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。

高知県産 よさこい和牛（黒牛）

「よさこい和牛」
とは創業80年の高知老舗精肉店が土佐和牛の中でもA4〜A5
のみにこだわって取り揃えたオリジナル商品です。
サシがしっかり入っており、肉
本来の濃厚な旨味と甘み、芳醇な香りが楽しめる逸品です。
この機会にぜひご
堪能ください。

土佐沖一本釣り 藁焼き鰹のタタキ

●藁焼き鰹のタタキ 約1kg
（3〜5節）●タレ
※量や数は、天候やその年の漁獲高によって変動があります。

黒潮町 ｜ ㈲土佐佐賀産直出荷組合

6

高知県香美市で若手ブルワーが、高知の風土や食材を大切に愛情たっぷりに
醸造したクラフトビールです。美味しいビールで、
おうち時間を楽しみませんか？
土佐文旦の果皮を使った土佐IPAなど個性際立つラインナップです。

昭和42年より高知県吉川町で養鰻業を始め、
うなぎの蒲焼き店「うなぎ屋きた
本」
も営む
「北本養鰻場」。
自社で養鰻した良質で活きのいいうなぎをプロの技
で捌き、炭火で丹念に焼き上げました。
2尾

●タレ

10ml 2袋

●山椒

2袋

安芸グループふぁーむのアイスセット

冷凍

食べてビックリ！アイスなのに香ばしさを感じる焼きナスアイスは、一口食べると
不思議な感覚が広がります。
リピーターも多いこの人気商品を筆頭に、高知の
食材の美味しさを引き出したアイスクリームをセットでお届けします。
●アイス 100ml 10個
【焼きナス、焼きいも、卵（土佐ジロー）、
いちご、
ゆずシャーベット 各2個】

安芸市 ｜ ㈲安芸グループふぁーむ

ハウス小夏

常温

柑橘栽培が盛んな香我美町山北で年間を通じて4種類の柑橘を育てる農園よ
り高知の初夏の味をお届けします。爽やかな香りとみずみずしさ、適度な甘みと
酸味のハーモニーをお楽しみください。
●5kg

Mサイズ
（一般的な大きさ）、特A、約36玉

香南市 ｜ ㈱土佐の高知のくだもの畑

7

mowmow-farm

アイスブリュレ＆ロールケーキセット

冷凍

スウィートポテトロールは
『にっぽんの宝物ＪＡＰＡＮ大会2019』
スイーツ部門グラ
ンプリを獲得。芋の食感とくちどけにこだわりました。
お芋好きなら一度は食べて
おきたい絶品スイーツ。
ブリュレは完全放牧・雪ヶ峰牧場のジャージー乳をたっ
ぷり使用。
ショコラロールは生チョコのような味わいが口いっぱいに広がります。
●ジャージー乳のアイスブリュレ
●雪ヶ峰ロールくちどけショコラ

4個
1本

●西山金時スウィートポテトロール

1本

南国市 ｜ ㈱スウィーツ

8

うなぎ屋きた本 うなぎ蒲焼きセッ
ト
（2人前）冷凍

香南市 ｜ うなぎ屋きた本 ㈲北本養鰻場

4

冷蔵

香美市 ｜（合）
高知カンパーニュブルワリー

冷凍

鰹の漁獲量日本トップクラスの黒潮町。土佐近海で獲れた鮮度抜群の鰹を厳
選し、一本ごとに丁寧に捌き仕上げています。香ばしくもっちり食感の鰹のタタキ
を、
こだわりのタレとセットにしてお届けします。

●うなぎ蒲焼き 110〜120g

TOSACO 9本

TOSACOビール
（330ml）●土佐IPA 3本 ●こめホワイトエール 2本
2本 ●和醸ケルシュ 2本

冷凍

高知市 ｜ ㈲山重食肉

3

2021・春夏版

土佐の地ビール

●ゆずペールエール

●よさこい和牛
（黒牛/すき焼き用）500g

2

カタログ

5

土佐の干物セット

冷凍

高知の台所、弘化台市場の老舗干物店より。店頭人気の干物を厳選しました。
一般的にアオメエソと呼ばれている目光は、酒のあてにピッタリ。
そのまま焼くの
はもちろん唐揚げやバター焼きもおすすめです。
●真あじ開

3枚

●目光り 250g

●かます開き 2枚 ●さば片身 2枚 ●さんまみりん 3枚
1袋 ●釜あげちりめん 100g 2袋 ●かちり 80g 1袋

高知市 ｜ ㈱海訪屋

9

【特別限定酒】

純米大吟醸原酒 ゴールド土佐鶴

常温

厳選した酒造好適米「山田錦」
を30％まで磨き上げ、丹念にゆっくりと低温発酵さ
せました。際立つ吟醸香に鋭いキレ味、
まさにゴールドの名にふさわしい純米大
吟醸原酒です。
そのままか、少し冷やしてストレートでお召し上がりください。
●純米大吟醸原酒

