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2本 ●特製たたきのタレ約150ml 1

●薬味
（乾燥ワカメ、
ニンニク、
ネギ、
ショウガ、
ミョウガ）

〈召し上がり方〉
真空パックのまま流水で解凍し、
お好みの厚さ
（高知では1.5cm〜2cmにカットし
ます）
にカットして添付の薬味とたれをかけてお食べください。
※冷蔵庫または室温での解凍でも結構ですが、流水解凍の方が赤身の色が
良く出ます。

！ アレルゲン

（たれ）原材料の一部に小麦、大豆を含む

田野町 ｜ 西岡鮮魚店

万円
コース

①〜⑩の中から、
お好きなものを１つお選びください。

6,000円相当［消費税・送料込み］
の名産品

4

【高知県産】鰻かば焼き2尾セッ
ト

冷凍

南国市の老舗居酒屋が、
こだわりの高知県産鰻をふっくらと焼きあげたかば焼
きセットです。
「むなぎん」
オリジナルたれで一層ふくよかに、
香ばしく焼きあげまし
た。
●高知県産鰻かば焼き
（約130g） 2尾 ●
「むなぎん」
オリジナルたれ20g
●山椒

1

冷凍

高知と言えば「鰹のタタキ」
ですが、鰹の身質は時期によって様々です。本セット
は、脂がたっぷり乗って濃厚な味わいのトロ鰹を使用。
たっぷり約600ｇ
（2節で）
と、特製タレ・薬味のセットです。
お好みの厚さに切り、添
付の薬味と一緒にご賞味ください。
●トロカツオのタタキ約300g

高知銀行は「土佐からの便り定期」を通じて、
コロナ禍に負けず県内各地で頑張る地場産業を応援しています。

500

【脂がたっぷり
！】トロ鰹たたきセッ
ト

2袋

2本

南国市 ｜ 鰻料理むなぎん

先着100名さま限定

【土佐あかうし】すき焼き用500g

冷凍

5

土佐あかうし
（土佐褐毛牛）
は、
日本の肉用牛である和牛４品種（黒毛和種、褐
毛和種、
日本短角種、無角和種）
のうち、高知県内でしか改良されていない褐
毛和種・高知系の通称で、赤身の旨味が特徴です。本セットのあかうしは、
田野
町の特定生産者が肥育したお肉を、すき焼き用にスライスしてお届けします。
●土佐あかうしスライス500g
※すき焼きのタレは入っていません。
※部位はミスジを含むウデ肉またはトモバラ
（バラ肉の中でも後ろの方の部分）
になります。

【世界に誇る日本の名醸酒】

大吟醸原酒「天平」500ml×2本

！ アレルゲン

（たれ）原材料の一部に小麦、大豆を含む

常温

際だつ吟醸の香りと芳醇な味わい。原酒を貯蔵桶から直接詰めた手造りの大
吟醸原酒です。世界に誇る日本の名醸酒です。
●大吟醸原酒
「天平」500ml

2本
［アルコール度数］18度［日本酒度］+5［酸度］1.4［アミノ酸度］1.0［精米歩合］40％以下

安田町 ｜ 土佐鶴酒造㈱

田野町 ｜ うまと屋焼肉店

2

【久礼大正町市場】ひと汐さかな干物セッ
ト

中土佐町は漁師町。鰹のたたきで有名ですが、実は
「ひと汐さかな」
も有名で
す。鮮度のいい魚を独特の配合の塩水に漬け、冷風乾燥することで、魚本来の
旨味を凝縮しています。
漁師もうなる旨い干物をぜひお召し上がりください。
●鯛

2枚

●鯵

2枚

●カマス

2枚

●鯖

3枚

●鯖みりん干し

アレルゲンは特定原材料〈えび、
かに、小麦、
そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）〉
のみ表示しています。

無添加アイスバーとアイスもなかセット

室戸岬のほど近くにある田野町で創業以来83年、
アイスクリームを作り続けて
いる松崎冷菓より、産地限定素材を100％使用した無添加アイスバーと、
しょうゆ
や塩、
お茶や卵などの日々の暮らしのなかにある日本ならではの風味を生かし
た和のアイスもなかセットをお届けします。
●ジャージー乳アイスバー80ml

