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［0843］植田農園の土佐文旦
5kg（ご家庭用）

5,000円

〔期間限定〕土佐文旦5kg、サイズ
：3L～2L、数量：9個前後、糖度：1
1～12度、B品（家庭用）：果皮にキ
ズがあるものも含まれる場合があり
ますが、味には問題ございません。
《申込期間》2018年10月5日～2019
年2月25日《発送期日》2019年2月15
日～2019年3月15日

［0492］自然栽培生姜（水洗い４５
０ｇ）高知の黒潮町生まれ

5,000円

〔期間限定〕水洗い生姜：450g《申
込期間》2018年10月5日～2019年9月
30日《発送期日》2019年3月1日～20
19年10月31日

［0490］自然栽培生姜（土付き５０
０ｇ）高知の黒潮町生まれ

5,000円

〔期間限定〕土付き生姜：500g《申
込期間》2018年10月5日～2019年9月
30日《発送期日》2019年3月1日～20
19年10月31日

［0832］▼家庭・オフィス防災／温
めて食べるグルメ缶詰3缶／アウト
ドアやプチギフトにも！

5,000円

〔通年〕カツオと筍のアヒージョ×
1、土佐はちきん地鶏ゆず塩仕立て
×1、黒糖の濃厚和ショコラ×1、発
熱材×1、専用袋×1、仮止め用シー
ル×1、使用手順説明書付属、ウエ
ットタオル×1、個包装スプーン×3
≪配送期間≫2018年10月15日から

［0821］絵本「月・星・海のおはな
し」

5,000円

〔通年〕1冊、A4サイズ（16ページ
）、350g、対象年齢：全年齢

［0813］植田農園のポンカン
5kg高知県産（ご家庭用）

5,000円

〔期間限定〕5㎏（L～3L混合）25個
前後《申込期間》2018年9月18日～2
019年1月15日《発送期日》2019年1
月15日～2019年1月31日※払込票の
場合【2019年1月7日までに】お振込
ください。

［0799］カネニのカチリとちりめん
のセット（各1袋）

5,000円

〔期間限定〕カチリ150g×1袋、ち
りめん（カタクチイワシ）250g×1
袋《申込期間》2018年8月1日～2019
年5月20日《発送期日》2018年10月1
日～2019年5月31日

［0796］カネニのカチリ
150g×2袋

5,000円

〔期間限定〕カチリ150g×2袋《申
込期間》2018年8月1日～2019年5月2
0日《発送期日》2018年10月1日～20
19年5月31日

［0795］釜ゆでちりめん
250g×2袋食べきり用

5,000円

〔期間限定〕ちりめん（カタクチイ
ワシ）250g×2袋《申込期間》2018
年8月1日～2019年5月20日《発送期
日》2018年10月1日～2019年5月31日

［0784］塩丸にがり　170ml×3袋

5,000円

〔通年〕土佐の塩丸にがり170ml×3
袋

［0360］まこも茶　５０ｇ×１袋

5,000円

〔期間限定〕重さ：約50g《申込期
間》2018年7月10日～2019年2月28日
《発送期日》2018年10月上旬～2019
年3月上旬

［0755］びんび屋のさばの開き
5枚

5,000円

〔通年〕5枚(約420g)

※詳細につきましては下記までお問い合わせください。 

　電話：０８８０－４３－２１１３（黒潮町役場　産業推進室）
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［0754］びんび屋のさばのみりん干
し　4枚

5,000円

〔通年〕4枚(約320g)

［0753］びんび屋のかますの開き
5枚

5,000円

〔通年〕5枚(約450g)

［0740］「天日海塩」土佐の塩丸
青と白　食べくらべセット

5,000円

〔通年〕土佐の塩丸(青丸)200g×1
袋、土佐の塩丸(白丸)200g×1袋

［0739］「天日海塩」土佐の塩丸（
白丸、粗い粒）　２袋セット

5,000円

〔通年〕200g×2袋

［0738］「天日海塩」土佐の塩丸（
青丸、細かい粒）　２袋セット

5,000円

〔通年〕200g×2袋

［0653］白羊羹と黒羊羹のあまから
セット

5,000円

〔通年〕薪釜糖の黒羊羹約60g×2本
、天日塩の白羊羹約60g×3本

［0643］黒潮グルメ缶カツオとマグ
ロの食べ比べセット

5,000円

〔通年〕ﾄﾏﾄで煮込んだｶﾂｵとｷﾉｺ×1
、ｶﾂｵの和だし生姜×1、黒潮ｵｲﾙの
ごろっとﾏｸﾞﾛ×1、黒潮ｵｲﾙのﾏｸﾞﾛと
ｷﾉｺ×1

［0632］プリザーブドフラワーのピ
ンク系ハーバリウム角瓶Ｓ

5,000円

〔通年〕内容量：100ml、サイズ：4
0×40×125mm、数量：1本

［0631］プリザーブドフラワーのパ
ープル系ハーバリウム角瓶Ｓ

5,000円

〔通年〕内容量：100ml、サイズ：4
0×40×125mm、数量：1本

［0630］プリザーブドフラワーのブ
ルー系ハーバリウム角瓶Ｓ

5,000円

〔通年〕内容量：100ml、サイズ：4
0×40×125mm、数量：1本

［0629］プリザーブドフラワーのオ
レンジ系ハーバリウム角瓶Ｓ

5,000円

〔通年〕内容量：100ml、サイズ：4
0×40×125mm、数量：1本

［0628］プリザーブドフラワーの黄
・緑系ハーバリウム角瓶Ｓ

5,000円

〔通年〕内容量：100ml、サイズ：4
0×40×125mm、数量：1本
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［0616］とんぼ玉づくり体験

5,000円

〔通年〕制作ガラス作品：とんぼ玉
2個体験時間：約40分、事業者：海
辺のガラス工房kiroroan

［0571］SH-4明神水産　わら焼き戻
りかつおたたきとかつおの丼セット

5,000円

〔通年〕かつおたたき1節(約250g)
、、わら焼きかつお丼70g×2袋、20
mlタレ×2袋、おろしにんにく(5g×
3袋)、おろししょうが(8g×3袋)

［0507］子ども箸セット（名入れサ
ービス用）

5,000円

〔通年〕土佐ひのきの子ども箸(約1
5㎝)と箸袋のセット1膳

［0506］子ども箸セット

5,000円

〔通年〕土佐ひのきの子ども箸(約1
5㎝)と箸袋のセット1膳

［0421］いごてつの天日塩
ＳＵＮ－S

5,000円

〔通年〕天日塩小160g×3袋

［0816］くろしろお餅セット
A-22(栗ぜんざい付き)

6,000円

〔期間限定〕くろもち（白色）650g
×1個、玄米餅650g×1個、栗ぜんざ
い缶詰95g×1缶《申込期間》2018日
10月1日～2019月2月20日《発送期日
》2018年11月10日～2018年12月19日
(※年内発送をご希望の方は、12月3
日までにお払込ください)、2019年1
月9日～2019年2月28日

［0815］くろしろお餅セット
A-21(黒糖付き)

6,000円

〔期間限定〕くろもち（白色）650g
×1個、玄米餅650g×1個、黒糖60g
×1袋《申込期間》2018日10月1日～
2019月2月20日《発送期日》2018年1
1月10日～2018年12月19日(※年内発
送をご希望の方は、12月3日までに
お払込ください)、2019年1月9日～2
019年2月28日

［0751］黒潮町産のこだわり生姜が
たっぷり！じゃむとつまみ味噌のセ
ット

6,000円

〔通年〕生姜じゃむ120g×1個、生
姜つまみ味噌120g×1個

［0638］蜷川コロッケ（5個×3パッ
ク）

6,000円

〔通年〕さつまいもコロッケ、5個(
1個40g)×3パック

［0554］神代楠の花器敷き
ナチュラル〔小〕

6,000円

〔通年〕花器敷き1枚

［0372］貝塚伊吹の花器敷き
〔小〕

6,000円

〔通年〕《サイズ》約200×150×15
mm(不定形)《仕上げ》〔表面〕ウレ
タンクリア塗装〔裏面〕天然木肌

［0627］プリザーブドフラワーのピ
ンク系ハーバリウム角瓶Ｍ

7,000円

〔通年〕内容量150ml、サイズ：40
×40×168mm、数量：1本
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［0626］プリザーブドフラワーのパ
ープル系ハーバリウム角瓶Ｍ

7,000円

〔通年〕内容量150ml、サイズ：40
×40×168mm、数量：1本

［0625］プリザーブドフラワーのブ
ルー系ハーバリウム角瓶Ｍ

7,000円

〔通年〕内容量150ml、サイズ：40
×40×168mm、数量：1本

［0581］isaデニム・スマホケース
〔ダークブルー〕

7,000円

〔通年〕本体：H185×W135、ベルト
掛紐の長さ250mm、重さ約100g

［0551］黒潮薪
（1箱【計0.04m3】コース）

7,000円

〔通年〕0.04m3／箱=約16～19kg、
※重さにバラツキあり、薪の長さ：
約30cm、箱：465×325×295mm

［0494］「天日海塩」土佐の塩丸3
袋セット

7,000円

〔通年〕内容量:200g×3袋

［0817］くろしろお餅セット
A-31(黒糖付き)

