よさこいおきゃく支店 開設

お取り寄せ
3年ものスーパー定期〈複利型〉

500

万円
コース

6,000円相当の名産品

1

①〜⑨の中から、
お好きなものを１つお選びください。

仁淀川流域育成土佐和牛スライス

高知県屈指の精肉店より、仁淀川上流域の越知町で、餌や水にこだわって育
てた土佐和牛を、すき焼き、焼き肉などでお召し上がりやすい厚みにスライスし
お届けします。部位はおまかせとなります。

越知町 ｜ 松田精肉店

藁焼き鰹たたきセット
2節（合計500g）
）●かつお丼（70g） 4袋

●タレ
（80ml） 1袋）●ニンニク・ショウガ各3袋

四万十うなぎ蒲焼セット

6

2尾（1尾120g）●山椒、
タレ付き

西島マスクメロン 2個セット

常温

日照時間の長い高知県南国市で手塩にかけて育てた、人気果樹園の看板商
品。優れた技術で栽培されたメロンは、豊かな甘みとみずみずしさが自慢の最
高級品です。
●マスクメロン
（1.3〜1.5kg） 2個

南国市 ｜ ㈱西島園芸団地

夫婦箸

オリジナル銘打ち
「ペティ型包丁」

常温

400年の歴史を持つ土佐打刃物。職人が丹精込めて打ち磨いた世界で一つだ
けの包丁に、銘打ち
（機械打ち）
をしてお届けします。
フォントは日本語、
ローマ
字各２種類からお選びいただけます。

須崎市 ｜ ㈱迫田刃物

7

高知県特産 本カラスミ

常温

色合い、弾力、脂のりの良い真子を厳選し、門外不出の製法で丁寧に仕上げた
本カラスミ。塩加減にこだわり天日干しにすることにより美しい飴色に熟成。豊か
な旨味を楽しめます。和食やパスタにどうぞ。
●本からすみ

1腹（約80g以上）

須崎市 ｜ 宮進商店

8

龍馬が食べ損ねた

土佐の軍鶏鍋セット 冷凍

江戸時代より高知県東部で盛んに行われた闘鶏用の純軍鶏（シャモ）。
シャモと
呼ばれる食用鶏は通常６〜７カ月の飼育で出荷されますが、純軍鶏は闘鶏の
場で戦える筋肉を付けるため、1年半以上育てた成鶏で、軍鶏本来の奥深い滋
味を味わえます。肉質はかなり硬めですが、肉質を柔らかくする方法や、土佐の
料理人直伝の味付けを記載した
「こだわりレシピ」
を添えてお届けします。
●本軍鶏
（モモ・ムネ）500g（カット品）●軍鶏ガラスープ
（350g）
●こだわりレシピ

四万十町 ｜ 四万十うなぎ㈱

4

堅牢さと優雅さを併せ持った独特の風合い。
「土佐古代塗」唯一の継承者であ
り、現代の名工である季久作。本漆100％、箸先まで独特のザラ地が施され、滑
りにくく、使い込むうちに愛着がわくお箸になるでしょう。

●ステンレス地金ペティ型包丁4寸
（刃渡り12cm）
白鋼＋
「オリジナル銘」機械打ち
※個別銘打ちのため、
出荷は1月〜2月になります。

冷凍

水質、温度、餌にこだわり稚魚から育てた高知県産。添加物、保存料不使用、
秘伝のタレで4回漬け焼きしております。
旨味、香り、食感、三位一体の贅沢な味
わいをお楽しみいただけます。
●四万十うなぎ蒲焼

常温

高知市 ｜ 美禄堂

黒潮町 ｜ 明神水産㈱

3

土佐古代塗「夫婦箸セット」
●伝統工芸

冷凍

「漁師が釣って、漁師が焼いた」
でおなじみの
「明神水産」
より、高知の食の横
綱「藁焼き鰹のたたき」
と
「鰹たたき丼」
をセットにしてお届けします。本場の味は
別格です。
●藁焼き鰹たたき

2020・秋冬版

冷凍

●仁淀川流域育成土佐和牛スライス
（500g）
※11月末までのお届けとさせていただきます。

2

カタログ

5

5

南国市 ｜ シャモの西富ファーム

9

数量限定！
！
12月31日着のみ

年末しぼり
「元旦を祝う酒」冷蔵

創業四百余年、高知県最長寿の蔵元から、新年を祝うための希少な純米生原
酒。
日本酒のイメージが変わる、
フレッシュでフルーティーな香りとリッチな旨さを
お楽しみください。
●720ml 2本
※しぼりたてを新鮮なまま、
クール便で12月31日にお届けします。