3枚

中土佐町 ｜ ㈲田中鮮魚店

！

6

冷凍

冷凍

【創業83年】

3本 ●宇治抹茶アイスバー80ml 3本
2本 ●土佐ゆずアイスバー80ml 2本
●十勝あずきアイスバー80ml 2本 ●うみのしおアイスもなか100ml 1個
●土佐ジローアイスもなか100ml 1個 ●深煎りきなこアイスもなか100ml 1個
●ちゃのはアイスもなか100ml 1個 ●しょうゆアイスもなか100ml 1個
●加賀棒茶アイスバー80ml

※天候や収穫・漁獲量により一部変更
になる場合がございます。あらかじ
めご了承ください。

田野町 ｜ ㈲松崎冷菓工業

！ アレルゲン

原材料の一部に小麦、卵、大豆、乳を含む

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。

7

【美丈夫】お酒とリキュールセッ
ト

冷蔵

「美丈夫」
は土佐酒＝淡麗辛口といった概念にとらわれない熱い支持者を増や
す人気急上昇の蔵！
米のふくらみや柔らかさを感じながらも、最後のキレ味はシャープ。
これぞ美丈
夫といえる純米吟醸酒と、高知自慢の柑橘（ゆず・ぽんかん）
を使ったリキュー
ルのセットです。
1本［アルコール度数］7度
●美丈夫ぽんかん720ml 1本 ［アルコール度数］
7度
●純米吟醸 美丈夫 純麗たまラベル720ml 1本
［日本酒度］
＋4［精米歩合］55％［アルコール度数］15度

スーパー定期〈複利型〉
（よさこいおきゃく支店専用）

●美丈夫ゆず720ml

※商品ラベルは変更になる場合があります。

田野町 ｜ ㈲濵川商店

8

【黒毛和牛】焼肉セッ
ト
（A4ランク以上）

冷凍

老舗精肉店「マイエミート安芸店」
がお届けする
「黒毛和牛焼肉セット」
です。
三角と呼ばれるヘッドバラ
（上カルビとして提供される部位）
を食べやすいサイズ
にカット。上質のサシ
（脂）
が入ったまさに最高級の牛肉
（A4ランク以上）
です。
また、
オリジナルたれ「普通味」
は、30年かわらない味で継続販売。
サラッとした
食感ながらしっかりとした味付けで好評。
「甘口」
「中辛」
から選べます。
●黒毛和牛ヘッドバラ
（三角） 500g

●オリジナル焼肉のたれ
「普通味」200g

安芸市 ｜ ㈲マイエミート 安芸店

【親子でつくる】

9 しらす干しと土佐の干物セット

（たれ）原材料の一部に小麦、大豆を含む

5袋 ●じゃこカチリ100g入 5袋 ●青アジ干物2枚 2袋
2袋 ●沖うるめ4本 2袋
※本セットは、各商品をビニール袋に入れてお届けします。
真空パックではありませんので、
あらかじめご了承ください。

期

間

●3年
〈複利型〉

■預

入

方

法

●一括預入

■預

入

金

額

●一口
「500万円」
と
「300万円」
の2コースからお選びいただけます。

■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。

■適

用

金

利

●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。

■利

払

頻

度

●満期日以後に一括して支払います。

■計

算

方

法

●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。

■税

金

●利息は、
20.315％の源泉分離課税の対象となります。

■中

途 解 約 時

■景

●カマスの開き2枚

※天候や収穫・漁獲量により一部変更
になる場合がございます。あらかじ
めご了承ください。

安芸市 ｜ 田渕水産

常温

贈答用ポンカンとポンカンピールセット

海と山、豊かな自然に囲まれた高知県最東端の町「東洋町」。太平洋から昇る
朝日を浴びて健康に育ったポンカンと、栽培期間中農薬を使用せず育てたポンカ
ンの皮で作ったおいしいポンカンピールをセットにしてお届けします。

・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。
・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人あたりの申込口数には制限はありません。

●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

・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
約定利率 40％
・6カ月以上1年未満
約定利率 50％
・1年以上1年6カ月未満
約定利率 60％
・1年6カ月以上2年未満
約定利率 70％
・2年以上2年6カ月未満
約定利率 90％
・2年6カ月以上3年未満

■残

高

基

準

品

●預入金額一口500万円コース

日

●毎年9月30日、
3月31日を基準日とします。

・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
〈消費税・送料込み〉）
をお選びください。
・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。

■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

■そ

●
「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

の

他

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。
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