8,000円

〔期間限定〕くろもち（白色）650g
×2個、玄米餅650g×1個、黒糖60g
×1袋《申込期間》2018日10月1日～
2019月2月20日《発送期日》2018年1
1月10日～2018年12月19日(※年内発
送をご希望の方は、12月3日までに
お払込ください)、2019年1月9日～2
019年2月28日

［0425］小谷果樹園のポンカン
5kg

8,000円

〔期間限定〕ポンカン5kg《申込期
間》2018年10月1日～2019年2月20日
《発送期日》2019年2月初旬～2019
年2月下旬

［0321］植田農園の土佐文旦
5kg〔贈答用〕

8,000円

〔期間限定〕5㎏（3L～2L）9個前後
《申込期間》2018年9月18日～2019
年1月31日《発送期日》2019年2月15
日～2019年3月15日※払込票の場合
【2019年2月8日までに】お振込くだ
さい。※のしは、無地・内のしとさ
せていただきます。

［0765］くるりんぱ親子セット（ブ
ラウン）

8,000円

〔通年〕【親】80×75×80mm、162g
【子】70×65×70mm、152g

［0764］くるりんぱ親子セット（ナ
チュラル）

8,000円

〔通年〕【親】80×75×80mm、162g
【子】70×65×70mm、152g

［0500］米飴・花はぶ茶

8,000円

〔通年〕米飴190ml×2瓶、花はぶ茶
70g

［0486］あじ開き　満腹セット

8,000円

〔通年〕あじ開き中サイズ×20枚
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［0481］ゆめのかけ箸セット(名入
れサービス用)

8,000円

〔通年〕土佐ひのきの箸(21㎝)と箸
袋のセット1膳

［0480］ゆめのかけ箸セット

8,000円

〔通年〕土佐ひのきの箸(21㎝)と箸
袋のセット1膳

［0824］黒潮熊野浦
わたなべ農園の温州みかん　5kg

9,000円

〔期間限定〕温州みかん5kg、品種
：南柑20号、数量：40～60個前後、
《申込期間》2018年10月1日～2018
年12月10日《発送期日》2018年11月
中旬～2018年12月中旬

［0586］ごはんの友
鯖ねぇ３個入り

9,000円

〔通年〕100g×3個

［0528］黒潮グルメ缶
鰹三昧3種×2
美味しいカツオをご堪能下さい

9,000円

〔通年〕ｶﾂｵの和だし生姜×2、ﾄﾏﾄ
で煮込んだｶﾂｵとｷﾉｺ×2、ｶﾂｵdeｵﾘｰﾌ
ﾞ×2

［0505］神代楠の「花器敷き」（大
）

9,000円

〔通年〕《サイズ》約400×250×15
mm(不定形)、《仕上げ》〔表面〕ウ
レタンクリア塗装、〔裏面〕天然木
肌

［0489］黒潮町売れ筋焼き菓子とク
ッキーシューセット

9,000円

〔通年〕クッキーシュー×12ヶ、Ｔ
シャツクッキー×6枚、クジラクッ
キー×10枚

［0470］半生うどん、釜玉だし、だ
しパック詰め合わせ

9,000円

〔通年〕半生うどん250g(2人前)×3
、釜玉だし(瓶360ml)、土佐の秘伝
だし(だしパック8包)

［0469］シロチドリの塩壷

9,000円

〔通年〕幅約90mm×高さ約90mm、重
さ約250g

［0467］どんぐり塩壷

9,000円

〔通年〕幅約90mm×高さ約90mm

［0466］クジラの塩壷

9,000円

〔通年〕幅約90mm×高さ約90mm

［0462］こころのふるさと上林暁・
小伝上林暁2冊セット

9,000円

〔通年〕『こころのふるさと上林暁
』A4サイズ・66ページ、1998年3月
発行、『小伝上林暁』、B6サイズ・
102ページ、1998年3月発行
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［0456］天日塩付き・土佐の藁焼鰹
たたき　0.5kg（2～4本）

9,000円

〔通年〕藁焼き鰹たたき500g(2～4
節)、タレ(30ml)1節につき1個、天
日塩160g

［0455］土佐藁焼かつお・ご家庭用

9,000円

〔通年〕藁焼き鰹たたき700g(3～5
節)、タレ(30ml)1節につき1個

［0452］お手軽！土佐沖天然ぶり丼
用

9,000円

〔通年〕ぶり丼用140g(70g×2Ｐ)×
4Ｐ

［0451］お手軽！
土佐近海一本釣りかつお漬け丼用

9,000円

〔通年〕かつお漬け丼用130g(65g×
2Ｐ)×4Ｐ

［0450］土佐天然ブリ藁焼たたき

9,000円

〔通年〕天然ブリ藁焼タタキ750g(5
～8個)、タレ(30ml)1節につき1個

［0445］黒潮町おかず詰合せ

9,000円

〔通年〕いか唐揚げ、きびなご唐揚
げきびなごフライ、かつお角煮アジ
フライ、うつぼの唐揚げサバ竜田揚
げ、白身魚フライいかフライ等、上
記の中から季節に応じて5種類の商
品をお届けします。商品はお選びい
ただけません。

［0442］isaデニム・カフェエプロ
ン

9,000円

〔通年〕素材：綿100％、カラー：
ネイビー青色、糸原産国：日本、サ
イズ：横幅73㎝×総丈63㎝×腰ひも
95㎝(2本)

［0399］空海ゆかりの里うまにのお
いしいお米（玄米）

9,000円

〔通年〕内容量：玄米5kg1袋

［0398］空海ゆかりの里うまにのお
いしいお米（白米）

9,000円

〔通年〕内容量：白米5kg1袋

［0844］植田農園の土佐文旦
10kg（ご家庭用）

10,000円

〔期間限定〕土佐文旦10kg、サイズ
：3L～2L、数量：18個前後、糖度：
11～12度、B品（家庭用）：果皮に
キズがあるものも含まれる場合があ
りますが、味には問題ございません
。《申込期間》2018年10月5日～201
9年2月25日《発送期日》2019年2月1
5日～2019年3月15日

［0544］自然栽培生姜セット（生姜
、生姜しろっぷ、粉末生姜）

10,000円

〔期間限定〕水洗い生姜：300g、生
姜しろっぷ：200ml×1本、スパイス
生姜：12g×1本《申込期間》2018年
10月5日～2019年9月30日《発送期日
》2019年3月1日～2019年10月31日

［0540］自然栽培生姜（水洗い１．
０ｋｇ）高知の黒潮町生まれ

10,000円

〔期間限定〕水洗い生姜：1.0kg《
申込期間》2018年10月5日～2019年9
月30日《発送期日》2019年3月1日～
2019年10月31日
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［0491］自然栽培生姜（土付き１．
２ｋｇ）高知の黒潮町生まれ

10,000円

〔期間限定〕土付き生姜：1.2kg《
申込期間》2018年10月5日～2019年9
月30日《発送期日》2019年3月1日～
2019年10月31日

［0830］上樫森の黒糖ギフトセット

10,000円

〔期間限定〕黒糖（小）130g×1袋
、ボカ（小）70g×1本、ボカナッツ
（チャック）80g×1袋、ボカナッツ
（クラフト)50g×3袋、ボカクラン
チ45g×1袋《申込期間》2018年10月
1日～2019年1月31日《発送期日》20
19年2月1日～2019年3月20日

［0822］高知県黒潮町産
ハルユキ君の抑制きゅうり　5kg

10,000円

〔期間限定〕きゅうり5.0kg×1箱、
品種：MTフェニックス、等階級：AM
、数量：50～51本《申込期間》2018
年10月1日～2018年10月31日《発送
期日》2018年10月5日～2018年11月1
0日

［0820］くろしろお餅セット
B-42(栗ぜんざい付き)

10,000円

〔期間限定〕くろもち（白色）650g
×2個、玄米餅650g×2個、栗ぜんざ
い缶詰95g×1缶《申込期間》2018日
10月1日～2019月2月20日《発送期日
》2018年11月10日～2018年12月19日
(※年内発送をご希望の方は、12月3
日までにお払込ください)、2019年1
月9日～2019年2月28日

［0819］くろしろお餅セット
B-41(黒糖付き)

10,000円

〔期間限定〕くろもち（白色）650g
×2個、玄米餅650g×2個、黒糖60g
×1袋《申込期間》2018日10月1日～
2019月2月20日《発送期日》2018年1
1月10日～2018年12月19日(※年内発
送をご希望の方は、12月3日までに
お払込ください)、2019年1月9日～2
019年2月28日

