
平成２７年５月２２日   

株式会社 高 知 銀 行 

高知市堺町２番２４号 

 

各 位 

「よさこいおきゃく支店」の開設ならびに専用定期預金のご案内 

 

高知銀行（頭取 森下勝彦）は、平成２７年５月２５日（月）に店舗・窓口を持たないインタ

ーネット上の店舗「よさこいおきゃく支店」を開設するのでお知らせいたします。 

「よさこいおきゃく支店」では、インターネットを通じて普通預金や定期預金のほか、振込等

のお取引を、ご来店いただくことなく２４時間便利にご利用いただけます。 

当店では、専用の定期預金商品を発売するほか、「くじら支店長」をはじめとする様々なキャラ

クターたちが、高知県の食や文化など高知の魅力を全国に発信するコーナーも設けています。 

ぜひ、ご来店ください。 

                    記 

１．よさこいおきゃく支店の概要 

開設日 平成２７年５月２５日（月） 

店舗の名称 よさこいおきゃく支店 

住所 高知市本町三丁目３番４７号 

電話番号 ０１２０－０９８－９５０  <受付時間> 平日９：００～１７：００ 

取扱業務 普通預金、定期預金、振込、振替、残高照会など 

ご利用時間 ２４時間・３６５日（メンテナンスの時間帯を除きます。） 

特徴 

・「よさこいおきゃく支店」は、実際の店舗を持たないインターネット支店です。

当行ホームページ上に「よさこいおきゃく支店」専用窓口を設け、お客さま

からのお問合せには、電話でお応えいたします。 

・「よさこいおきゃく支店」のホームページでデータをご入力いただき、確認書

類等をご郵送いただければ、来店せずに口座を開設いただけます。 

・通帳や証書は発行せず、個人インターネットバンキングサービスとＡＴＭを

利用してお取引いただけます。 

・現金の入出金につきましては、キャッシュカードを使用して、当行のＡＴＭ

のほか、提携金融機関やコンビニＡＴＭでお取引いただけます。 

 

こうぎん 

 

よさこいおきゃく支店 

ホームページ（イメージ） 



 

２．よさこいおきゃく支店専用の定期預金商品 

よさこいおきゃく定期 

預入期間 １年（自動継続） 

金利（税引前） 年０．４０％ 

預入金額 お一人さま１０万円以上１００万円まで 

 

おきゃく定期 

預入期間 １年・３年・５年の３種類（自動継続） 

金利（税引前） 

預入期間 ３００万円未満 ３００万円以上 

１年 年０．３０％ 年０．３２％ 

３年 年０．３２％ 年０．３４％ 

５年 年０．３５％ 年０．３７％ 

預入金額 １口１０万円以上１，０００万円まで、何口でもＯＫ 

 

土佐からの便り定期 

預入期間 ３年（自動継続） 

金利（税引前） ３年ものスーパー定期預金の店頭表示利率 

預入金額 
１口１，０００万円または５００万円の２コース 

何口でもＯＫ 

プレゼント 預入期間中、半年毎に土佐の名産品をプレゼント 

募集期間 

平成２７年 ５月２５日～平成２７年 ７月３１日 

平成２７年１０月 １日～平成２７年１２月３１日 

平成２８年 ４月 １日～平成２８年 ６月３０日 

平成２８年１０月 １日～平成２８年１２月３１日 

募集総額 上記の１募集期間あたり１００口 

※ 各募集期間中に募集総額に達した場合は、取扱いを中止いたします。 

 

 

  上記定期預金商品の詳細につきましては、商品説明書をご覧ください。 

 

 

 「よさこいおきゃく支店」のキャラクター  

 

 

 

  



３．その他 

◇店舗の名称は、高知県のビッグイベントである「よさこい祭り」と、豪快で開放的な県

民性を象徴する「おきゃく文化」をモチーフとして、親しみやすく、また、高知県をよ

り元気にしていきたいとの思いを込め、「よさこいおきゃく支店」といたしました。 

 

◇「千客万来ブログ」や「アンケート投票企画」など、高知ならではの話題やトピックス

をとりあげ、全国に向けて情報を発信いたします。 

 

◇スマホから簡単にアクセスできる「アプリ」をご用意いたしました。「よさこいおきゃく

支店」から、お得なお知らせなどをお届けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 
高知銀行 営業企画部 

