ふるさとチョイス

高知県 越知町
ふるさと納税お礼の品一覧

【0.5kg】青実山椒（枝付）初期物

【1kg】青実山椒（枝付）初期物

8,000円

土佐小夏（約3kg）

15,000円

青実（生）山椒
500g×1箱（0.5kg）

青実（生）山椒

黄金柑（約3kg）

吟醸酒「越知」

500g×2箱（1kg）

10,000円

土佐小夏（約5㎏）

10,000円
土佐小夏

約３kg

土佐小夏

【冷凍】寺岡商会の養殖あめご

6,000円

15,000円
約5kg

土佐あかうし（約300g）

10,000円

11,000円

黄金柑約3kg

1本（720ml）

約500g（約１0匹、17㎝前後）

土佐あかうし（約３００ｇ）※スラ
イス肉でのお届けです。部位の指定
はできません。

土佐あかうし（約500g）

土佐和牛（約300g）

土佐和牛（約500g）

越知町産季節の野菜セット（年1回
発送）

18,000円
土佐あかうし（約500g）※スライス
肉でのお届けです。部位の指定はで
きません。

このカタログに掲載されている情報は 2021 年

11,000円
土佐和牛（約３００ｇ）※スライス
肉でのお届けです。部位の指定はで
きません。
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18,000円
土佐和牛 （約５００g）※スライ
ス肉でのお届けです。部位の指定は
できません。

8,000円
越知町産季節の野菜約10品

月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

越知町産季節の野菜セット（年2回
発送）

越知町産季節の野菜セット（年3回
発送）

16,000円

越知町産季節の野菜セット（年4回
発送）

24,000円

32,000円

あまがえる農園のやさいセットM（
栽培期間中農薬・化学肥料不使用）

7,000円

越知町産季節の野菜
1回あたり約10品

越知町産季節の野菜
1回あたり約10品

越知町産季節の野菜
1回あたり約10品

あまがえる農園の野菜５～７品の詰
合せと小麦粉500ｇ

あまがえる農園のやさいセットL（
栽培期間中農薬・化学肥料不使用）

季節の”さんさん”ピザ（冷凍）

こだわりの”さんさん”おまかせパ
ンセット【約3～5種類】(冷凍)

こだわりの”さんさん”おまかせパ
ンセット【約6～10種類】（冷凍）

10,000円

6,000円

5,000円

10,000円

あまがえる農園の野菜７～１０品の
詰合せと小麦粉500ｇ

季節に合わせたお任せピザ：直径約
25㎝×1枚※具材の指定はできませ
ん。予めご了承ください。

おまかせパンセット：約３～５種類
（掲載写真はイメージです）※パン
は選べません。予めご了承ください
。

おまかせパンセット：約６～１０種
類（掲載写真はイメージです）※パ
ンの種類は選べません。予めご了承
ください。

食べだしたら止まらない！おいしい
芋けんぴセット

柑橘ドリンクと芋けんぴのセット

柑橘ゼリーと芋けんぴのセット

柑橘ドリンクと芋けんぴのたっぷり
セット

5,000円
徳用芋けんぴうす塩芋けんぴ海洋深
層水いもけんぴ黒糖芋けんぴ（巾着
）
各１袋海洋深層水いもチップ
2袋

このカタログに掲載されている情報は

5,000円
ゆずドリンク×１小夏ドリンク×1
ぶんたんドリンク×１
徳用うす
塩芋けんぴ海洋深層水ケンピ海洋深
層水チップ
各1袋

5,000円
ぶんたんゼリー小夏っ娘ゼリーゆず
ゼリー
各1個徳用うす塩芋け
んぴ海洋深層水ケンピ海洋深層水チ
ップ
各１袋

10,000円
ゆずドリンク小夏ドリンクぶんたん
ドリンク
各2本うす塩けんぴ海
洋深層水芋チップ芋けんぴ（巾着）
芋チップ（巾着） 黒糖芋けんぴ（
巾着）各1袋海洋深層水芋ケンピ
2袋