［0557］黒潮町産黒糖Bコース
黒糖コハク1．0ｋｇ

10,000円

〔期間限定〕黒糖コハク1.0kg×１
袋《申込期間》2018年10月1日～201
9年3月31日《発送期日》2018年12月
1日～2019年4月10日

［0556］黒潮町産黒糖Aコース
琥珀糖折り詰300ｇ×3個

10,000円

〔期間限定〕琥珀糖折り詰300g×3
個《申込期間》2018年10月1日～201
9年3月31日《発送期日》2018年12月
1日～2019年4月10日

［0842］届いてすぐに食べられる土
佐文旦　5kg

10,000円

〔期間限定〕サイズ：4L～2L、個数
：7～10個、ムッキーちゃん1個付き
。《申込期間》2018年10月1日～201
9年2月5日《発送期日》2019年2月中
旬～2019年3月中旬

［0814］植田農園のポンカン
10kg高知県産（ご家庭用）

10,000円

〔期間限定〕10㎏（L～3L混合）50
個前後《申込期間》2018年9月18日
～2019年1月15日《発送期日》2019
年1月15日～2019年1月31日※払込票
の場合【2019年1月7日までに】お振
込ください。

［0804］じゃこづくしとアジ・サバ
干物のおかずセット　

10,000円

〔期間限定〕カチリ150g×1袋、カ
エリ150g×1袋、ちりめん（カタク
チイワシ）250g×1袋、アジの開き3
枚（約260g)、サバ（片身）開き2枚
（約270g）《申込期間》2018年8月1
日～2019年5月20日《発送期日》201
8年10月1日～2019年5月31日

［0802］カネニのじゃこづくし
112

10,000円

〔期間限定〕カチリ150g×1袋、カ
エリ150g×1袋、ちりめん（カタク
チイワシ）250g×2袋《申込期間》2
018年8月1日～2019年5月20日《発送
期日》2018年10月1日～2019年5月31
日

［0800］カネニのカチリとちりめん
のセット（各2袋）

10,000円

〔期間限定〕カチリ150g×2袋、ち
りめん（カタクチイワシ）250g×2
袋《申込期間》2018年8月1日～2019
年5月20日《発送期日》2018年10月1
日～2019年5月31日
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［0797］カネニのカチリ
150g×4袋

10,000円

〔期間限定〕カチリ150g×4袋《申
込期間》2018年8月1日～2019年5月2
0日《発送期日》2018年10月1日～20
19年5月31日

［0794］釜ゆでちりめん
250g×4袋

10,000円

〔期間限定〕ちりめん（カタクチイ
ワシ）250g×4袋《申込期間》2018
年8月1日～2019年5月20日《発送期
日》2018年10月1日～2019年5月31日

［0783］「天日海塩」土佐の塩丸
海まるごとセット
おまけの塩丸にがり付き

10,000円

〔通年〕土佐の塩丸(青丸)200g×2
袋、土佐の塩丸(白丸)200g×2袋、
土佐の塩丸にがり170ml×1袋

［0772］日もどりカツオタタキ（冷
凍）藁焼きたたき　3～5節

10,000円

〔通年〕日もどりカツオたたき500g
、(3～5節、4人前)、たたきのタレ2
0ml、(1節につき1袋)

［0771］高知黒潮町　土佐佐賀水産
の藁焼き鰹たたき2節セット

10,000円

〔通年〕藁焼きかつおたたき2節、(
合計約700g)、タタキのたれ100ml×
2個、天日塩160g×1個、薬味セット
(おろししょうが3g×4袋、おろしニ
ンニク3g×4袋)

［0767］おさんぽワンちゃん

10,000円

〔通年〕170×160×85mm、380g、ひ
もの長さ400mm

［0766］おさんぽウサちゃん

10,000円

〔通年〕220×225×85mm、590g、ひ
もの長さ500mm、

［0757］高知県黒潮町産　天日干し
ふのり　10g×10袋

10,000円

〔通年〕ふのり(乾燥物)10g×10袋

［0756］びんび屋のさばの開き
12枚

10,000円

〔通年〕12枚(6枚入り×2箱)、約1,
000g

［0752］土佐はちきん地鶏と一本釣
カツオの缶詰セット

10,000円

〔通年〕はちきん地鶏ゆず塩仕立×
1、はちきん地鶏ﾊﾞﾙｻﾐｺ仕立×1、ｶﾂ
ｵと筍のｱﾋｰｼﾞｮ×1、黒潮ｵｲﾙのごろ
っとｶﾂｵ×1、ﾄﾏﾄで煮込んだｶﾂｵとｷﾉ
ｺ×1、ｶﾂｵdeｵﾘｰﾌﾞ×1

［0737］くろしお一番チーズケーキ
他詰め合わせ

10,000円

〔通年〕くろしお一番チーズケーキ
、エッグタルト、もちもちマロンパ
イ、各6個

［0652］らく・はや・簡単！お魚惣
菜セット

10,000円

〔通年〕さば南蛮漬け(140g)、白身
魚のケチャップ煮(140g)、ぶり甘酢
あんかけ(140g)、豆アジ南蛮漬け(1
30g)、上記を各1パック
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［0639］黒潮の畑からお届け
ジョブなしろグァバセットA

10,000円

〔通年〕ｸﾞｧﾊﾞﾄﾞﾘﾝｸ180ml×1、ｸﾞｧﾊ
ﾞﾄﾞﾘﾝｸ360ml×1、ｸﾞｧﾊﾞｾﾞﾘｰ170g×1
、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰﾘｰﾌ20g×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ﾚﾓ
ﾝｸﾞﾗｽ)20g×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ｸﾞｧﾊﾞ)18g
×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ﾕｽﾞ)18g×1

［0633］竹製手編みザル（M）

10,000円

〔通年〕直径280mm×深さ40mm、重
さ：190g

［0618］「ミナモ」シリーズ一輪挿
し

10,000円

〔通年〕高さ160mm×最大径65mm、
重さ350g

［0617］とんぼ玉づくり体験
ペア券

10,000円

〔通年〕制作作品：一人当たりとん
ぼ玉2個、体験時間：一人当たり約4
0分事業者：海辺のガラス工房kiror
oan

［0594］熊本城の復興を応援する缶
詰６缶セット

10,000円

〔通年〕ｶﾂｵの和だし生姜煮こごり
風、(復興支援青ﾗﾍﾞﾙ)×3、ｶﾂｵの和
だし生姜煮こごり風、(復興支援赤ﾗ
ﾍﾞﾙ)×3

［0592］貝塚伊吹の花器敷きナチュ
ラル　〔大〕

10,000円

〔通年〕《サイズ》約250×230×20
mm(不定形)《仕上げ》塗装無しの天
然木肌

［0584］サクサク！土佐のあじフラ
イ

10,000円

〔通年〕200g(2～3枚)×5袋

［0582］めひかり唐揚げ

10,000円

〔通年〕110g入り×6袋

［0573］SR-10明神水産　わら焼き
戻りかつおの塩たたき3節セット

10,000円

〔通年〕かつおたたき3節(約750g)
、天日塩10g×1袋、30mlタレ×6袋
、おろしにんにく(5g×3袋)、おろ
ししょうが(8g×3袋)

［0572］JS-6明神水産　わら焼き戻
りかつお2節・かつお刺身2節セット

10,000円

〔通年〕かつおたたき2節(約500g)
、かつお刺身2節(約260g)、80mlタ
レ×1袋、おろしにんにく(5g×3袋)
、おろししょうが(8g×3袋)

［0563］アウトドアな缶詰とスキレ
ットのセット

10,000円

〔通年〕ﾄﾏﾄで煮込んだｶﾂｵとｷﾉｺ×1
、ｶﾂｵの和だし生姜×1、ｶﾂｵと筍のｱ
ﾋｰｼﾞｮ×1、黒糖の濃厚和ｼｮｺﾗ×1、ｶ
ﾂｵdeｵﾘｰﾌﾞ×1、お魚のﾊﾟﾃ×1､天日
塩20g×1、米1合ﾊﾟｯｸ×2､ｽｷﾚｯﾄ鍋×
1、折りたたみ式ｽﾌﾟｰﾝ&ﾌｫｰｸ×1

［0561］黒潮の森、乾燥薪15キロ（
ナラ）

10,000円

〔通年〕15キロ、薪の長さ：約40cm
、箱：41cmＸ33cmＸ32cm
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［0560］黒潮の森、乾燥薪15キロ（
サクラ）

