 100ml×2個 － 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 － 苺果肉、砂糖、転化糖、安定剤（増粘多糖類）、トレハロース

D8
30,000円

～49,999円
高知とあなたの”かけ箸”に！

土佐古代塗りは、鮫肌のような地肌を特徴とする高知独特の漆器。塗り
始めから完成まで多くの工程で手間をかけた逸品は、使えば使うほど手
になじみ、長くお使いいただけます。下地からすべて漆で塗っていますの
で安心安全です。

土佐古代塗り
「箸セット」

高知市 箸×2組 － － 美禄堂

D9
30,000円

～49,999円
シンプルな丸形珊瑚のブレスレット

高知の伝統的特産品である珊瑚。清楚で可愛らしいシンプルなデザイン
で、ワンポイントのお洒落やプレゼントに最適です。

珊瑚ブレスレット 高知市
珊瑚約３ミリ・メイドインジャパン・ロジウム
コーティング済シルバー製ヒキワ＆アジャ
スター付（約17.5～22.5cm)

－ － (有)米沢サンゴ店

D10
30,000円

～49,999円
江戸時代から続く街路市を散策！

「日曜市ガイド付き散策」と「鰹の藁焼き体験」を楽しめる、高知駅前発着
の旅行商品。
設定日：毎週日曜のみ（令和2年8月9日、令和3年1月3日を除く）

地元ガイドと巡る土佐の日曜
市散策と生鰹藁焼きタタキ体
験（昼食付）

高知市 旅行商品大人2名分 － －
(公財)高知県観光
コンベンション協会

D11
30,000円

～49,999円
高知ならではの贅沢体験！

高知市中央卸売市場で、朝セリにかかった生鰹を自分でさばき、藁焼き
体験しませんか？。鮮魚仲卸の職人さんが丁寧に教えてくれます。(生鰹
が無い場合、冷凍になります)

かつおの藁焼きたたき体験 高知市 鰹1本分（2名～5名） － － (有)丸竹商店

E1
50,000円

～99,999円
清流・仁淀川が育んだ絶品うなぎ

高知産のうなぎを、熟練のおばちゃんがじっくりと丁寧に焼きました。焼き
たての美味しいうなぎを食べていただきたく、発送日の当日に焼上げ、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
うなぎ(高知県産)、しょうゆ、砂糖、清酒、発酵調味料、澱粉分解物、うなぎ骨エキス、
増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸)

(有)北浜商店

金目鯛 金目鯛片身（約250g×２) 発送日より30日 金目鯛(高知県産)

かつおのたたき 2節(約550g) 発送日より30日 鰹(国産)

ちりめんじゃこ 300g 発送日より30日 いわしの稚魚（高知県産）、食塩

E2
50,000円

～99,999円

金目鯛・かつおのたたき・ちり
めんセット

高知の特産「かつお」「金目鯛」「ちりめ
ん」盛だくさん

高知県東部海域で釣れた金目鯛をお料理しやすいよう、3枚卸加工して
います。
また人気の鰹のたたき・ちりめんじゃこもセットでお届けします。

田野町 (有)カネアリ水産

D6
30,000円

～49,999円
非常食から日常食へ、黒潮町発の新し
い缶詰

一本釣りのカツオ、四万十うなぎ、鮎、土佐はちきん地鶏など、高知を代
表する食材を丁寧に調理した缶詰の詰め合わせです。食材の宝庫・高知
の名物が様々な味付けでお楽しみいただけます。

黒潮町 (株)黒潮町缶詰製作所

D7
30,000円

～49,999円

安芸グループふぁーむ
アイス12個セット

にっぽんの宝物グランプリ2019 世界大
会 Most Enterprise Award

安芸市の特産品・ナスなどの一次産品を活用して6次産業化に取り組む
会社が作っています。大ヒット商品「焼きナスのアイス」はもちろん、青のり
や酒かす、焼きいも、かぼちゃなど高知らしさをアイスにしてお届けしま
す。

安芸市
(有)安芸

グループふぁーむ
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こうちふるさと寄付金記念品一覧(詳細)

E3
50,000円

～99,999円
赤身が旨い！土佐あかうし

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ヶ月あたり10セット限定)

土佐あかうし　すき焼き肉 土佐町 400ｇ　 出荷日より1か月 牛肉 (株)末広

E4
50,000円

～99,999円
土佐和牛と梼原で愛されている焼肉のタ
レ

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 檮原町 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 (有)新谷精肉店