●ご贈答用ポンカン2Lサイズ5kg化粧箱
（約30個入） 2箱
●ポンカンピール25g

入

景品について

●しらす干し100g入

10

■預

冷凍

天日干しの製法を守り、親子で作る田渕水産のしらすと干物。
天日干しの製法にこだわり続ける田渕水産の干物は、焼くと魚の身が肉厚で
ジューシー。一度食べるとやみつきになる美味しさです。
本セットは、
田渕水産自慢のしらすと固めに仕上げたじゃこカチリ、天日干しの薄
塩干物のセットです。
しらすとカチリは100gずつ袋に小分けしておりますので、
保存も簡単です。

【東洋町産】

●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

代表口座に入金します。

！ アレルゲン

1本（甘口、
中辛から選べます）

■ ご利用いただける方

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。

2袋

●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）

東洋町 ｜ フクチャンFARM

●景品の交換、
換金、返品等については応じかねます。

写真は5kg箱です。
お届けは2箱となります。

！

アレルゲンは特定原材料〈えび、
かに、小麦、
そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）〉
のみ表示しています。

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。
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高知銀行は「土佐からの便り定期」を通じて、
コロナ禍に負けず県内各地で頑張る地場産業を応援しています。

300

万円
コース

①〜⑧の中から、
お好きなものを１つお選びください。

【蔵多堂】四万十豚
「豚しゃぶ」
セット

土佐深海は、
「土佐しらぎく」
で有名な仙頭酒造場の吟醸酒。
その名の通り仕込
水に室戸海洋深層水を使って醸された地酒です。香りが高く、
とてもすっきりし
た味わい。
スッと入ってきてしつこくない、淡麗辛口の土佐らしい吟醸酒で、居酒
屋からの人気も絶大です。
またブルーのおしゃれな瓶で贈答用にも最適です。

芸西村 ｜ ㈲仙頭酒造場

4

冷凍

高知県で多店舗展開する㈲蔵多堂の喰多朗「南国店」がお届けする、同店オ
リジナルたれ付き
「しゃぶしゃぶセット」
です。
高知県のブランド豚「四万十豚」
を使用。柔らかな肉質で脂身も溶けやすく肉の
旨味を引き出します。甘味が強く、
くさみが少ないため、
しゃぶしゃぶに最適なお
肉です。
250g ●同 ウデスライス 300g
●オリジナルゴマダレ90cc 1本 ●オリジナルポン酢90cc 1本

【北川村から】ゆずぽん酢３本セッ
ト

3本

北川村 ｜ 北川村ゆず王国㈱

アレルゲンは特定原材料〈えび、
かに、小麦、
そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）〉
のみ表示しています。

［ 土佐のドライフルーツ ］
果実はじける
「ぱりぱり」
フルーツ。太陽と自然の恵みいっぱいの高知産小夏、
山
北みかん、次郎柿の果実を無添加でギュッと凝縮したドライフルーツです。
［ 土佐のスパイス ］
昔ながらの懐かしい味を再現した生姜糖、香りとすっきりとした辛みの特徴を余
すことなく顆粒にした土佐にんにくパウダーとニンニクつぶです。生姜糖はその
ままおやつに、
ニンニクつぶとパウダーは料理にお使いください。
2袋 ●ドライ次郎柿20g 1袋
1袋 ●土佐にんにくつぶ17g 1袋
●土佐にんにくつぶパウダー17g 1袋

！ アレルゲン

原材料の一部に小麦、大豆を含む

2袋

●ドライ山北みかん20g

南国市 ｜（同）南国FOOD PLUS

5

北川村ゆず王国の定番人気商品「ゆずぽん酢」
を３本セットにしました。
青ゆずの果皮の香りと青唐辛子の爽やかな辛味をプラスし、大人味のぽん酢
に仕上げました。
2011年にモンドセレクション金賞を受賞しています。
お鍋はもちろん、揚げ物、焼
き物、炒め物などにおススメです。
●ぽん酢500ml(青ゆずごしょう味)