10,000円

〔通年〕15キロ、薪の長さ：約40cm
、箱：41cmＸ33cmＸ32cm

［0555］神代楠の花器敷き
ナチュラル〔大〕

10,000円

〔通年〕花器敷き1枚

［0511］還暦祝い長寿箸（名入れサ
ービス用）

10,000円

〔通年〕土佐ヒノキの箸21㎝、ちり
めん箸袋セット、お祝いメッセージ
カード付

［0510］還暦祝い長寿箸

10,000円

〔通年〕土佐ヒノキの箸21㎝、ちり
めん箸袋セット、お祝いメッセージ
カード付

［0479］さくら箸

10,000円

〔通年〕山桜の箸21㎝、箸袋付

［0472］コロコロアニマル

10,000円

〔通年〕サイズ20×11cm

［0454］黒潮町のお弁当応援団！

10,000円

〔通年〕白身魚バジルマヨネーズ焼
き白身魚ケチャップ煮、白身魚梅シ
ソチーズ焼き、かつおのケチャップ
煮、かつお味付けフレーク、白身魚
の青しそチーズ焼き、さごしの味噌
マヨネーズ焼き白身魚ペッパーマヨ
ネーズ焼き、以上のうち5品を選定
してお届け

［0417］黒潮水産の天然大粒チャン
バラ貝1kg（ボイル用）

10,000円

〔通年〕チャンバラ貝1kg(ボイル用
)内容量：1箱当たり40から60個程度
、※調理方法を同封します。

［0396］黒潮町季節の菜園Cセット

10,000円

〔通年〕旬の野菜3品目以上(1kg程
度)

［0371］貝塚伊吹の花器敷き
〔大〕

10,000円

〔通年〕《サイズ》約300×250×20
㎜(不定形)《仕上げ》〔表面〕ウレ
タンクリア塗装、〔裏面〕天然木肌

［0365］isaIB008帆布トートバッグ
〔小〕　ホワイト×レッド

10,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W200×D130×H200mm

［0364］isaIB008帆布トートバッグ
〔小〕　ホワイト×オリーブ

10,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W200×D130×H200mm
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［0363］isaIB008帆布トートバッグ
〔小〕　ホワイト×ネイビー

10,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W200×D130×H200mm

［0362］isaIB008帆布トートバッグ
〔小〕　ホワイト×イエロー

10,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W200×D130×H200mm

[0301]元祖浜焼き　メジカの燻製
2匹セット

10,000円

〔通年〕メジカ(宗田鰹)燻製加工2
匹、鮮魚状態での重量600g～800g

[0299]いごてつの天日塩
ＳＵＮ－Ｂ

10,000円

〔通年〕大400g×2袋、小160g×1袋

［0818］くろしろお餅セット
A-312(黒糖・栗ぜんざい付き)

12,000円

〔期間限定〕くろもち（白色）650g
×2個、玄米餅650g×1個、黒糖220g
×1袋、栗ぜんざい缶詰95g×1缶《
申込期間》2018日10月1日～2019月2
月20日《発送期日》2018年11月10日
～2018年12月19日(※年内発送をご
希望の方は、12月3日までにお払込
ください)、2019年1月9日～2019年2
月28日

［0651］くろしろお餅セット　C-６

12,000円

〔期間限定〕くろもち（白色）650g
×3個、玄米餅650g×3個《申込期間
》2018年10月1日～2019年2月20日《
発送期日》2018年11月10日～2018年
12月19日(※年内配送をご希望の方
は、12/3までにお払込ください)、2
019年1月8日～2019年2月28日

［0624］ジャパニーズラム　龍馬

12,000円

〔通年〕720ml×1、アルコール：32
度酒類：スピリッツ、原材料名：黒
糖、※お申込みが集中したため、お
届けにつきましては10月以降の出荷
予定となります。

［0520］ゆめのかけ箸夫婦箸セット
（名入れサービス用）

12,000円

〔通年〕土佐ひのきの箸(約21㎝)と
箸袋セット2膳

［0519］ゆめのかけ箸夫婦箸セット

12,000円

〔通年〕土佐ひのきの箸(約21㎝)と
箸袋セット2膳

［0370］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔オリーブ〕

13,000円

〔通年〕素材:綿100%、倉敷帆布8号
、糸原産国:日本、サイズ:W255mm×
D150mm×H355mm

［0369］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔レッド〕

13,000円

〔通年〕素材:綿100%、倉敷帆布8号
、糸原産国:日本、サイズ:W255mm×
D150mm×H356mm

［0368］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔イエロー〕

13,000円

〔通年〕素材:綿100%、倉敷帆布8号
、糸原産国:日本、サイズ:W255mm×
D150mm×H357mm
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［0367］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔ネイビー〕

13,000円

〔通年〕素材:綿100%、倉敷帆布8号
、糸原産国:日本、サイズ:W255mm×
D150mm×H358mm

［0648］isaボディバッグ〔ダーク
ブルーデニム〕

14,000円

〔通年〕素材：綿100%、カラー：ダ
ークブルー、糸原産国：日本、サイ
ズ：H360mm×W220mm×D80mm、※洗
濯可能

［0465］土佐の塩丸とクジラの塩壷

14,000円

〔通年〕天日塩200g×1袋、塩壷×1
個

［0836］四万十うなぎ蒲焼缶詰とグ
ルメ缶詰の詰合せ／7缶セット

15,000円

〔通年〕四万十うなぎ蒲焼き×1、
柚子香るブリトロ大根×1、お魚の
パテグリーンペッパージュレ×1、
カツオの和だし生姜煮こごり風×2
、トマトで煮込んだカツオとキノコ
×2

［0835］四万十うなぎ缶詰／詰合せ
2缶セット（蒲焼、ひつまぶし）

15,000円

〔通年〕四万十うなぎ蒲焼×1、四
万十うなぎひつまぶし×1

［0834］グルメ缶詰12缶セット／日
頃の時短料理やギフトにも最適です

15,000円

〔通年〕カツオの和だし生姜煮こご
り風95g×4缶トマトで煮込んだカツ
オとキノコ90g×4缶柚子香るブリト
ロ大根95g×2缶お魚のパテグリーン
ペッパージュレ100g×2缶≪配送期
間≫【リードタイム】14【配送期間
】【荷姿サイズ】100×270×200【
荷姿】570【総重量※梱包後】1,850
g【賞味期限】製造日から　常温3年
／缶ぶたに記載【保存方法】常温　
※使い残った場合は、缶から陶器製
のお皿などに移して冷蔵庫…

［0841］高級柑橘　温室せとか
秀2L品　5個入り

15,000円

〔期間限定〕秀2L品　5個入（1.2～
1.3kg）、直径85mm程度《申込期間
》2018年10月1日～2019年2月5日《
発送期日》2019年2月中旬～2019年3
月上旬

［0788］タビエビの活セット
1.0kg（4～6尾）

15,000円

〔期間限定〕重量：1.0kg、体長：1
5cm程度、数量：4～6尾《申込期間
》～2019年4月20日《発送期日》201
8年9月20日～2018年12月25日、2019
年1月10日～2019年4月30日※お申込
み際しましては、巻末《ご注意事項
》を必ずご参照ください。

［0770］あのね黒板（赤屋根）

15,000円

〔通年〕H430×W580×D80mm、重量7
20g、チョーク2本、マグネット付き
ラーフル、※お申込みが集中したた
め、お届けにつきましては11月中旬
以降の出荷予定となります。

［0741］塩丸苦汁（にがり）
１８リットル

15,000円

〔通年〕18リットル1個

［0657］わが家の備え1Dayグルメセ
ット

15,000円

〔通年〕ﾏｸﾞﾛと大根の生姜煮×1、ｶ
ﾂｵと筍のｱﾋｰｼﾞｮ×1、黒潮ｵｲﾙのﾏｸﾞﾛ
とｷﾉｺ×1、ﾄﾏﾄで煮込んだｶﾂｵとｷﾉｺ
×1、ｶﾂｵの和だし生姜×1、栗ぜん
ざい×1､天日塩20g×1飲料水500ml
×3､ｱﾙﾌｧ化米×3、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ×1､ﾎ
ﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ×1、ｽﾌﾟｰﾝ×6､簡易ﾄｲﾚｾｯ
ﾄ×1、固定用ｼｰﾙ×2､ｺﾞﾐ袋30L×2

［0640］黒潮の畑からお届け
ジョブなしろグァバセットB

15,000円

〔通年〕ｸﾞｧﾊﾞﾄﾞﾘﾝｸ180ml×3、ｸﾞｧﾊ
ﾞﾄﾞﾘﾝｸ360ml×2、ｸﾞｧﾊﾞｾﾞﾘｰ170g×3
、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰﾘｰﾌ20g×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ﾚﾓ
ﾝｸﾞﾗｽ)20g×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ｸﾞｧﾊﾞ)18g
×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ﾕｽﾞ)18g×1
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［0614］吹きガラス体験

15,000円

〔通年〕制作作品：グラス2個、体
験時間：約1時間、事業者：海辺の
ガラス工房kiroroan

［0574］FN-1明神水産　わら焼き戻
りかつおの塩たたき１．２ｋｇ(4～
7節)セット

15,000円

〔通年〕鰹たたき4～7節(約1.2kg)
、30mlタレ×12袋、天日塩10g×3袋
、おろしにんにく(5g×6袋)、おろ
ししょうが(8g×6袋)