担当：松下 ℡ 088-871-1345 

よさこいおきゃく支店に関するご質問などは下記にて承ります。 

<電話番号> ０１２０－０９８－９５０ 

<受付時間> 平日９：００～１７：００ 



よさこいおきゃく定期 

＜商品説明書＞ 
（平成 27年 5月 25日現在） 

YB062 (15.05 制) A4                   高知銀行                     K-NET（15.05） 

１．商品名 

（愛称） 

○スーパー定期＜単利型＞  （よさこいおきゃく支店専用） 

 （愛称）よさこいおきゃく定期 

２．販売対象 ○よさこいおきゃく支店に口座をお持ちの個人のお客さま 

３．預入期間 ○１年 

 ・自動継続（元金継続または元利金継続）でのお取扱いとなります。  

４．預入方法 

（１）預入方法 

 

（２）預入金額 

 

（３）預入単位 

 

○一括預入 

・インターネットバンキングご利用口座からのお預け入れに限ります。 

○１口あたり１００千円以上１，０００千円まで 

 ・お一人さま１，０００千円を限度とさせていただきます。 

○１円単位 

５．払戻方法 ○お客さまご自身で、インターネットバンキングを利用して払戻手続を行

っていただきます。 

○お手続後、よさこいおきゃく支店普通預金または「こうぎん個人インタ

ーネットバンキング」の代表口座に入金します。 

６．利息 

（１）適用金利 

 

 

 

 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

○預入時の約定利率を満期日まで適用します。 

・店頭表示利率は、よさこいおきゃく支店のホームページに表示してい

ます。 

 ・初回満期日以降は、1 年もの「おきゃく定期」として自動継続し、継

続日における「おきゃく定期」の利率を適用します。 

○満期日以後に一括して支払います。 

○付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割り計算 

７．税金 ○利息は、２０．３１５％の源泉分離課税の対象となります。 

８．中途解約時 

 

○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第３位以下切

捨て）により計算した利息とともに払い戻します。  

・約定利率に預入日から解約日までの預入期間に応じた下記の掛け目を

掛けて算出した利率。なお、この利率が解約日現在の普通預金利率を

下回った場合は解約日における普通預金利率を適用します。 

 

◆６カ月未満         解約日における普通預金の利率 

◆６カ月以上１年未満      約定利率×５０％ 

９．当行が契約 

している指 

定紛争解決 

機関 

○一般社団法人全国銀行協会 

  連絡先  全国銀行協会相談室 

  電話番号 ０５７０－０１７１０９ 

       または ０３－５２５２－３７７２ 

10．その他参考 

  となる事項 

○通帳・証書は発行いたしません。 

○お取引内容は、よさこいおきゃく支店インターネットバンキングサービ

スにてご確認ください。 

○マル優のお取扱いはできません。 

○高知銀行本支店窓口、ＡＴＭでのお取引はできません。 

○預金保険の対象商品です。 

○満期日以後の利息は処理日における普通預金利率により計算します。 

○商品内容等のご照会は、よさこいおきゃく支店（0120-098-950）までお

問い合せください。 

 



おきゃく定期 

＜商品説明書＞ 
（平成 27年 5月 25日現在） 

YB061 (15.05 制) A4                   高知銀行                     K-NET（15.05） 

１．商品名 

（愛称） 

○スーパー定期＜単利型＞＜複利型＞（よさこいおきゃく支店専用） 

（愛称）おきゃく定期 

２．販売対象 ○よさこいおきゃく支店に口座をお持ちの個人のお客さま 

３．預入期間 ○１年＜単利型＞ 

○３年、５年＜複利型＞ 

 ・自動継続（元金継続または元利金継続）でのお取扱いとなります。  

４．預入方法 

（１）預入方法 

 

（２）預入金額 

 

 

（３）預入単位 

 

○一括預入 

・インターネットバンキングご利用口座からのお預け入れに限ります。 

○１口あたり１００千円以上 

・インターネットバンキングの１回の操作でのお預け入れ可能額は、 

１０，０００千円までとなります。 

○１円単位 

５．払戻方法 ○お客さまご自身で、インターネットバンキングを利用して払戻手続を行

っていただきます。 

○お手続後、よさこいおきゃく支店普通預金または「こうぎん個人インタ

ーネットバンキング」の代表口座に入金します。 

６．利息 

（１）適用金利 

 

