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【リピーター続出】土佐文旦（約3k
g）

10,000円

さっぱりとした甘さに爽やかな酸味
とほろ苦さが特徴の文旦（ぶんたん
）。高知名物の柑橘として、一口食
べたらクセになると、毎年大人気の
お礼の品です！ご家族皆さまでお召
し上がりいただくのももちろん、数
週間の保存（※1）が可能なのでお
一人暮らしの方にもおすすめ…

【リピーター続出】土佐文旦（約5k
g）

15,000円

さっぱりとした甘さに爽やかな酸味
とほろ苦さが特徴の文旦（ぶんたん
）。高知名物の柑橘として、一口食
べたらクセになると、毎年大人気の
お礼の品です！ご家族皆さまでお召
し上がりいただくのももちろん、数
週間の保存（※1）が可能なのでお
一人暮らしの方にもおすすめ…

【リピーター続出】土佐文旦（約10
kg）

30,000円

さっぱりとした甘さに爽やかな酸味
とほろ苦さが特徴の文旦（ぶんたん
）。高知名物の柑橘として、一口食
べたらクセになると、毎年大人気の
お礼の品です！ご家族皆さまでお召
し上がりいただくのももちろん、数
週間の保存（※1）が可能なのでお
一人暮らしの方にもおすすめ…

吟醸酒「越知」

6,000円

越知のお酒できました！！「吟醸酒
　越知」の仕込水は豊富に湧き出る
清流仁淀川水流の伏流水を使用して
います。果実のような吟醸香を持ち
、軽怪で爽やかな味わいと後口のキ
レの良さが特徴です。その心地好い
飲みやすさは、料理の味を邪魔しな
い、食中酒としてお楽しみ…

【先行予約】高知県仁淀川の天然鮎
約600ｇ

20,000円

2020年お届け分　受付開始！全国ト
ップクラスを誇る水質の仁淀川で育
った天然鮎。シーズン中に何度もリ
ピートしてくださる方も多いほど大
人気です。若手のトーナメンターや
経験豊富な友釣り師が「友釣り」と
呼ばれる「おとりの鮎を使って釣る
」という釣法と、玉しゃく…

高知県仁淀川の天然鮎（冷凍）約50
0ｇ

19,000円

全国トップクラスを誇る仁淀川の水
質で育った天然鮎。シーズン中に何
度もリピートしてくださる方も多い
ほど大人気です。釣りたての鮎を急
速冷凍し、鮮度を保ったままお届け
します。冷凍ですので、お好きなタ
イミングでお召し上がりいただけま
す。また、レシピもお付け…

高知県仁淀川の天然鮎（冷凍）約1k
g

38,000円

全国トップクラスを誇る仁淀川の水
質で育った天然鮎。シーズン中に何
度もリピートしてくださる方も多い
ほど大人気です。釣りたての鮎を急
速冷凍し、鮮度を保ったままお届け
します。冷凍ですので、お好きなタ
イミングでお召し上がりいただけま
す。また、レシピもお付け…

季節の”さんさん”ピザ（冷凍）

6,000円

季節に合わせた、越知町の食材で作
るこだわりのピザ。その時々の旬な
食材を乗せるので、どんなピザが届
くかはお楽しみ！！お水や、小麦、
食材にこだわりを持って作っていま
す。【容量】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…

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）

5,000円

「安心して美味しいものを食べてほ
しい」とこだわりの食材を使って作
る”さんさん”のパン。おまかせで
約３～５種類のパンをお届けします
。豊かな自然が育んだ四季折々のオ
リジナルパンも地元の人に大人気で
す。【容量】おまかせパンセット：
約３～５種類（掲載写真はイ…

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

「安心して美味しいものを食べてほ
しい」とこだわりの食材を使って作
る”さんさん”のパン。おまかせで
約５～７種類のパンをお届けします
。豊かな自然が育んだ四季折々のオ
リジナルパンも地元の人に大人気で
す。【容量】おまかせパンセット：
約５～７種類（掲載写真はイ…

越知町産季節の野菜セット（年1回
発送）

8,000円

旬の時期に合わせた、季節の越知町
産野菜の詰め合わせセットです。春
はキャベツや玉ねぎ、夏はキュウリ
やピーマン、秋はなすや人参、冬は
大根やさつまいもなど季節の野菜を
年１回お届けします。【容量】越知
町産季節の野菜約10品

越知町産季節の野菜セット（年2回
発送）

16,000円

旬の時期に合わせた、季節の越知町
産野菜の詰め合わせセットです。春
はキャベツや玉ねぎ、夏はキュウリ
やピーマン、秋はなすや人参、冬は
大根やさつまいもなど季節の野菜を
年2回お届けします。【容量】越知
町産季節の野菜　1回あたり約10品
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越知町産季節の野菜セット（年3回
発送）

24,000円

旬の時期に合わせた、季節の越知町
産野菜の詰め合わせセットです。春
はキャベツや玉ねぎ、夏はキュウリ
やピーマン、秋はなすや人参、冬は
大根やさつまいもなど季節の野菜を
年3回お届けします。【容量】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セット（年4回
発送）

32,000円

旬の時期に合わせた、季節の越知町
産野菜の詰め合わせセットです。春
はキャベツや玉ねぎ、夏はキュウリ
やピーマン、秋はなすや人参、冬は
大根やさつまいもなど季節の野菜を
年4回お届けします。【容量】越知
町産季節の野菜　1回あたり約10品