［0483］特別栽培メダカ米(玄米)

15,000円

〔通年〕特別栽培メダカ米(玄米)、
重量：5ｋg、米袋入り

［0482］特別栽培メダカ米(白米)

15,000円

〔通年〕特別栽培メダカ米(白米)、
米袋入り、※玄米5ｋgを精米してお
届けします

［0477］特産七立栗染めシルクスト
ール

15,000円

〔通年〕シルク＆コットンストール
、数量：1枚、サイズ：40×198cm、
房付

[0300]元祖浜焼き　サバの燻製
2匹セット

15,000円

〔通年〕サバ(ゴマサバ)燻製加工2
匹、鮮魚状態での重量600g～800g

［0424］小谷果樹園の土佐文旦
10kg

16,000円

〔期間限定〕17個前後、サイズ：4L
～2L《申込期間》2018年10月1日～2
019年4月20日《発送期日》2019年3
月中旬～2019年5月初旬

［0322］植田農園の土佐文旦
10kg〔贈答用〕

16,000円

〔期間限定〕10㎏（3L～2L）18個前
後《申込期間》2018年9月18日～201
9年1月31日《発送期日》2019年2月1
5日～2019年3月15日※払込票の場合
【2019年2月8日までに】お振込くだ
さい。※のしは、無地・内のしとさ
せていただきます。

［0769］おさんぽワンちゃんとくる
りんぱ親子（ブラウン）のセット

16,000円

〔通年〕《おさんぽワンちゃん》17
0×160×85mm、380g、ひもの長さ40
0mm《くるりんぱ親子》【親】80×7
5×80mm、162g【子】70×65×70mm
、152g

［0768］おさんぽワンちゃんとくる
りんぱ親子（ナチュラル）のセット

16,000円

〔通年〕《おさんぽワンちゃん》17
0×160×85mm、380g、ひもの長さ40
0mm《くるりんぱ親子》【親】80×7
5×80mm、162g【子】70×65×70mm
、152g

［0495］「天日海塩」土佐の塩丸7
袋セット

16,000円

〔通年〕内容量:200g×7袋

［0361］手漉和紙の暦

17,000円

〔期間限定〕１部、重さ：約100g、
サイズ：350×550×30（mm）《申込
期間》2018年8月1日～2018年12月31
日《発送期日》2018年11月下旬～20
19年1月下旬
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［0778］グルメな外国人農家こだわ
りのお米・ひのひかり白米5kg（香
米入り）

17,000円

〔期間限定〕ひのひかり(白米)5kg
、香米入り《申込期間》2018年7月1
0日～2018年11月30日《発送期日》2
018年10月上旬～2018年12月上旬

［0777］グルメな外国人農家こだわ
りのお米・ひのひかり白米5kg

17,000円

〔期間限定〕ひのひかり(白米)5kg
《申込期間》2018年7月10日～2018
年11月30日《発送期日》2018年10月
上旬～2018年12月上旬

［0776］グルメな外国人農家こだわ
りのお米・新米ひのひかり玄米5kg

17,000円

〔期間限定〕ひのひかり(玄米)5kg
《申込期間》2018年7月10日～2018
年11月30日《発送期日》2018年10月
上旬～2018年12月上旬

［0610］トートバッグセット〔ホワ
イト×レッド〕

17,000円

〔通年〕素材：綿100％、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
と重量：、(小)W300×D130×H200mm
300g、(ミニ)W170×D70×H80mm45g

［0608］トートバッグセット〔ホワ
イト×イエロー〕

17,000円

〔通年〕素材：綿100％、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
と重量：、(小)W300×D130×H200mm
300g、(ミニ)W170×D70×H80mm45g

［0530］黒潮グルメ缶
鰹三昧4種×3
美味しいカツオをご堪能下さい

17,000円

〔通年〕ｶﾂｵの和だし生姜×3、ﾄﾏﾄ
で煮込んだｶﾂｵとｷﾉｺ×3、ｶﾂｵdeｵﾘｰﾌ
ﾞ×3、黒潮ｵｲﾙのごろっとｶﾂｵ×3

［0504］砂浜美術館ミュージアムグ
ッズ

17,000円

〔通年〕『砂浜美術館ノートⅡ』、
てぬぐい、ニタリクジラのフィギュ
ア、クジラのピンバッチ、ひらひら
マスキングテープ、ひらひらふせん
、ひらひらクリアファイル、上記を
各1個

［0496］天日塩作り体験(お土産付
き)ﾍﾟｱﾁｹｯﾄ

17,000円

〔通年〕体験時間：約1時間30分、
天日塩200g×2(お土産)、塩アイス
のプレゼントあり、事業者：有限会
社ソルティーブ

［0485］土佐のひのき夫婦箸・子ど
も箸・箸袋セット（名入れサービス
用）

17,000円

〔通年〕土佐ひのきの箸(約21㎝)と
箸袋セット2膳、子ども箸(約15㎝)
と箸袋セット1膳

［0484］土佐のひのき夫婦箸・子ど
も箸・箸袋セット

17,000円

〔通年〕土佐ひのきの箸(約21㎝)と
箸袋セット2膳、子ども箸(約15㎝)
と箸袋セット1膳

［0468］クジラとどんぐりの塩壷セ
ット

17,000円

〔通年〕幅約90mm×高さ約90mm

［0461］大方町史1冊

17,000円

〔通年〕『大方町史』1冊、2.3kg、
A5サイズ、1460ページ、平成6年2月
発行
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［0457］天日塩付き・土佐の藁焼鰹
たたき1.5kg（4～6本）

17,000円

〔通年〕藁焼鰹たたき1.5㎏(4～6節
)タレ(30ml)1節につき1個、天日塩1
60g

［0449］土佐の藁焼鰹たたき(食べ
きりサイズ）

17,000円

〔通年〕藁焼鰹たたき1.8kg(8～12
節)タレ(30ml)1節につき1個

［0447］土佐藁焼鰹たたきと天然ぶ
りたたき

17,000円

〔通年〕藁焼鰹たたき750g(4～6個)
、天然ぶりたたき750g(5～8個)、タ
レ(30ml)1節につき1個

［0446］黒潮町こだわりの調味料

17,000円

〔通年〕きびなごフィレ70g、かた
くちいわし魚醤100ml、パジルペー
スト60g、きびなご魚醤100ml、きび
なごペースト60g、きびなごレモン1
00ml

［0823］高知県黒潮町産
米津農園のスナップエンドウ　2kg

18,000円

〔期間限定〕スナップエンドウ2kg
、品種：ホルンスナック（つるなし
）、さや長：8cm程度《申込期間》2
018年10月1日～2019年2月28日《発
送期日》2019年1月17日～2019年3月
15日

［0758］高知県黒潮町産　天日干し
ふのり　20g×10袋

18,000円

〔通年〕ふのり(乾燥物)20g×10袋

［0443］isaデニム・ワークエプロ
ン　

18,000円

〔通年〕素材：綿100%、カラー：ダ
ークブルー、糸原産国：日本、サイ
ズ：横幅70cm×総丈79cm、腰ひも85
cm×2本、首ひも71cm、※洗濯可能

［0833］四万十うなぎ缶詰／こだわ
りの詰合せ3缶セット（蒲焼、ひつ
まぶし、アヒージョ）

20,000円

〔通年〕四万十うなぎ蒲焼き×1、
四万十うなぎひつまぶし×1、四万
十うなぎ贅沢アヒ―ジョ×1≪配送
期間≫2018年10月15日～

［0558］黒潮町産黒糖Cコース
黒糖詰合せセット

20,000円

〔期間限定〕琥珀糖折り詰300g×2
個、黒糖コハク1.0kg×1袋、琥珀糖
蜜500g×1瓶《申込期間》2018年10
月1日～2019年3月31日《発送期日》
2018年12月1日～2019年4月10日

［0792］▼災害に備える非常食セッ
ト（発熱材＆トイレ付き）

20,000円

〔通年〕グルメ缶詰6種6缶、アルフ
ァ化米(100g)×4、飲料水500ml×6
、黒潮町産天日塩20g×1、スプーン
×6、ゴミ袋30L×2、発熱材×2、固
定用シール×2、簡易トイレセット
×2、ポケットティッシュ×2

［0803］カネニのじゃこづくし
224

20,000円

〔期間限定〕カチリ150g×2袋、カ
エリ150g×2袋、ちりめん（カタク
チイワシ）250g×4袋《申込期間》2
018年8月1日～2019年5月20日《発送
期日》2018年10月1日～2019年5月31
日

［0801］カネニのカチリとちりめん
のセット（各5袋）お徳用

20,000円

〔期間限定〕カチリ150g×5袋、ち
りめん（カタクチイワシ）250g×5
袋《申込期間》2018年8月1日～2019
年5月20日《発送期日》2018年10月1
日～2019年5月31日
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［0798］カネニのカチリ
150g×10袋　お徳用