 

 

 

 

 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

○預入時の約定利率を満期日まで適用します。 

○３，０００千円未満、３，０００千円以上の２段階の金額階層別金利設

定を行います。 

・店頭表示利率は、よさこいおきゃく支店のホームページに表示してい

ます。 

 ・初回満期日以降は「おきゃく定期」として自動継続し、継続日におけ

る「おきゃく定期」の利率を適用します。 

○満期日以後に一括して支払います。 

＜単利型＞ 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割り計算とします。 

＜複利型＞ 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割り計算で、６カ月毎の

複利計算とします。 

７．税金 ○利息は、２０．３１５％の源泉分離課税の対象となります。 

８．中途解約時 

 

○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第３位以下切

捨て）により計算した利息とともに払い戻します。  

・約定利率に預入日から解約日までの預入期間に応じた下記の掛け目を

掛けて算出した利率。なお、この利率が解約日現在の普通預金利率を

下回った場合は解約日における普通預金利率を適用します。 

＜単利型＞ 

◇預入日の１年後の応当日を満期日とした預金の場合 

◆６カ月未満         解約日における普通預金の利率 

◆６カ月以上１年未満      約定利率×５０％ 

＜複利型＞ 

◇預入日の３年後の応当日を満期日とした預金の場合 

◆６カ月未満         解約日における普通預金の利率 

◆６カ月以上１年未満      約定利率×４０％ 

◆１年以上１年６カ月未満   約定利率×５０％ 

◆１年６カ月以上２年未満   約定利率×６０％ 

◆２年以上２年６カ月未満   約定利率×７０％ 



おきゃく定期 

＜商品説明書＞ 
（平成 27年 5月 25日現在） 

YB061 (15.05 制) A4                   高知銀行                     K-NET（15.05） 

◆２年６カ月以上３年未満   約定利率×９０％ 

◇預入日の５年後の応当日を満期日とした預金の場合 

◆６カ月未満         解約日における普通預金の利率 

◆６カ月以上１年未満      約定利率×３０％ 

◆１年以上１年６カ月未満   約定利率×４０％ 

◆１年６カ月以上２年未満   約定利率×５０％ 

◆２年以上２年６カ月未満    約定利率×６０％ 

◆２年６カ月以上３年未満   約定利率×７０％ 

◆３年以上４年未満      約定利率×８０％ 

◆４年以上５年未満      約定利率×９０％ 

 

９．当行が契約 

している指 

定紛争解決 

機関 

○一般社団法人全国銀行協会 

  連絡先  全国銀行協会相談室 

  電話番号 ０５７０－０１７１０９ 

       または ０３－５２５２－３７７２ 

10．その他参考 

  となる事項 

○通帳・証書は発行いたしません。 

○お取引内容は、よさこいおきゃく支店インターネットバンキングサービ

スにてご確認ください。 

○マル優のお取扱いはできません。 

○高知銀行本支店窓口、ＡＴＭでのお取引はできません。 

○預金保険の対象商品です。 

○満期日以後の利息は処理日における普通預金利率により計算します。 

○商品内容等のご照会は、よさこいおきゃく支店（0120-098-950）までお

問い合せください。 

 



土佐からの便り定期 

＜商品説明書＞ 

（平成 27年 5月 25日現在） 

YB063 (15.05 制) A4                   高知銀行                     K-NET（15.05） 

預金商品概要 

１．商品名 

（愛称） 

○スーパー定期＜複利型＞    （よさこいおきゃく支店専用） 

（愛称）土佐からの便り定期 

２．販売対象 ○よさこいおきゃく支店に口座をお持ちの個人のお客さま 

３．募集期間 ○募集期間は、よさこいおきゃく支店のホームページに表示しています。 

・募集期間 平成２７年 ５月２５日～平成２７年 ７月３１日 

・募集期間 平成２７年１０月 １日～平成２７年１２月３１日 

・募集期間 平成２８年 ４月 １日～平成２８年 ６月３０日 

・募集期間 平成２８年１０月 １日～平成２８年１２月３１日 

４．募集口数 ○一募集期間あたりの募集口数１００口 

・一募集期間あたりの募集口数は、預入金額一口「１，０００万円」コースと

「５００万円」コースを合算して１００口とします。 

・一募集期間あたりの募集口数に達し次第、当該募集期間の取扱を終了いたし

ます。 

５．預入期間 ○３年＜複利型＞  

 ・自動継続（元金継続または元利金継続）でのお取扱いとなります。  

６．預入方法 

（１）預入方法 

 