土佐のドライフルーツ・スパイス詰め合わせ

●そのまんま生姜糖20g

（たれ）原材料の一部に小麦、大豆を含む

常温

常温

【太陽の恵み】

●ドライ小夏20g

！ アレルゲン

南国市 ｜ 居酒屋喰多朗 南国店 ㈲蔵多堂

！

冷蔵

1本（化粧箱入り）
［日本酒度］
＋6 ［精米歩合］50％［アルコール度数］15〜16度

●四万十ポーク 豚ローススライス

2

【深層水酒】
「土佐深海」吟醸720ml

●
「土佐深海」吟醸720ml

3,000円相当［消費税・送料込み］
の名産品

1

3

冷凍

【土佐久礼一本釣り】鰹ハランボ串10本セッ
ト
高知県中土佐町久礼は
「大正町市場」
で有名な、鰹を中心とした漁師町。生鰹
が揚がるからこそ食べられる、脂の乗った鰹のハラミ
（都市部では流通しないお
腹の部分／高知ではハランボと呼びます）
を串焼きにしました。鮮度が良く、上質
な脂身の旨味が魅力。余分な味付けをせず、塩だけで焼きあげています。
ご飯やお酒のお供にぴったりの焼き魚です。
●鰹のハランボ串焼き約40g

10本（個別真空パック）

中土佐町 ｜ 串焼きポン吉

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。

6

【有機JAS認証】曙茶ギフトセッ
ト

常温

スーパー定期〈複利型〉
（よさこいおきゃく支店専用）

最後の清流・四万十川の源流からすぐそばの畑で茶園を営んでいます。標高
600ｍに位置する自慢の茶園より上に人家はなく、
自然に恵まれ、茶園を流れる
水はそのまま飲めるほど、
きれいな水です。
このように恵まれた環境で、有機栽
培にこだわり丹精込めて育て、味わい豊かな土佐茶ができました。
本セットは、摘み取った後の葉を蒸さずに炒るため、香り良く渋みや苦みが少な
いのが特徴の
「釜炒茶」
と、煎茶と釜炒茶の中間的な製法を用い、生葉を蒸し、
揉み、最後に回転釜で一気に炒り上げる方法で作った、甘みのあるマイルドな
味わい
「玉緑茶」
のセットです。

■ ご利用いただける方

●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

■預

入

期

間

●3年
〈複利型〉

■預

入

方

法

●一括預入

■預

入

金

額

●一口
「500万円」
と
「300万円」
の2コースからお選びいただけます。

●釜炒茶100g

■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。

■適

用

金

利

●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。

■利

払

頻

度

●満期日以後に一括して支払います。

■計

算

方

法

●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。

■税

金

●利息は、
20.315％の源泉分離課税の対象となります。

■中

途 解 約 時

1個

●玉緑茶100g

1個

津野町 ｜ ㈱天空四万十
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【洋菓子倶楽部】フィナンシェ
（15個入）

常温

1箱

安芸市 ｜ ㈲洋菓子倶楽部

！ アレルゲン

原材料の一部に小麦、卵、乳、
アーモンドを含む

8

【安田町産】フルティカトマト1.5kg

常温

高知県東部安田町の有機培地で丹精込めて育てた中小玉トマトの
「フルティカ
トマト」250gをたっぷり6パックでお届けします。高知県はフルーツトマトが有名で
すが、
中玉、
小玉のフルーツトマトが主流。大玉トマトは水分を絞るのが難しく、
フ
ルーツトマト
（通常糖度8度以上を呼ぶ）
に仕上げることは大変難しいそうです。
本品は完熟で収穫しお送りいたしますので、到着後は冷蔵保存し、
できるだけ
早く召し上がりください。
●フルティカトマト250g

・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人あたりの申込口数には制限はありません。

●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。

「お菓子でお客様を感動させたい」
とお菓子作り、
お店作りに取り組んでいる安
芸市にある小さなケーキ屋さんよりお届けします。発酵バターを贅沢に使い風
味豊かに焼き上げた、洋菓子倶楽部売上No.1の焼き菓子です。
●フィナンシェ15個入り

・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パック
（合計1.5kg）

●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
約定利率 40％
・6カ月以上1年未満
約定利率 50％
・1年以上1年6カ月未満
約定利率 60％
・1年6カ月以上2年未満
約定利率 70％
・2年以上2年6カ月未満
約定利率 90％
・2年6カ月以上3年未満

景品について
■景

■残

高

基

準

品

●預入金額一口300万円コース

日

●毎年9月30日、
3月31日を基準日とします。

・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
〈消費税・送料込み〉）
をお選びください。
・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。

■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

■そ

●
「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

※本品は環境に配慮し、無地段ボールでお届けします。

安田町 ｜ 齋藤仁信さん

・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。

の

他

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。
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。

！

アレルゲンは特定原材料〈えび、
かに、小麦、
そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）〉
のみ表示しています。

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。