20,000円

〔期間限定〕カチリ150g×10袋《申
込期間》2018年8月1日～2019年5月2
0日《発送期日》2018年10月1日～20
19年5月31日

［0793］釜ゆでちりめん
250g×10袋お徳用

20,000円

〔期間限定〕ちりめん（カタクチイ
ワシ）250g×10袋《申込期間》2018
年8月1日～2019年5月20日《発送期
日》2018年10月1日～2019年5月31日

［0791］届いてすぐに食べられる完
熟温室水晶文旦　6玉入り

20,000円

〔期間限定〕1玉500g前後（秀2Lサ
イズ）、6玉入り、便利な皮むき器(
ムッキーちゃん)が1個付《申込期間
》2018年8月1日～2018年11月5日《
発送期日》2018年11月1日～2018年1
1月15日

［0698］ジャパニーズラム酒を愉し
む手作りグラスと缶詰のセット

20,000円

〔通年〕ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾗﾑ龍馬720ml×1(
ｱﾙｺｰﾙ分:32度､酒類:ｽﾋﾟﾘｯﾂ､原材料:
黒糖)、黒糖の濃厚和ｼｮｺﾗ×1、黒潮
ｵｲﾙのﾏｸﾞﾛとｷﾉｺ100g×1、お魚ﾊﾟﾃｸﾞ
ﾘｰﾝﾍﾟｯﾊﾟｰｼﾞｭﾚ×1、ｸﾞﾗｽ×1(ｻｲｽﾞ約
60mm×60mm)

［0641］黒潮の畑からお届け
ジョブなしろグァバセットC

20,000円

〔通年〕ｸﾞｧﾊﾞﾄﾞﾘﾝｸ180ml×4、ｸﾞｧﾊ
ﾞﾄﾞﾘﾝｸ360ml×3、ｸﾞｧﾊﾞｾﾞﾘｰ170g×5
、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰﾘｰﾌ30g×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ﾚﾓ
ﾝｸﾞﾗｽ)30g×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ｸﾞｧﾊﾞ)30g
×1、ｸﾞｧﾊﾞﾃｨｰ(ﾕｽﾞ)30g×1

［0612］吹きガラス体験＆とんぼ玉
づくり体験

20,000円

〔通年〕制作作品：、グラス2個、
とんぼ玉2個、体験時間：約1時間40
分、事業者：海辺のガラス工房kiro
roan

［0463］黒潮町史　１冊

20,000円

〔通年〕数量：1冊、サイズ：A4版6
42ページ、発行：平成29年3月

［0438］isaIB007帆布トートバッグ
〔中〕　ホワイト×レッド

20,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：Ｗ245×Ｄ145×Ｈ285㎜

［0437］isaIB007帆布トートバッグ
〔中〕　ホワイト×オリーブ

20,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：Ｗ245×Ｄ145×Ｈ285㎜

［0436］isaIB007帆布トートバッグ
〔中〕　ホワイト×ネイビー

20,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：Ｗ245×Ｄ145×Ｈ285㎜

［0435］isaIB007帆布トートバッグ
〔中〕　ホワイト×イエロー

20,000円

〔通年〕素材：綿100%、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：Ｗ245×Ｄ145×Ｈ285㎜

［0395］黒潮町季節の菜園Bセット

20,000円

〔通年〕旬の野菜3品目以上(2kg程
度)



39428

高知県　黒潮町

［0567］高級柑橘　温室せとか
秀L品　14個入り

25,000円

〔期間限定〕秀L品14個入（3kg）、
直径75mm程度《申込期間》2018年10
月1日～2019年2月5日《発送期日》2
019年2月中旬～2019年3月上旬

［0394］大方南部の鉄砲百合

25,000円

〔期間限定〕鉄砲百合10本（ひのも
とまたはオランダ産）※種類はお選
び頂けませんので予めご了承下さい
。《申込期間》2018年8月31日～201
9年3月15日《発送期日》2018年11月
中旬～2019年3月下旬

［0393］大方南部のカスミ草

25,000円

〔期間限定〕カスミ草10本《申込期
間》2018年8月31日～2019年3月15日
《発送期日》2018年11月中旬～2019
年3月下旬

［0392］大方南部のグロリオサ

25,000円

〔期間限定〕グロリオサ10本《申込
期間》2018年8月31日～2019年3月15
日《発送期日》2018年11月中旬～20
19年3月下旬

［0391］大方南部のダリア

25,000円

〔期間限定〕ダリア10本《申込期間
》2018年8月31日～2019年3月15日《
発送期日》2018年11月中旬～2019年
3月下旬

［0787］isaマルチラウンドマット
〔ロゴ〕

25,000円

〔通年〕サイズ：直径150cm、カラ
ー：ダークブルー、素材：綿100%(
デニム地)、原産国：日本糸

［0786］isaマルチラウンドマット
〔エスニック〕

25,000円

〔通年〕サイズ：直径150cm、カラ
ー：ダークブルー、素材：綿100%(
デニム地)、原産国：日本糸

［0785］isaマルチラウンドマット
〔SUN〕

25,000円

〔通年〕サイズ：直径150cm、カラ
ー：ダークブルー、素材：綿100%(
デニム地)、原産国：日本糸

［0593］IRECHOKIYA　BOX
〔ホワイト〕

25,000円

〔通年〕重量：5.8kg、サイズ：345
×630×250(mm)※お申込みが集中し
たため、お届けにつきましては11月
中旬以降の出荷予定となります。

［0580］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕　XL

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト80cm、
ヒップ100cm、裾幅69cm、伸縮性な
し、透け感なし、素材：デニム、生
地厚：ライトオンス、生産国：日本
国

［0579］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕　L

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト76cm、
ヒップ96cm、裾幅67cm、伸縮性なし
、透け感なし、素材：デニム、生地
厚：ライトオンス、生産国：日本国

［0578］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕　M

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト72cm、
ヒップ94cm、裾幅65cm、伸縮性なし
、透け感なし、素材：デニム、生地
厚：ライトオンス、生産国：日本国
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［0577］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕　S

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト68cm、
ヒップ90cm、裾幅63cm、伸縮性なし
、透け感なし、素材：デニム、生地
厚：ライトオンス、生産国：日本国

［0576］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕　XL

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト80cm、
ヒップ100cm、裾幅69cm、伸縮性な
し、透け感なし、素材：デニム、生
地厚：ライトオンス、生産国：日本
国

［0575］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕　Ｌ

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト76cm、
ヒップ96cm、裾幅67cm、伸縮性なし
、透け感なし、素材：デニム、生地
厚：ライトオンス、生産国：日本国

［0546］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕　Ｍ

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト72cm、
ヒップ94cm、裾幅65cm、伸縮性なし
、透け感なし、素材：デニム、生地
厚：ライトオンス、生産国：日本国

［0545］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕　S

25,000円

〔通年〕着丈77cm、ウエスト68cm、
ヒップ90cm、裾幅63cm、伸縮性なし
、透け感なし、素材：デニム、生地
厚：ライトオンス、生産国：日本国

［0499］新鮮なカツオで豪快な藁焼
きタタキ体験

25,000円

〔通年〕黒潮一番館(高知県黒潮町)
にて、新鮮なカツオ1本を使って藁
焼きタタキづくりや食事体験のでき
る利用券をお送りします。利用券一
枚につきお二人様までご利用可能。
体験時間は10：00～15：00の間で、
約2時間です(お食事の時間を含む)
。

［0441］isaデニムハーフパンツ
men's　Lサイズ

25,000円

〔通年〕素材：綿100％、カラー：
ネイビー濃紺、サイズ：L〔36イン
チ〕

［0440］isaデニムハーフパンツ
men's　Mサイズ

25,000円

〔通年〕素材：綿100％、カラー：
ネイビー濃紺、サイズ：M〔34イン
チ〕

［0439］isaデニムハーフパンツ
men's　Sサイズ

25,000円

〔通年〕素材：綿100％、カラー：
ネイビー濃紺、サイズ：S〔32イン
チ〕

［0422］いごてつのにがり
18リットル

25,000円

〔通年〕18リットル1個、(バロンボ
ックス入り)、重量：約20kg

［0402］IRECHOKIYA　BOX
（ナチュラル）

25,000円

〔通年〕重量：5.8㎏、サイズ：345
×630×250(mm)※お申込みが集中し
たため、お届けにつきましては11月
中旬以降の出荷予定となります。

［0381］ホエールウォッチング

25,000円

〔通年〕《内容》乗船券(大人1名様
)、クジラのフィギュア(1個)《事業
者》特定非営利活動法人NPO砂浜美
術館
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[0352]IRECHOKIYA　BOX
（ブラック）