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

柑橘ドリンク（3種類×各4本）

柑橘ドリンク（3種類×各8本）

10,000円

小夏・土佐文旦果汁飲料2本入ギフ
ト

20,000円

仁淀ブルーの恵み
「おち米」 5kg

稲木干し

18,000円

9,000円

土佐文旦：4本小夏：4本ゆず：4本
計12本

土佐文旦：8本小夏：8本ゆず：8本
計24本

小夏果汁飲料720ml×1本、土佐文旦
果汁飲料720ml×1本

越知町産お米5kg（5kg×1袋）

越知町産自然いっぱいで育った【早
生米】5kg

仁淀ブルーの恵み「おち米」5kg

仁淀ブルーの恵み「おち米」5kg（
香り米ブレンド）

【奇跡の清流仁淀川】水系の上質な
お茶「お茶姫ちゃん」

9,000円

9,000円

9,000円

8,000円

越知町産早生米「精米」5kg（5kg×
1袋）

越知町産お米5kg

越知町産お米5kg（5kg×1袋）

ペットボトル500ml×24本入り
１箱

香り高いお茶セット（S）

香り高いお茶セット（R）

香り高いお茶セット（L）

お漬物セット（3種類）

7,000円
ほうじ茶（ティーバッグ）60g（3g
×20袋）煎茶（ティーバッグ）85g
（5g×17袋）親子茶170ｇ×２

このカタログに掲載されている情報は

10,000円
ほうじ茶 80g煎茶 100g親子茶 1
70gほうじ茶（ティーバッグ）60g（
3g×20袋）煎茶（ティーバッグ）85
g（5g×17袋）

15,000円
ほうじ茶 80g ２セットほうじ茶
（ティーバッグ）60g（3g×20袋）2
セット煎茶 100g煎茶（ティーバッ
グ）85g（5g×17袋）親子茶 170g
2セット粉茶 200g

7,000円
３種類の漬け物の詰め合わせ

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

お漬物セット（5～6種類）

お漬物セット（9～10種類）

11,000円

しば漬（3袋）

18,000円

7,000円

５～６種類の漬け物の詰め合わせ

9～10種類の漬け物の詰め合わせ

しば漬

しば漬（10袋）

越知町産はちみつ

越知町産はちみつ（２本）

18,000円
しば漬

165g×10袋

かんきつジャム24個セット

このカタログに掲載されている情報は

１６５g×３袋

14,000円

11,000円
しば漬

165g×5袋

かんきつジャム6個セット

27,000円

9,000円

はちみつ500g×1本

はちみつ500g×2本

ぶんたんジャム200g×2個小夏ジャ
ム200g×2個ゆずジャム200g×2個

文旦ジャム

文旦ジャム

ゆずジャム

6個セット

35,000円
ぶんたんジャム200g×8個小夏ジャ
ム200g×8個ゆずジャム200g×8個

しば漬（5袋）

24個セット

9,000円
文旦ジャム

200g×6個

6個セット

35,000円
文旦ジャム

200g×24個

9,000円
ゆずジャム

200g×6個

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

ゆずジャム

24個セット

小夏ジャム

6個セット

35,000円
ゆずジャム

200g×24個

9,000円
小夏ジャム

文旦ドレッシング・とさぽん24本セ
ット

果肉入り文旦ドレッシング4本セッ
ト

200g×6個

食卓用調味料セット

52,000円

文旦ドレッシング・とさぽん4本セ
ット

9,000円

9,000円

果肉入り文旦ドレッシング300ml×4
本

果肉入り文旦ドレッシング300ml×2
本、とさぽん300ml×2本

越知の山椒のタレ

満天の星空！ゲストハウス縁-en宿泊券

12,000円

5,000円

17,000円

果肉入り文旦ドレッシング300ml×1
2本とさぽん300ml×12本

柚子果汁70ml×1本直七果汁70ml×1
本果肉入り文旦ドレッシング300ml
×1本とさぽん300ml×1本文旦ジャ
ム200g×1個小夏ジャム200g×1個ゆ
ずジジャム200g×1個

山椒のタレ２３０ｇ×２本

宿泊１人分（１泊）

満天の星空！ゲストハウス縁-en宿泊券（2枚）

満天の星空！ゲストハウス縁-en宿泊券（3枚）

満天の星空！ゲストハウス縁-en宿泊券（4枚）

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券

34,000円
宿泊２人分（１泊）

このカタログに掲載されている情報は

51,000円
宿泊３人分（１泊）

67,000円
宿泊４人分（１泊）

14,000円
宿泊券1枚（宿泊券対象者：高校生
以上 ※中学生以下は宿泊の際に現
地でお支払いください）

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券(2枚)

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券(3枚)

28,000円

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券(4枚)

