3年もの
スーパー定期〈複利型〉

お取り寄せ
カ タ ロ グ

1
冷凍

高知のシャーベット
5種類15個セット （有）高知アイス

●アイスクリン115ml×4個 ●ゆずシャーベット115ml×3個
●ぽんかんシャーベット115ml×3個 ●文旦シャーベット115ml×3個
●村田マンゴーシャーベット130ml×2個

2
冷凍

冷凍

山本養鰻場（北浜敏商店）

常温

土佐市

土佐小夏 約2.3㎏ 化粧箱入 （株）中村青果

日向夏やニューサマーオレンジと同じ柑橘ですが、高知では
「小夏（こなつ）」
と
言います。初夏に欠かせない爽やかなフルーツです。
よく冷やし甘みのある白
皮を残した状態で、食べやすいサイズにカットしてお召し上がりください。
●土佐小夏約2.3kg（S-Mサイズ／17-20個程度）

※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。

仁淀川上流域の越知町で、餌や水にこだわって育てた土佐和牛。
すき焼き
やしゃぶしゃぶ、焼肉など、
お召し上がりやすい厚みのスライスでお届けいた
します。

いの町

お届け期間：7月5日〜7月31日

完熟よさこいマンゴー 2個セット

村田農園

魚粉などこだわりの堆肥と地元いの町枝川の赤土で育てた完熟アップルマン
ゴー。完熟で収穫し冷蔵便でお届けしますので、着後すぐに食べ頃の状態で
お召し上がりいただけます。
※完熟で収穫し出荷いたしますので、着指定日
（時間指定のみ
お受けいたします）
はお受けできません。
※本品は環境に配慮した、
クラフト段ボール箱でお届けいたします。

7
常温

受付上限数：60セット

※本品は、出荷時のウナギ市場の状況により、内容量が変更になる場合や、出荷ができな
くなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

（株）松田

●完熟よさこいマンゴー×2個

仁淀川のきれいな水で育ったウナギ。北浜商店独特の少し甘めのタレを、炭火
でじっくりと染み込ませて焼き上げました。
●高知県産うなぎ蒲焼130g×2本（タレ付き）

4

6

創業80年の吉永鰹節店自慢のセット。脂の乗った時期の鰹のみを使用した藁
焼き鰹のたたき、
ご飯に混ぜるだけで簡単調理の「かつおめし」、
イタリアン風
味の
「オリーブオイル鰹」
のセットです。

高知県産
うなぎ蒲焼 2尾

越知町

仁淀川流域育成
土佐和牛スライス500g

8
常温

⑤

④

③

高知市
●

②

仁淀川

●セット内容：土佐和牛スライス500g

鰹のたたきセット （有）吉永鰹節店

土佐市

2019・春夏版

※部位はおまかせとなりますが、すき焼きやしゃぶしゃぶ、焼肉等、お召し上がりやすい厚
みのスライスでお届けいたします。

冷蔵

土佐市

●かつおのたたき×2節 ●かつおめし130g×1袋 ●オリーブオイル鰹×1本

3

5
冷凍

高知の素材をもれなくアイスに！
地元で有名な
「高知アイス」のアイスクリンと爽やかな柑橘のシャーベット、地
元で有名な村田農園の完熟マンゴーシャーベットをセットにしました。

⑥

「日本一水のきれいな川」
といわれる
仁淀川を指す言葉で、神秘的で美し
い青色のこと。流域の6市町村は力を
合わせ、
その魅力を発信しています。

「仁淀ブルー」セレクション

いの町

①

仁淀ブルーとは…

6,000円相当の名産品

高知県中西部を流れ、澄み切った独特の青さから 奇跡の清流・仁淀ブルー と呼ばれる仁淀
川。流域には、いの町、土佐市、
日高村、佐川町、越知町、仁淀川町の6市町村があります。

①いの町 ②土佐市
③日高村 ④佐川町
⑤越知町 ⑥仁淀川町

●高知県「仁淀ブルー」
セレクション

①〜⑧の中から、
お好きなものを１つお選びください。

500万円コース

仁淀川流域市町村

土佐市

浜吉ヤ 鰹づくしセット （有）浜吉ヤ

創業明治初期の浜吉ヤ。脂のよく乗った鰹にこだわり続け、独自の手法で作り
上げた鰹づくしセットをお届けします。
●かつおめしの素しょうゆ味180ｇ×1 ●かつおめしの素しょうが味180ｇ×1
●鰹コロコロ角煮200ｇ×1 ●新節削り50ｇ×1 ●ソフト羽鰹30ｇ×1
●うめ鰹30ｇ×1 ●のり鰹30ｇ×1 ●サラダかつお×2
●ソフトサラダかつおハーフ×1 ●かつおのちちこ85ｇ×1