25,000円

〔通年〕重量：5.8㎏、サイズ：345
×630×250(mm)※お申込みが集中し
たため、お届けにつきましては11月
中旬以降の出荷予定となります。

[0351]IRECHOKIYA　BOX
（OSB合板）

25,000円

〔通年〕重量：6.0㎏、サイズ：345
×630×250(mm)※お申込みが集中し
たため、お届けにつきましては11月
中旬以降の出荷予定となります。

［0840］高級柑橘　温室せとか
秀3L品　10個入り

30,000円

〔期間限定〕秀3L品10個入（3kg）
、直径95mm程度《申込期間》2018年
10月1日～2019年2月5日《発送期日
》2019年2月中旬～2019年3月上旬

［0839］高級柑橘　温室せとか
秀2L品　12個入り

30,000円

〔期間限定〕秀2L品12個入（3kg）
、直径85mm程度《申込期間》2018年
10月1日～2019年2月5日《発送期日
》2019年2月中旬～2019年3月上旬

［0302］黒潮町天然伊勢海老
1.0kg（2～4尾）

30,000円

〔期間限定〕重量：1.0kg前後、数
量：2～4尾《申込期間》～2019年4
月20日《発送期日》2018年9月20日
～2018年12月25日、2019年1月10日
～2019年4月30日※お申込み際しま
しては、巻末《ご注意事項》を必ず
ご参照ください。

［0307］タビエビの活セット
2.0kg（10尾前後）

30,000円

〔期間限定〕重量：約2.0kg、体長
：15cm前後、数量：10尾前後《申込
期間》～2019年4月20日《発送期日
》2018年9月20日～2018年12月25日
、2019年1月10日～2019年4月30日※
お申込み際しましては、巻末《ご注
意事項》を必ずご参照ください。

［0615］吹きガラス体験ペア券

30,000円

〔通年〕制作作品：グラス2個、体
験時間：約1時間、事業者：海辺の
ガラス工房kiroroan

［0550］黒潮薪
（5箱【計0.2m3】コース）

30,000円

〔通年〕5箱(0.2m3)、0.04m3／箱＝
約16～19kg、※重さにバラツキあり
、薪の長さ：約30cm、箱：465×325
×295mm

［0509］特別栽培メダカ米(玄米)10
kg

30,000円

〔通年〕特別栽培メダカ米(玄米)、
重量：10ｋg、米袋入り

［0508］特別栽培メダカ米(白米)約
10kg

30,000円

〔通年〕特別栽培メダカ米(白米)、
米袋入り、※玄米10ｋgを精米して
お届けします。

［0434］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕　ホワイト×レッド

30,000円

〔通年〕素材：綿100％、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W510×D190×H330㎜

［0433］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕　ホワイト×オリーブ

30,000円

〔通年〕素材：綿100％、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W510×D190×H330㎜
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［0432］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕　ホワイト×ネイビー

30,000円

〔通年〕素材：綿100％、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W510×D190×H330㎜

［0431］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕　ホワイト×イエロー

30,000円

〔通年〕素材：綿100％、倉敷帆布6
号×8号、糸原産国：日本、サイズ
：W510×D190×H330㎜

［0403］黒潮町産　天然蜜蜜セット

30,000円

〔通年〕百花蜜500g×1瓶、珀糖蜜5
00g×1瓶

[0355]びく～アウトドアでもインド
アでも～

30,000円

〔通年〕上部口径φ：200㎜、高さ
：300㎜、底辺：180㎜×100㎜、重
さ：約330g

［0397］大方南部の花束セット（3
種以上）

35,000円

〔期間限定〕おまかせ花束10本セッ
ト《申込期間》2018年8月31日～201
9年3月15日《発送期日》<2018年12
月>と<2019年3月>の限定配送

［0661］IV001　Mensデニムベスト
M

35,000円

〔通年〕Mサイズ、着丈：63cm、身
幅：51cm、肩幅：37cm

［0660］IV001　Mensデニムベスト
L

35,000円

〔通年〕Lサイズ、着丈：66cm、身
幅：53cm、肩幅：39cm

［0501］黒潮町で旬なお食事・宿泊
プラン(1名様　1泊2食付)

35,000円

〔通年〕《宿泊施設》ネスト・ウエ
ストガーデン土佐《食事》旬な和食
膳《お部屋》デラックスツインor海
側和室

［0493］これまでもこれからも大切
に・・・お墓掃除のお手伝い

35,000円

〔通年〕〈作業内容〉墓地1区画分
の、除草作業、墓石洗い(場所など
の条件によっては墓石を拭くのみ)
、榊orしきみをお供え、作業前後の
お写真を郵送させていただきます。
〈作業対象〉黒潮町内の墓地で場所
が明確であること。

［0828］自然食品黒砂糖
600g×6箱（折詰め）

40,000円

〔期間限定〕600g固形折詰×6箱《
申込期間》2018年10月1日2019/03/1
1《申込期間》2018年10月1日～2019
年3月11日《発送期日》2018年12月1
0日～2018年12月27日(※年内配送を
ご希望の方は、12月5日までにお払
込ください)、2019年1月7日～2019
年3月29日

［0811］メイドイン高知の備えセッ
ト「くろしお防災リュック」

40,000円

〔通年〕デニムリュック、パンフレ
ット、飲料水、天日塩、ビスケット
缶、グルメ缶詰、トイレットペーパ
ー、抗ウィルスウェットタオル、カ
ラビナ、ハンドチャージャーライト
、トイレ凝固剤セット、尿とりパッ
ド、軍手、ホイッスル、マスク、レ
スキューシート

［0613］吹きガラス体験＆とんぼ玉
づくり体験　ペア券

40,000円

〔通年〕制作作品：、グラス2個、
とんぼ玉2個、体験時間：約1時間40
分、事業者：海辺のガラス工房kiro
roan



39428

高知県　黒潮町

［0838］四万十うなぎ缶詰（2種×2
個）とグルメ缶詰の詰合せ／16缶セ
ット

50,000円

〔通年〕四万十うなぎ蒲焼き×2、
四万十うなぎひつまぶし×2、カツ
オの和だし生姜煮こごり風×4、ト
マトで煮込んだカツオとキノコ×4
、柚子香るブリトロ大根×2、お魚
のパテグリーンペッパージュレ×2

［0837］▼非常食に最適／栄養バラ
ンスで備える備蓄缶詰／48缶セット
（6種×各8個）

50,000円

〔通年〕2種類のお肉のすき焼き×8
、野菜とひじきのあまから煮×8、
野菜のあまから煮シイラ入り×8、
お魚のパテ×8、つぶつぶコーンと1
0種類の野菜スープ×8、栗ぜんざい
×8

［0539］黒潮町産天然ハマグリ
8年物　〔加熱用〕

50,000円

〔期間限定〕10個前後(2.0kg前後)
、貝殻大：長辺10cm程度《申込期間
》2018年10月1日～2018年11月15日
《発送期日》2018年12月3日～2018
年12月27日※お申込み際しましては
、巻末《ご注意事項》を必ずご参照
ください。

［0789］黒潮町天然伊勢海老
2.0kg（3～7尾）

50,000円

〔期間限定〕重量：2.0kg、数量：3
～7尾《申込期間》～2019年4月20日
《発送期日》2018年9月20日～2018
年12月25日、2019年1月10日～2019
年4月30日※お申込み際しましては
、巻末《ご注意事項》を必ずご参照
ください。

［0790］幻の海老モンパ天然物
1.8㎏（2～4尾）

50,000円

〔期間限定〕重量：1.8kg、数量：2
～4尾《申込期間》～2019年4月20日
《発送期日》2018年9月20日～2018
年12月25日、2019年1月10日～2019
年4月30日※お申込み際しましては
、巻末《ご注意事項》を必ずご参照
ください。

［0619］「ミナモ」シリーズセット

50,000円

〔通年〕トレー(直径21cm)×1枚、
ロックグラス(直径8cm×高さ8cm)×
2個、一輪挿し(高さ16cm)×1個

［0502］ネスト特製お土産付　懐石
料理or洋食ﾃﾞｨﾅｰｺｰｽ料理ﾌﾟﾗﾝ1名様1
泊2食

50,000円

〔通年〕《宿泊施設》ネスト・ウエ
ストガーデン土佐《食事》和食懐石
料理or洋食ディナーコース(ご予約
時にお選びください)《お部屋》デ
ラックスツインor海側和室《お土産
》ハーブソルト&ハーブティー

［0497］完全手づくり竹製の磯かご

50,000円

〔通年〕高さ：23cm、底辺：25cm×
25cm、口径：21cm、容量：約14リッ
トル

［0488］（土日祝）グルメパック

50,000円

〔通年〕宿泊施設：土佐ユートピア
カントリークラブ、ゴルフ：1ラウ
ンド(セルフ)宿泊と食事：1泊、朝
・昼・夕食事付

［0487］（平日）グルメパック

50,000円

〔通年〕宿泊施設：土佐ユートピア
カントリークラブ、ゴルフ：1ラウ
ンド(セルフ)+ボール、宿泊と食事
：1泊、朝・昼・夕食事付

［0473］スツール

50,000円

〔通年〕座面約23×高さ約40cm

［0549］黒潮薪
（10箱【計0.4m3】コース）

55,000円

〔通年〕10箱(0.4m3)、0.04m3／箱
＝約16～19kg、※重さにバラツキあ
り、薪の長さ：約30cm、箱：465×3
25×295mm
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［0478］ふくろう時計