E5
50,000円

～99,999円
四万十ポークを存分にご賞味ください

四万十町の自然豊かな地で育てたブランド豚「四万十ポーク」。使いやす
いよう、200gごとパックにしてお届けします。

四万十ポーク　ロースしゃぶ
しゃぶ用　満腹セット

四万十町 200g×15pc 製造日より30日 豚肉(高知県産) (株)吉岡精肉店

E6
50,000円

～99,999円
噛めば噛むほど、味がある

グルメ漫画やテレビ番組等で多数紹介されてきた安芸市の「はたやま夢
楽」が産直でお届けする土佐ジローの詰め合わせセットです。

土佐ジロー　詰合せセット 安芸市
正肉１羽、手羽先・手羽元各10本、カット
肉200g×２袋

製造日より180日 鶏肉(高知県産) (有)はたやま夢楽

E7
50,000円

～99,999円
四万十ひのき使用

四万十の桧を使用した土佐龍のまな板は、油脂分が豊富で抗菌・抗カビ
効果が高く、水切れが良いため乾くのが早く、とても長持ちします。

四万十ひのき極め“一枚板”ま
な板

須崎市 400mmx240mmx20mm － ヒノキ(高知県産) (株)土佐龍

E8
50,000円

～99,999円
もしもの時も、いつもの時も、役立つ形

防災製品として開発された「84腰掛防災トイレ」は、腰掛や万能台として日
常使いもできる、新発想の機能的な簡易トイレです。

84腰掛防災トイレ　トイレット
ペーパーセット

高知市
84腰掛防災トイレ：横幅300mm×奥行き
360mm×高さ352mm
10年保存トイレットペーパーセット(8個入）

－ － 高知トップ教材

E9
50,000円

～99,999円
400年を超える歴史が紡ぐ逸品

土佐の伝統工芸品である打刃物は、天正後期（1590年代）からと言われ
る歴史があります。黒打ち包丁は錆びにくく、切った食材がくっつきにくい
という特徴を持っています。

黒打ち万能型包丁4寸白鋼 須崎市
黒打ち万能型包丁　
刃渡約12cm、全長約25cm

－ － (株)迫田刃物

F1 100,000円～ 希少品、土佐あかうし
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ヶ月あたり10セット限
定）

土佐あかうしサーロインステー
キ

土佐町
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 (株)末広

土佐和牛バラ 500g 製造日より1か月 牛肉

土佐和牛上カルビ　 500g 製造日より1か月 牛肉

土佐和牛ももステーキ 100g×2枚 製造日より1か月 牛肉

F3 100,000円～ これぞ土佐の海産物
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)

(株)四国健商

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）

F5 100,000円～ 三原村の伝統的特産品
原料となる石は、三原村の下切源谷で採取されています。中国名硯の端
渓硯と非常に似た良質の硯石で、墨の下り具合がほど良く、細かく麗しい
墨色と書道家から好評です。

土佐硯（楕円硯） 三原村
土佐硯（楕円／18cm×13cm×2.5cm）×1
個

－ － 三原村硯加工生産組合

F2 100,000円～

土佐和牛　満腹セット

土佐和牛満腹セット
焼肉・すき焼き・ステーキと土佐和牛を存分に楽しんでいただけるセットと
なっています。

高知市 (有)さえんばニュー山重

F4 100,000円～

四万十うなぎ三昧

徹底管理で優しく育てたうなぎです
四万十川の河口でとれたシラスウナギを水質、水温、餌に至るまで、徹底
的にこだわって育てた「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 四万十うなぎ販売（株)
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和紙扇子1本(桐箱入) － －

こうぞ和紙の巻紙びんせん+封筒 2セット － －

グリーティングカード10枚 － －

ギフトカード10枚、和紙シール6点 － －

F7 100,000円～ 非常時に備える、防災セット
非常時に持ち出せる必需品として合計17点を黒潮町ISAで作ったｵﾘｼﾞﾅﾙ
ﾘｭｯｸに詰めました。

くろしお防災リュック　まかいて
18点セット

高知市

啓発冊子「南海トラフ地震に備えちょき」よ
り抜粋1冊/避難所運営手伝いリーフレット
1冊/ネジ式カラビナ×1/塩ぜよ×1袋/不
織布マスク×1枚/10年保存ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
×1巻/尿とりパッド×1/5年保存水500ml
×1本/ヒートライム×1/不織布タオル7枚
入×1/保存用ミレー×1/黒潮オイルのカ
ツオとキノコ缶詰×1/ハンドチャージャー
ライト×1/3リットルポリバケツ×1/凝固剤
セット×1/ID付きホイッスル×1/アルミ
シート×1/軍手・タオル・Tシャツの3点
セット×1

－ －
インタレスト・
プロダクション

山北みかん 香南市 5㎏ － －

文旦 土佐市 10㎏ － －

せとか 香南市 2.5㎏ － －

フルーツトマト 高知市 1.5㎏ － －

季節の野菜詰合せ 土佐町 9～13種類 － －

土佐小夏 土佐市 5㎏ － －

F6 100,000円～

和紙の暮らしセット

日々の暮らしに和紙のぬくもりを
伝統の土佐手すき和紙の技法を活かした和紙を生産する、土佐市のメー
カー「モリサ」。扇子、手紙セット、ギフトカードなど、土佐和紙のオリジナ
ル商品をセットにしました。

和紙の暮らしセット 土佐市 (株)モリサ

F8 100,000円～

定期便

全4回、高知の野菜・果物お届けします

・南国高知の太陽の恵みをいっぱい浴びて育った美味しい「山北みか
ん」。
・高知が誇る自慢の柑橘「土佐文旦」を10㎏お届けします。
・高級柑橘の「せとか」と、ぎゅっと甘いフルーツトマトを一緒にお届けしま
す。
・高知県産の春野菜と、爽やかな香りと甘さが人気の「土佐小夏」をお届
けします。

(株)四国健商
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