土佐市

おしゃれな土佐和紙
ステーショナリーセット （株）モリサ

伝統ある土佐手すき和紙の技を持つモリサから、現代のセンスとアイデアをプ
ラスした土佐和紙アイテムをセットで。
●角留め箱入りレターセット×1組
・土佐和紙のデザイン封筒（6枚）・ミニレターペーパー/便箋（18枚）
・ミルパピエ土佐和紙シール（6枚）・ペーパークリップ
●角留めの箱入りカードセット×1組
・土佐和紙のデザイン封筒（6枚）・厚紙を抜いたカード
（6枚）
・ミルパピエ土佐和紙シール（6枚）・ペーパークリップ
●ミルパピエメモブロック角留め箱入りセット×1組
・メモブロックS（2個）・メモブロックL（1個）
・えんぴつ
（1本）・ペーパークリップ

3年もの
スーパー定期〈複利型〉

お取り寄せ
カ タ ロ グ

①いの町 ②土佐市
③日高村 ④佐川町
⑤越知町 ⑥仁淀川町

①
⑥

2019・春夏版

仁淀ブルーとは…
「日本一水のきれいな川」
といわれる
仁淀川を指す言葉で、神秘的で美し
い青色のこと。流域の6市町村は力を
合わせ、
その魅力を発信しています。

3,000円相当の名産品

「仁淀ブルー」セレクション

高知県中西部を流れ、澄み切った独特の青さから 奇跡の清流・仁淀ブルー と呼ばれる仁淀
川。流域には、いの町、土佐市、
日高村、佐川町、越知町、仁淀川町の6市町村があります。

1
冷凍

土佐市

土佐の干物セット

中里食品

中里食品は、創業100余年の土佐の老舗。
厳選した旬の魚を代々伝わる秘伝のタレにじっくり漬け込み乾燥させた味醂
干しと、熟練の職人が丁寧に仕上げた塩干しのセットをお届けします。

5
常温

●さんま味醂×3袋 ●まぐろ味醂（ビンチョウ鮪)×3切
●天然ブリ味醂×2切 ●あじ片身塩干×1枚

2
常温

6

佐川町

岡林製茶
香りにこだわったお茶セット

岡林製茶

創業86年、夫婦が日本茶インストラクターです。樹齢85年の土佐在来種
実蒔き、野性的な香りの「峠の茶」
をはじめ香りにこだわったお茶をセット
にしました。
●かぶせ茶「彩雲」90g×1袋 ●煎茶「峠の茶」100g×1袋
●釜炒り茶「のどけからまし」40g×1袋

3
常温

佐川町

新高梨ドレッシング・
りんごポン酢セット 土本観光果樹園

常温

佐川町

さかわ手作り饅頭セット （株）野っぱら工房

ほのかに香るお茶の香り、佐川茶を使った焼き饅頭「佐川茶饅頭」
と、地元の
酒蔵「司牡丹」
の純米大吟醸の酒粕を使った焼き饅頭「蔵の香り」
のセットをお
届けします。
●佐川茶饅頭（5個入）
×2箱 ●蔵の香り
（5個入）
×1箱

※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。

ブラックベリージャムセット ヒロの果樹園

高知県版HACCPを取得した加工場で作られた、佐川町産「黒い宝石
ブラックベリー」
と
「ラズベリー」
のジャムのセットをお届けします。
●ブラックベリージャム 140g×2本
●ブラックベリー＆ラズベリージャム 140g×1本

土佐市

亀泉酒造（株）

清流「仁淀川」水系の湧水を使用して醸されており、香りが高く、サラリとした
喉越し、
スッキリとキレの良い味わいが特徴で、典型的な高知の淡麗辛口酒に
仕上がっています。
●上撰辛口「土佐の地酒」1.8L×1本

7
冷凍

いの町

高知アイス
人気のアイスセット （有）高知アイス

高知の素材をもれなくアイスに！地元で有名な
「高知アイス」の人気アイスを
セットにしました。高知の夏の風物詩「アイスクリン」
をはじめ、爽やかな柑橘の
シャーベットセットです。
●アイスクリン115ml×2個 ●ゆずシャーベット115ml×2個
●文旦シャーベット×115ml×2個 ●ぽんかんシャーベット115ml×1個

4度の農林水産大臣賞受賞を誇る土本観光果樹園自慢の新高（にいたか）梨
を使ったドレッシング、化学肥料を使わず安全安心をモットーに育てたリンゴの
ポン酢のセットをお届けします。

●新高梨ドレッシング（ごま）300ml×1本
●新高梨ドレッシング（バジル）300ml×1本 ●土佐りんごポン酢 300ml×1本

4

常温

佐川町

上撰辛口 土佐の地酒 1.8L

8
冷凍

土佐市

黒潮鰹
おらんくたたき 1本入

⑤

④

③

高知市
●

②

仁淀川

●高知県「仁淀ブルー」
セレクション

①〜⑧の中から、
お好きなものを１つお選びください。

300万円コース

仁淀川流域市町村

（有）吉永鰹節店

創業80年の吉永鰹節店自慢の逸品。脂の乗った時期の鰹のみを
使用した、土佐ならではの藁焼き鰹のたたき。焼きたての香ばしさを
そのままに、急速冷凍で閉じ込めました。
●鰹たたき×1節（300g以上） ●特製タレ×1本
●ゆずスティック×1本 ●おろし生姜×1個 ●おろしにんにく×1個