佐川町 ｜ 司牡丹酒造㈱

※瓶にかかっている干支グッズは
変更いたします。

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。

周年記念

よさこいおきゃく支店 開設

お取り寄せ
3年ものスーパー定期〈複利型〉

300

万円
コース

3,000円相当の名産品

1

カタログ

2020・秋冬版

5

①〜⑧の中から、
お好きなものを１つお選びください。

土佐の干物セット

6

冷凍

7

豚肩ロースを柚子やパイナップルの果樹酵素や海洋深層水塩などに浸漬、数
十時間氷温冷蔵後、
−18℃で冷凍し半熟成させました。驚くほど柔らかく旨味
たっぷり。
ステーキやトンカツでどうぞ。

常温

土佐市宇佐町にて明治初期創業の浜吉ヤより温故知新の鰹生節を厳選。人
気のサラダ鰹をはじめ新商品のSABADAY焼き鯖とかつおめしの素などを組
み合わせ。高知らしい食卓が楽しめる港町の惣菜セットです。
●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 ●サラダ鰹（180g） 1

土佐市 ｜ ㈲浜吉ヤ

奈半利町 ｜ なはり旨味ステーキ加工舎【㈱ユーチカ】

8

常温

花と果実の楽園より、年末年始のお部屋を華やかに彩る愛らしいお花をお届け
します。
〈A〉
〈B〉
どちらかをお選びください。

〈Ａ〉●ゴールドクレスト ●バラ ●カランコエ ●ヘデラ
〈Ｂ〉●ポインセチア ●シクラメン
※季節商品のため、
内容が変更になる場合があります。

栗焼酎ダバダ火振 1.8L〈希少〉

土佐の鰹節セット
●SABADAY鯖燻製
（50g） 2 ●味付け生節しょうゆ味（180g） 1

●旨味ステーキ500g
（3〜4枚）500g以上入っています。※発送温度：15℃

4

ピリッと辛い大人の
「ゆずポン酢」、
お湯割り、炭酸にも溶けやすいボトルタイプの
ゆず茶「つぶつぶゆず」、料理のアクセントに重宝する
「ゆずごしょう」、希少な実
生のゆずを使った
「ゆずしぼり」
をセットにしました。

北川村 ｜ 北川村ゆず王国㈱

冷凍

坂本龍馬グッズ

※写真はイメージです。

常温

幕末の英雄、坂本龍馬の名言をしたためたグッズセット。土産店でも人気の軽く
て使いやすい扇子。
タオルメッセージは、
「世に生を得るは事を成すにあり」。鉛
筆には、
「おれは落胆するよりも、次の策を考えるほうの人間だ」
など勇気が湧
いてくる名言が刻まれています。
●坂本龍馬名言集スポーツマフラータオル
（21cm

南国市 ｜ ㈱西島園芸団地

常温

●ゆずごしょう
（40g） 1 ●実生ゆずしぼり
（150ml） 1

土佐市 ｜ 中里食品

季節の花かごセットまたは、鉢植えセット

ゆず王国 人気セレクション
●ゆずポン酢
（500ml） 1 ●つぶつぶゆず
（480g） 1

3袋 ●まぐろ味醂（ビンチョウ鮪) 3切 ●あじ片身塩干 1枚
●ふぐみりん干 2枚
※天候や漁の都合で、
内容が変更になる場合があります。

3

「元気な木からおいしいトマトを」
がコンセプト。
ファームは海の近くにあり、塩分を
含む土壌です。
そこを改良してトマトに最適な土づくりにこだわりました。甘みと
酸味のバランスにすぐれた味わいです。

高知市 ｜ ㈱くぼファーム

港町土佐市宇佐町、創業100年の老舗からお届けする旬の厳選ギフト。代々伝
わる秘伝タレに漬け込み乾燥させた味醂干しと丁寧に仕上げた塩干しなど、
シ
ンプルながら贅沢な味わいです。

旨味豚ステーキ

常温

●フルーツトマト約1kg
（16〜18玉）
※着指定日は2021年1月15日以降となります。

●さんま味醂

2

フルーツトマト 約1kg

●扇子 ●坂本龍馬鉛筆5本入り

110cm）

高知市 ｜ ㈱四国健商

常温

焼酎ファンなら垂涎！幻の逸品「ダバダ火振」。四万十川流域は高知県内一の
栗の産地。
ダバダ火振は、栗をたっぷり50％使用。柔らかな栗の香りとまろやか
な甘みが口の中で広がる贅沢な仕上がりの焼酎です。
●栗焼酎ダバダ火振1.8L

1本

四万十町 ｜ ㈱無手無冠

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。

5

周年記念