60,000円

〔通年〕材質：土佐ひのき、サイズ
：約20×30×厚さ3cm

［0637］季節の美味しいおかずの頒
布会〔年4回発送〕

65,000円

〔通年〕2月：ぶり藁焼きたたき1.3
kg(タレ付)、5月：初鰹藁焼きたた
き1.2kg(タレ付)、8月：お魚のフラ
イと唐揚げのセット10種（未調理)2
.0kg11月：お惣菜セット8種類(調理
済)1.3kg

［0474］土佐ひのきの子ども椅子

65,000円

〔通年〕土佐ヒノキの子ども椅子、
座面：27cm×25cm、高さ：約46cm

［0829］自然食品黒砂糖
600g×12箱（折詰め）

70,000円

〔期間限定〕600g固形折詰×12箱《
申込期間》2018年10月1日～2019年3
月11日《発送期日》2018年12月10日
～2018年12月27日(※年内配送をご
希望の方は、12月5日までにお払込
ください)、2019年1月7日～2019年3
月29日

［0475］自然枝のランプシェード

80,000円

〔通年〕高さ：約50～60cm、幅：約
40～50cm、※自然枝なので一様では
ありません

［0401］カントリー調おままごとキ
ッチン

80,000円

〔通年〕本体：H785×W605×D285mm
、コンロ台までの高さ：約40cm本体
重量：10kg、※お申込みが集中した
ため、お届けにつきましては11月中
旬以降の出荷予定となります。

［0503］黒潮町の恵み懐石プラン
2名様　1泊2食付

85,000円

〔通年〕《宿泊施設》ネスト・ウエ
ストガーデン土佐《食事》黒潮町の
恵み懐石《お部屋》デラックスツイ
ンor海側和室

［0498］完全手づくりの竹製バスケ
ット

85,000円

〔通年〕サイズ：25cm×30cm×さ20
cm、容量：約15L、自重：約760g

［0476］おもちゃ箱

95,000円

〔通年〕幅20×長さ40×高さ24cm

［0809］黒潮町天然伊勢海老
特大4.0kg（3～5尾）

100,000円

〔期間限定〕重量：4.0kg、数量：3
～5尾《申込期間》～2019年4月20日
《発送期日》2018年9月20日～2018
年12月25日、2019年1月10日～2019
年4月30日※お申込み際しましては
、巻末《ご注意事項》を必ずご参照
ください。

［0655］土佐寒蘭（豊雪)

100,000円

〔通年〕葉長約70cm、芽数5株、状
態：成木

［0620］「水の環」シリーズセット

100,000円

〔通年〕ﾎﾞｳﾙM(径18cm×高8cm)×1
、ﾎﾞｳﾙＳ(径13cm×高6cm)×2、ﾋﾟﾙｽ
ﾅｰ(径7cm×高13.5cm)×2ﾛｯｸｸﾞﾗｽ(径
8cm×高8cm)×2、ﾍﾟｰﾊﾟｰｳｪｲﾄ一輪挿
し(径9cm)×1
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［0548］黒潮薪　（分割便
20箱×2ヵ月【計1.6m3】コース）

200,000円

〔通年〕40箱(1.6m3)、0.04m3／箱
＝約16～19kg、※重さにバラツキあ
り、薪の長さ：約30cm、箱：465×3
25×295mm

［0547］黒潮薪(20箱【計0.8m3】コ
ース)

110,000円

〔通年〕20箱(0.8m3)、0.04m3／箱
＝約16～19kg、※重さにバラツキあ
り、薪の長さ：約30cm、箱：465×3
25×295mm

［0779］天然和紙行灯「満月」

120,000円

〔通年〕黒潮町産和紙の行灯、サイ
ズ：25×25×64cm、白熱電球40ワッ
ト付き、重量：約1kg、組み立て式
（組立時間5～10分程度／工具不要
）

［0400］カントリー調おままごとキ
ッチン(オーブン付き)

120,000円

〔通年〕本体：H785×W605×D300mm
、コンロ台までの高さ：約40cm本体
重量：12kg、※お申込みが集中した
ため、お届けにつきましては11月中
旬以降の出荷予定となります。

［0552］黒潮薪　（薪定期便
5箱×5ヵ月【計1.0m3】コース）

130,000円

〔期間限定〕5箱×5ヵ月間（1.0m3)
、※0.04m3/箱=約15～18kg、薪の長
さ：約30cm、ダンボール（465×325
×295mm）《申込期間》2018年5月25
日～2018年10月30日《発送期日》20
18年11月1日～2019年3月31日

［0382］ホエールウォッチング（貸
し切り）

170,000円

〔通年〕《内容》乗船券(大人8名様
分)、ウォッチングガイド(1名)《事
業者》特定非営利活動法人NPO砂浜
美術館

［0810］黒潮町天然伊勢海老
特大9.0kg（7～15尾）

200,000円

〔期間限定〕重量：9.0kg、数量：7
～15尾《申込期間》～2019年4月20
日《発送期日》2018年9月20日～201
8年12月25日、2019年1月10日～2019
年4月30日※お申込み際しましては
、巻末《ご注意事項》を必ずご参照
ください。

［0419］３．０ｍカツオのぼりの川
渡しお子様の名前入りオリジナル

250,000円

〔期間限定〕長さ3.0m×口径φ26cm
、名前を染め込んだオリジナルカツ
オのぼりをお作りし、川渡しイベン
トにて期間中掲示したのち、その状
況を収めた画像等を同封しお届けし
ます。《申込期間》2018年10月1日
～2018年12月31日《発送期日》2019
年5月21日～2019年5月31日

［0553］黒潮薪　（薪定期便
10箱×5ヵ月【計2.0m3】コース）

250,000円

〔期間限定〕10箱×5ヵ月間（2.0m3
)、※0.04m3月箱=約15～18kg、薪の
長さ：約30cm、ダンボール（465×3
25×295mm）《申込期間》2018年5月
25日～2018年10月30日《発送期日》
2018年11月1日～2019年3月31日

［0420］５．０ｍカツオのぼりの川
渡しお子様の名前入りオリジナル

300,000円

〔期間限定〕長さ5.0m×口径φ39cm
、名前を染め込んだオリジナルカツ
オのぼりをお作りし、川渡しイベン
トにて期間中掲示したのち、その状
況を収めた画像等を同封しお届けし
ます。《申込期間》2018年10月1日
～2018年12月31日《発送期日》2019
年5月21日～2019年5月31日
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《ご注意事項》

◆ 伊勢海老・タビエビ・モンパ のお申込につきまして

※12月 25日までの年内配送をご希望の場合、12月 7日までのお払込みが必要です。そのた

め、11月 30日までに申込書をご送付ください(必着) 。

※上記以外のご入金分は、発送が 1月 10日以降となりますのでご了承ください。

※生きたままの状態でお届けするため、発送期日を参照のうえ受取可能な日時を申込書に必ず

ご記入ください。ただし、時間指定については配送の都合上、14時以降でご指定ください。

※市場休業のため、日曜日のお届け（土曜日発送）はできません。

※天候及び水揚げ状況により、ご指定日にお手配できない場合がありますことをご了承くださ

い。

※お手配できない場合は、事業者からご連絡差し上げ、あらたなお届け日をお伺いしますの

で、日中ご連絡のつく電話番号を申込書にご記入ください。

◆ 天然ハマグリ のお申込につきまして

※12月 3日までのお払込みが必要です。そのため、11月 15日までに申込書をご送付ください

(必着) 。

※天地無用。配送用箱の上蓋にはあらかじめ通気用の穴を開けています。中の海水が出るおそ

れがありますので取り扱いにはご注意ください。

※生鮮品ですので、北海道、東北、沖縄、九州の一部、離島及び発送日の翌日に到着できない地

域へはお届けできません。

※生きたままの状態でお届けするため、発送期日を参照のうえ受取可能な日時を申込書に必ず

ご記入ください。ただし、時間指定については配送の都合上、14時以降でご指定ください。

※市場休業のため、日曜日のお届け（土曜日発送）はできません。

※ハマグリは、素潜り漁による採捕ですので、天候等の影響により、ご指定日にお手配できない

場合がありますことをご了承ください。

※お手配できない場合は、事業者からご連絡差し上げ、あらたなお届け日をお伺いしますので、

日中ご連絡のつく電話番号をご入力ください。

【お問い合わせ】 〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野 5893 番地

 黒潮町役場 産業推進室 産業推進係  ふるさと納税担当 

 TEL：（0880）43-2113 ／ FAX：（0880）43-2060 ／ Mail：50101040@town.kuroshio.lg.jp