42,000円

胡蝶蘭（造花）

55,000円

14,000円

宿泊券2枚（宿泊券対象者：高校生
以上 ※中学生以下の方は宿泊の際
に現地でお支払いください）

宿泊券3枚（宿泊券対象者：高校生
以上 ※中学生以下の方は宿泊の際
に現地でお支払いください）

宿泊券4枚（宿泊券対象者：高校生
以上 ※中学生以下の方は宿泊の際
に現地でお支払いください）

胡蝶蘭(造花)H55cmW30cm

カラーリリー（造花）

ローズフラワーアレンジ（赤）（造
花）

ローズフラワーアレンジ（ピンク）
（造花）

アイビー（造花）

28,000円

17,000円

17,000円

37,000円

カラーリリー（５５ｃｍ）（造花）

ローズフラワーアレンジH22cmW22cm
（造花）

ローズフラワーアレンジH22cmW22cm
（造花）

アイビー（造花）
W60ｃｍ

ポトス（造花）

ストレチア（造花）

ベンジャミン（造花）

シェフレラ（造花）

37,000円
ポトス（造花）
W40ｃｍ

H60ｃｍ

このカタログに掲載されている情報は

37,000円
ストレチアH110cmW62cm（造花）

37,000円
ベンジャミンH120cmW50cm（造花）

H40ｃｍ

88,000円
シェフレラ H160cm
W60cm（造花）

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

トネリコ（造花）

サンセベリア（造花）

92,000円
トネリコ

H150cm

W60cm（造花）

盆栽【A】（造花）

盆栽キット（小）

89,000円

盆栽キット（大）

15,000円

40,000円

サンセベリア（１００ｃｍ）

盆栽キット‐内容-苔マット1枚ボン
ド1つ仁淀川流域の石1，2個道具2本
松1本鉢1鉢※石、鉢、松は選べませ
ん。ご了承ください。ご自身で用意
いただくものはさみまたはペンチペ
ージ内に製作動画を掲載しておりま
す。

盆栽キット‐内容-苔マット1枚ボン
ド1つ仁淀川流域の石1，2個道具2本
松1本鉢1鉢※石、鉢、松は選べませ
ん。ご了承ください。ご自身で用意
いただくものはさみまたはペンチペ
ージ内に製作動画を掲載しておりま
す。

盆栽【B】（造花）

盆栽【C】（造花）

盆栽【D】（造花）

10,000円

55,000円

100,000円

450,000円

18×13鉢種類：陶器

32×30×21鉢種類：陶器

39×44×33鉢種類：陶器

59×53×50鉢種類：陶器

ミニ桜盆栽

桜盆栽

春にピッタリ！吉野桜3本立（造花
）

防災グッズ
タスカルグリーン（造花）

16,000円
ミニ桜盆栽

H17㎝

このカタログに掲載されている情報は

20,000円
桜盆栽H28cm

183,000円
H175ｃｍ（造花）

200,000円
防災グッズ
タスカルグリーン（造花）
H170ｃｍ

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

壁掛けアレンジ（造花）

ちりめん門松（鶴）

184,000円
壁掛けアレンジ（造花）
W100cm 約10kg

H100cm

大工さん手作りの檜イス（2脚）

72,000円

ちりめん門松（俵）

26,000円

大工さん手作りの檜イス

26,000円

36,000円

H38㎝ W15㎝ D13㎝手作りのため
、布地カットにより柄など写真と異
なる場合があります。尚、付属品は
製作の都合上予告なく仕様変更が行
われる場合がありますのでご了承く
ださい。

H38㎝ W15㎝ D13㎝手作りのため
、布地カットにより柄など写真と異
なる場合があります。尚、付属品は
製作の都合上予告なく仕様変更が行
われる場合がありますのでご了承く
ださい。

ナチュラル、ウォルナット（濃い茶
褐色）、チェリー（オレンジがかっ
た茶色）各５５ｃｍ×３５ｃｍ（申
し込み時に備考欄にご希望の色を記
入してください。）材質：檜※椅子
の脚はH55cm以下であれば調整可能
です。

大工さん手作りの檜イス（3脚）

大工さん手作りの檜イス（4脚）

大工さん手作りの檜ベンチ

108,000円

144,000円

163,000円

檜イス２脚ナチュラル、ウォルナッ
ト（濃い茶褐色）、チェリー（オレ
ンジがかった茶色）各５５ｃｍ×３
５ｃｍ（申し込み時に備考欄にご希
望の色を記入してください。）※椅
子の脚はH55cm以下であれば調整可
能です。