（２）預入金額 

 

 

 

○一括預入 

・インターネットバンキングご利用口座からのお預け入れに限ります。 

○一口「１，０００万円」と「５００万円」の２コースからお選びいただけます。 

 ・１人あたりの申込口数には制限はありません。 

 

７．払戻方法 ○お客さまご自身で、インターネットバンキングを利用して払戻手続を行ってい

ただきます。 

○お手続後、よさこいおきゃく支店普通預金または「こうぎん個人インターネッ

トバンキング」の代表口座に入金します。 

８．利息 

（１）適用金利 

 

 

 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

○３年もののスーパー定期の店頭表示利率を満期日まで適用します。 

・店頭表示利率は、よさこいおきゃく支店のホームページに表示しています。 

・初回満期日以降は、スーパー定期として自動継続し、継続日におけるスーパ

ー定期の利率を適用します。 

○満期日以後に一括して支払います。 

○付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割り計算で６カ月毎の複利計

算とします。 

９．税金 ○利息は、２０．３１５％の源泉分離課税の対象となります。 

10．中途解約時 

 

○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第３位以下切捨て）

により計算した利息とともに払い戻します。 

・約定利率に預入日から解約日までの預入期間に応じた下記の掛け目を掛けて

算出した利率。なお、この利率が解約日現在の普通預金利率を下回った場合

は解約日における普通預金利率を適用します。 

◇預入日の３年後の応当日を満期日とした預金の場合 

◆６カ月未満         解約日における普通預金の利率 

◆６カ月以上１年未満      約定利率×４０％ 

◆１年以上１年６カ月未満   約定利率×５０％ 

◆１年６カ月以上２年未満   約定利率×６０％ 

◆２年以上２年６カ月未満   約定利率×７０％ 

◆２年６カ月以上３年未満   約定利率×９０％ 

11．当行が契約して

いる指定紛争

解決機関 

○一般社団法人全国銀行協会 

連絡先  全国銀行協会相談室 

電話番号 ０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 



土佐からの便り定期 

＜商品説明書＞ 

（平成 27年 5月 25日現在） 

YB063 (15.05 制) A4                   高知銀行                     K-NET（15.05） 

12．その他参考とな

る事項 

○通帳・証書は発行いたしません。 

○お取引内容は、よさこいおきゃく支店インターネットバンキングサービスにて

ご確認ください。 

○マル優のお取扱いはできません。 

○高知銀行本支店窓口、ＡＴＭでのお取引はできません。 

○預金保険の対象商品です。 

○満期日以後の利息は処理日における普通預金利率により計算します。 

○商品内容等のご照会は、よさこいおきゃく支店（0120-098-950）までお問い

合せください。 

 