ゴールド土佐鶴 720ml 1本

安田町 ｜ 土佐鶴酒造㈱

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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①〜⑨の中から、
お好きなものを１つお選びください。

3,000円相当の名産品

味付けのり 卓上有明デラックスギフトセット

高知市 ｜ ㈱かね岩海苔

塩からあげ

●味付け鶏もも肉

1kg
1枚

●片栗粉

1袋

●特注

完全天日塩 1袋

南国市 ｜ 田野屋鶏旦那

3

芋けんぴ ひろめ市場人気ベストセレクション

ひろめ市場名物！けんぴタワーでおなじみの黒潮物産より、店頭で人気の味を
セレクトしました。かりかり、
ぽりぽり、食べだしたら止まらない、
どこか懐かしい美
味しさです。保存料添加物は不使用。
130g 6袋
【プレーン、
ゆず、
四万十のり、高知しょうが、塩、
塩ニンニク】

高知市 ｜ 黒潮物産

桂月 吟之夢 純米大吟醸 40

常温

●うれし土佐菜

120g 1袋 ●ぺろーりきゅうり 80g 2袋
80g 1袋 ●真紅のしょうが 55g 1袋 ●うれし大根 1本
※うれし大根は数量限定のため、柴漬けになる場合があります。
●ぞっこん生姜大根

香美市 ｜ 東洋園芸食品㈱

7

冷蔵

芋豚ロース しゃぶしゃぶ用

冷凍

ひろめ市場の人気店舗。緑豊かな四万十町の契約農家から仕入れた芋豚
ロース。配合飼料のほかに芋菓子などを食べているため、脂部分はほどよい甘
みが感じられます。
●芋豚ロース しゃぶしゃぶ用

500g

高知市 ｜ ㈱吉岡精肉店

8

常温

●芋けんぴ

4

3パック

6 とさ日和「土佐のお漬物セット」

冷凍

「第9回からあげグランプリ」
において、高知初となる金賞を獲得（塩ダレ部門）。
現在も発送待ちとなる人気商品を特別に確保しました。秘伝のタレに国内産の
厳選鶏肉をじっくり漬け込み、
シンプルながら奥深い風味を楽しめます。
●調理方法冊子

一本釣りした清水さばを新鮮なうちに加工した漁師町ならではの丼。甘辛いタ
レが白ご飯とよく合います。流水解凍約5分で簡単！そのまま熱々ご飯にのせた
り、
お茶漬けにしたり少し炙って炙り漬け丼にしたり料理法は多彩。酢飯と合わ
せればおもてなしにも。

土佐清水市 ｜ 土佐清水食品㈱

常温

5個

田野屋鶏旦那特製

冷凍

実は野菜王国の土佐！全て高知産にこだわったお漬物シリーズ。高知産きゅうり
に、
みょうが、青じそ、
のりを混ぜ込んだ
「ぺろーりきゅうり」
は新感覚の美味しさ。
保存料、合成着色料、人工甘味料無添加です。

「海からの恵みを美味しさに変えて笑顔の食卓へ」。有明海産の中でも豊かな
風味とパリッと口どけの良い海苔を厳選。土佐鰹ベースの出汁に丸大豆醤油、
粗糖、塩、昆布、海老などのこだわり素材でしっかり味付けしています。
●10切れ60枚板のり6枚分

2

2021・春夏版

土佐の清水さば漁師漬け

●土佐の清水さば漁師漬け

万円
コース

1

カタログ

5

高知県産 うなぎ蒲焼き

冷凍

長年継ぎ足し続けた自家製のタレで黄金色になるまで付け焼きし、香ばしく
ふっくらと仕上げています。少し甘めのタレはご飯との相性バッチリです。小骨
が気にならないちょうど良い大きさを取り揃えています。
●高知県産 うなぎ蒲焼き 120g

1尾

●タレ

高知市 ｜ ㈲四万十川物産

9

令和2年産

高知県産 仁井田米「にこまる」

常温

朝夕の寒暖差が激しく、霧に包まれることの多い四万十町は、
「美味しいお米が
とれる地域」
として有名。四万十川の清流で育った仁井田米より、人気品種「にこ
まる」
をセレクトしました。全国から問い合わせも多い高知県民自慢のお米です。
●仁井田米にこまる 2kg

2袋

高知市 ｜ 高知食糧㈱

芳醇で豊かな味わいを、ぜひ冷酒でご堪能ください。嶺北地方で開発された酒
造好適米「吟の夢」
を40％まで削り丁寧に仕込んだ純米大吟醸酒です。
お肉料
理にもよく合います。
●桂月

吟之夢 純米大吟醸 40 720ml 1本

土佐町 ｜ 土佐酒造㈱

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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