檜イス3脚ナチュラル、ウォルナッ
ト（濃い茶褐色）、チェリー（オレ
ンジがかった茶色）各５５ｃｍ×３
５ｃｍ（申し込み時に備考欄にご希
望の色を記入してください。）※椅
子の脚はH55cm以下であれば調整可
能です。

檜イス4脚ナチュラル、ウォルナッ
ト（濃い茶褐色）、チェリー（オレ
ンジがかった茶色）各５５ｃｍ×３
５ｃｍ（申し込み時に備考欄にご希
望の色を記入してください。）※椅
子の脚はH55cm以下であれば調整可
能です。

高さ：51.5cmよこ：1m49cmたて：45
.5cm

大工さん手作りの昔ながらの火鉢

大工さん手作りのミニテーブル

大工さん手作りの檜まな板（60cm）

大工さん手作りの檜まな板（40cm）

367,000円
火鉢（84cm×54cm、高さ33cm）、火
箸1組、五徳1個、炭1kg、砂・灰の
セット色はウォルナットウレタン仕
上げ天場は蓋付きです。（※写真の
徳利、お猪口は付いていません）

このカタログに掲載されている情報は

63,000円
天板：45.5cm×69.5cm脚部分：36cm
×36cm高さ70cm（脚の高さは変更で
きます。）色：ウォルナットウレタ
ン仕上げ注：2019年10月より足の造
りを変更いたしました。

21,000円
長さ60cm×幅26cm×厚さ2.8cm

16,000円
長さ40cm×23.5cm×厚さ2.8cm

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

大工さん手作りの卓上ボックス（小
）

大工さん手作りの卓上ボックス（大
）

20,000円

24,000円

大工さん手作りのめだか池

ちびジローセット

40,000円

5,000円

W290㎝ D200㎝
H265㎝色：ナチュラル材質：杉

W325㎝ D255㎝
H290㎝色：ウォルナット材質：杉

W740mm D600mm H235mm
プラスチック製トロ舟
：30リットル W610mm D465mm H1
90mm材質：杉注：使用していくうち
に色が薄くなります。特に雨にぬれ
たままだと色あせが早まります。

よコジローフィギアストラップ×１
、よコジローボールペン×１、よコ
ジロークッキー3枚入り×１

とってもかわいい！「よコジロー」
グッズセット

「よコジロー」デラックス

オリジナル手ぬぐい（3種類）

おちのあづま袋「ヨコグラツクバネ
」

10,000円

20,000円

8,000円

5,000円

よコジローミニバッグ×１（H20×W
30×D10）よコジロークッキー（３
枚入）×１よコジローぬいぐるみス
トラップ×１よコジローボールペン
×１よコジローメモ帳×１

よコジローぬいぐるみストラップ×
１よコジロートートバッグ×１よこ
ジロー缶バッジ×１よこジローボー
ルペン×１よコジロークッキー（8
枚入）×１よコジロー手作りバッジ
×１よコジロー巾着袋×１よコジロ
ーメモ帳×１

≪手ぬぐい≫おち駅ヨコグラツクバ
ネコスモス
各１枚

H：約40㎝w：約40㎝ （手作りです
ので、サイズのズレがあることがご
ざいます。ご了承ください。）

おちのあづま袋「観光物産館
おち駅」

「これ、おちちょう」エコバッグ

「このへん、おちちょう」エコバッ
グ

「おちちょう、このへん」エコバッ
ク

5,000円
H：約40㎝w：約40㎝ （手作りです
ので、サイズのズレがあることがご
ざいます。ご了承ください。）

このカタログに掲載されている情報は

5,000円
色：ネイビー約H39.5×W32×D14持
ち手の長さ約27㎝

5,000円
色：生成り約H39.5×W32×D14持ち
手の長さ約27㎝

5,000円
色：ブラック約H39.5×W32×D14持
ち手の長さ約27㎝

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

高知県

越知町

ふるさと納税お礼の品一覧

おち駅Ｔシャツ【Black】

おち駅Ｔシャツ【Navy】

9,000円
サイズL、XL※申し込み時に備考欄
にご希望のサイズを記入してくださ
い。

このカタログに掲載されている情報は
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越知町ふるさとセットA

9,000円
サイズL、XL※申し込み時に備考欄
にご希望のサイズを記入してくださ
い。

越知町ふるさとセットB

15,000円
越知町ふるさとセットA

25,000円
越知町ふるさとセットB

2021年 03月 24 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