景品概要 

１．景品 ○預入金額一口１,０００万円コース 

・よさこいおきゃく支店が厳選する土佐の名産品「土佐からの便りカタログ」

を、預入期間中、年２回お届けします。 

・カタログの中から、お好きな名産品（６，０００円相当<送料込み>）をお選

びください。 

○預入金額一口５００万円コース 

・よさこいおきゃく支店が厳選する土佐の名産品「土佐からの便りカタログ」

を、預入期間中、年２回お届けします。 

・カタログの中から、お好きな名産品（３，０００円相当<送料込み>）をお選

びください。 

２．残高基準日 ○毎年９月３０日、３月３１日を基準日とします。 

・基準日時点の「土佐からの便り定期」預入者を対象に、基準日の翌月にカタ

ログを発送します。 

・基準日時点で「土佐からの便り定期」の満期日が到来している場合や中途解

約している場合は、カタログ発送の対象外となります。 

３．景品のお申込 ○カタログと景品お申込方法等のご案内を当店へお届けの住所に郵送しますの

で、同封するハガキにご記入のうえ、返送してください。 

・ご案内文書等をお届けの住所に発送したにもかかわらず、郵便不着等により

当行へ返戻されたときは、無効となる場合があります。 

・お申込ハガキのご返送がないときは、景品受領の権利を失効する場合があり

ます。 

４．その他 ○「土佐からの便り定期」の初回満期日以降はスーパー定期として自動継続しま

す。満期日以降の景品発送はありません。 

○カタログ内容は、諸事情により変更となる場合がございます。また、お届けす

る景品は、諸事情により他の品に代えさせていただく場合がございますので、

あらかじめご了承ください。 

○カタログ等の発送から景品の発送までは、当行が指定する業者に管理を委託し

ます。 

・委託業者：株式会社高知広告センター（高知市本町三丁目１番１号４階東） 

○景品の交換、換金、返品等については応じかねます。 

 



四万十町

高知市
●

黒潮町

黒潮町セレクション500万円コース 四万十町セレクション500万円コース

①～⑥の中から、お好きなものを１つお選びください。

高知県の西南部に位置し、カツオの一本釣りで知られる黒潮町。こだわりの
完全天日塩など海の幸を中心に、豪快な味わいがそろっています。

「日本最後の清流」と呼ばれる四万十川。その中流域にある四万十町には、
悠久の流れを感じる川の恵みを生かした味覚がいっぱいです。

黒潮町特産品詰め合わせ1

●トマトで煮込んだカツオとキノコ×1缶 〈黒潮町缶詰製作所〉
●サワラと筍のアヒージョ×1缶 〈黒潮町缶詰製作所〉
●柚子香る熟成ブリ大根×1缶 〈黒潮町缶詰製作所〉
●きびなごフィレ70g×1瓶 〈土佐佐賀産直出荷組合〉

一本釣りカツオと黒潮町特産キノコをたっぷり使った「カツオとキ
ノコのトマト煮」など、おつまみとしても最適な缶詰を中心に詰め
合わせました。

四万十の鮎一夜干しとふりかけセット4

●鮎一夜干し1尾×4パック 〈四万十生産〉
●四万十青のり入りふりかけ（3.5g×3袋）×1袋 〈四万十生産〉

四万十川の流域で昔から伝わる伝統の一夜干しと、すじ青のり
を使ったふりかけ。一夜干しはミネラル豊富な深層水塩を使用
し、鮎本来の旨みを。

しまんと地栗モンブラン＆
しまんと紅茶葉セット

5

●しまんと地栗モンブラン3個入り 〈四万十ドラマ〉
●しまんと紅茶葉30g×1袋 〈四万十ドラマ〉

天然の甘さに定評のある四万十産の栗をふんだん
に使ったモンブランと、自家発酵による手作り紅茶。
とっておきのティータイムをどうぞ。

土佐の塩丸＆塩つぼセット2

●土佐の塩丸200g×1袋 〈ソルティーブ〉
●塩つぼ（どんぐり・小鳥・くじら）いずれか1品 〈日常屋〉

海水を汲み上げ太陽と風の力で作り上げた、こだわりの完全天
日塩「土佐の塩丸」。これに一個一個手作りした保存用の陶器つ
ぼをセット。形もかわいく、塩をサラサラに保ちます。

きびなごフィレセット3

●きびなごフィレ70g×1瓶 〈土佐佐賀産直出荷組合〉
●きびなごペースト60g×1瓶 〈土佐佐賀産直出荷組合〉
●いごてつの天日塩160g×1袋 〈土佐佐賀産直出荷組合〉

初夏どれの子持ちきびなごだけを厳選。黒潮町の天日塩で熟成
させ、エキストラバージンオリーブオイルに漬けたフィレなど、大
人気の３品を。

四万十ノ純米大吟醸火入れと
ジンジャーシロップセット

6

●四万十ノ純米大吟醸火入れ300ml×1本 〈四万十ノ〉
●ジンジャーシロップ150ml×1本 〈四万十ノ〉

四万十川流域のおいしいものを作るプロジェクト・四万十ノの
セット。地元の酒蔵と共同開発した純米大吟醸と、無農薬で育て
た生姜のシロップを。

3,000円相当の名産品 3,000円相当の名産品

2015・秋冬版
●高知県黒潮町セレクション
●高知県四万十町セレクション

お取り寄せ
カ タ ロ グ

3年もの
スーパー定期〈複利型〉

※カタログ内容は、諸事情により変更となる場合がございます。また、
　お届けする景品は、諸事情により他の品に代えさせていただく場合
　がございますので、あらかじめご了承ください。



四万十町

高知市
●

黒潮町

一本釣り藁焼鰹たたき1

●藁焼鰹たたき×2節（合計約500g） 〈明神水産〉
●鰹の刺身×2節（合計約260g） 〈明神水産〉
●たれ80ml×1袋 〈明神水産〉
●おろしにんにく、おろししょうが、各3袋 〈明神水産〉

脂たっぷりの戻り鰹を一本釣りで釣り上げ、船上ですぐに
冷凍しているから新鮮。明神水産の藁焼き鰹たたきとトロ
鰹の刺身を、真空パックで２節ずつセット。

四万十100％川のり佃煮セット4

●焼鮎醤油味140g×3瓶 〈四万十生産〉
●黄金しょうが味140g×3瓶 〈四万十生産〉

四万十川の風味豊かな青さのりを100%使用した佃煮。四万十
ならではの「焼鮎醤油味」と「黄金しょうが味」の2種類で、ごはん
がどんどん進むおいしさです。

四万十うなぎ蒲焼セット5

●四万十うなぎ蒲焼110g×1尾 〈四万十うなぎ〉
●四万十うなぎ塩うなぎ150g×1尾 〈四万十うなぎ〉
●うなぎ味付肝煮80g×1個 〈四万十うなぎ〉

四万十川でとれたシラスウナギ（稚魚）を四万十町でじっくり育
て、丁寧に焼いて真空パック。定番の蒲焼き、にがりに漬け込ん
で焼いた塩うなぎ、肝煮のうなぎづくし。

しまんと地栗＆しまんと紅茶葉セット6

●しまんと地栗渋皮煮250g 〈四万十ドラマ〉
●しまんと地栗パウンドケーキ（練）1本 〈四万十ドラマ〉
●しまんと紅茶葉30g×1袋 〈四万十ドラマ〉

天然の甘さに定評のある四万十産の地栗は大粒。その渋皮煮
とパウンドケーキに、自家発酵による手作り紅茶をセット。優雅な
ティータイムを演出します。

きびなごフィレセット2

●きびなごフィレ70g×1瓶 〈土佐佐賀産直出荷組合〉
●きびなごペースト60g×1瓶 〈土佐佐賀産直出荷組合〉
●きびなご魚醤100ml×1本 〈土佐佐賀産直出荷組合〉
●いごてつの天日塩160g×1袋 〈土佐佐賀産直出荷組合〉

初夏どれの子持ちきびなごだけを厳選。黒潮町の天日塩で熟成
させ、エキストラバージンオリーブオイルに漬けたフィレなど、大
人気の４品を組み合わせ。

四万十ノ純米大吟醸火入れ＆
きびなごフィレセット

3

●四万十ノ純米大吟醸火入れ300ml×1本 〈四万十ノ〉
●ジンジャーシロップ150ml×1本 〈四万十ノ〉
●きびなごフィレ70g×1瓶 〈土佐佐賀産直出荷組合〉
●きびなごペースト60g×1瓶 〈土佐佐賀産直出荷組合〉
●いごてつの天日塩160g×1袋 〈土佐佐賀産直出荷組合〉

四万十川流域のおいしいものを作るプロジェクト・四万十ノの純
米大吟醸や、酒肴にぴったりのきびなごフィレ＆ペーストなどを、
贅沢に詰め合わせました。

黒潮町セレクション1,000万円コース 四万十町セレクション1,000万円コース

①～⑥の中から、お好きなものを１つお選びください。

高知県の西南部に位置し、カツオの一本釣りで知られる黒潮町。こだわりの
完全天日塩など海の幸を中心に、豪快な味わいがそろっています。

「日本最後の清流」と呼ばれる四万十川。その中流域にある四万十町には、
悠久の流れを感じる川の恵みを生かした味覚がいっぱいです。

6,000円相当の名産品 6,000円相当の名産品

2015・秋冬版
●高知県黒潮町セレクション
●高知県四万十町セレクション

お取り寄せ
カ タ ロ グ

3年もの
スーパー定期〈複利型〉

※カタログ内容は、諸事情により変更となる場合がございます。また、
　お届けする景品は、諸事情により他の品に代えさせていただく場合
　がございますので、あらかじめご了承ください。