食べだしたら止まらない！おいしい
芋けんぴセット

5,000円

国内産のさつま芋の味が生かされた
芋けんぴで、一度食べたらやめられ
ないおいしさが子どもから大人まで
大人気の商品です。【容量】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

柑橘ドリンクと芋けんぴのセット

5,000円

子どもから大人まで大人気の食べだ
したら止まらない！芋けんぴ。農薬
を使わず育てた果汁のさっぱり柑橘
系のジュース。この二つをセットに
してお届けいたします。【容量】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

【予約受付】柑橘ゼリーと芋けんぴ
のセット

5,000円

子どもから大人まで大人気の食べだ
したら止まらない！芋けんぴ！この
芋けんぴと農薬を使わず作った小夏
、ゆず、文旦の果汁を使ったシンプ
ルなゼリーをセットにしてお届けし
ます。冷たく冷やしてお召し上がり
いただくのがオススメです。【容量
】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

柑橘ドリンクと芋けんぴのたっぷり
セット

10,000円

子どもから大人まで大人気の食べだ
したら止まらない！芋けんぴ。農薬
を使わず育てた果汁のさっぱり柑橘
系のジュース。この二つをセットに
してお届けいたします。【容量】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

【予約受付】柑橘ドリンク＆柑橘ゼ
リーと芋けんぴのどっぷりセット

15,000円

子どもから大人まで大人気の食べだ
したら止まらない！芋けんぴ。農薬
を使わず育てた果汁のさっぱり柑橘
系のジュース。農薬を使わず作った
小夏、ゆず、文旦の果汁を使ったシ
ンプルなゼリーこの３つをセットに
してお届けいたします。沢山入った
楽しいセットです。【容量】ゆずド
リンク小夏ドリンクぶんたんドリン
ク　　各２本ぶんたんゼリー小夏ゼ
リーゆずゼリー　　　
各２個ゆず芋けんぴうす…

【予約受付】柑橘ドリンク・ゼリー
セット

9,000円

仁淀川水系で育てられた土佐文旦・
小夏・ゆずを使った、すっきり、さ
っぱりな味わいを楽しめるドリンク
とゼリーのセットです。人工甘味料
・保存料・着色料・ゲル化剤などは
使用していません。【容量】ぶんた
んドリンク、小夏ドリンク、ゆずド
リンク160ml×各2本ぶんたんゼリー
、小夏っ娘ゼリー、ゆずゼリー100g
×各2個

【予約受付】ゼリー12個セット、飲
むジュレ9個セット

18,000円

キリッと冷やしておいしいシンプル
なゼリー。寒天独特のやわらかな歯
ざわりでお子様からご年配の方まで
おいしくいただけます。飲むジュレ
は寒天の不思議な食感が特徴の、国
産原料にこだわった飲むジュレ。忙
しい朝やおやつにぜひ苦味、香り、
辛み、甘味の個性豊かな4つの味を
お楽しみください。【容量】ぶんた
んゼリー、小夏っ娘ゼリー、ゆずゼ
リー、100g×12個入りセット飲む土
佐文旦ジュレ×５…

土佐あかうし（約300g）

11,000円

濃厚な旨みと甘みがあり赤身とサシ
のバランスの良さは絶品です。数量
限定ですので、ぜひこの機会にご家
庭でおいしい土佐あかうしをご賞味
ください。【容量】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）

18,000円

濃厚な旨みと甘みがあり赤身とサシ
のバランスの良さは絶品です。数量
限定ですので、ぜひこの機会にご家
庭でおいしい土佐あかうしをご賞味
ください。【容量】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。

土佐和牛（約300g）

11,000円

土佐あかうしだけではなく、土佐和
牛（黒毛）も、あかうしに勝るとも
劣らないおいしさ抜群の和牛です。
この土佐和牛を直売している松田精
肉店さんは、自ら越知町に流れる清
流仁淀川の河畔で丁寧に育ています
。【容量】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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土佐和牛（約500g）

18,000円

土佐あかうしだけではなく、土佐和
牛（黒毛）も、あかうしに勝るとも
劣らないおいしさ抜群の和牛です。
この土佐和牛を直売している松田精
肉店さんは、自ら越知町に流れる清
流仁淀川の河畔で丁寧に育ています
。【容量】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。

仁淀ブルーの恵み　稲木干し
「おち米」　5kg

9,000円

30件限定！！水質日本一に選ばれた
奇跡の清流仁淀川流域のきれいな水
、そして南国高知の光をたくさん浴
び、自然いっぱいの越知町で育った
お米を、今では少なくなった昔なが
らの乾燥方法、稲木で仕上げました
。じっくり自然の光で乾燥させるこ
とにより、うま味が凝縮されたお米
になります。そんなちょっと特別な
おち米だから希少価値が高く、受付
できるのはチョイス限定！一味違っ
たおち米の香…

仁淀ブルーの恵み　稲木干し
「おち米」　10㎏

17,000円

15件限定！水質日本一に選ばれた奇
跡の清流仁淀川流域のきれいな水、
そして南国高知の光をたくさん浴び
、自然いっぱいの越知町で育ったお
米を、今では少なくなった昔ながら
の乾燥方法、稲木で仕上げました。
じっくり自然の光で乾燥させること
により、うま味が凝縮されたお米に
なります。そんなちょっと特別なお
ち米だから希少価値が高く、受付で
きるのはチョイス限定！一味違った
おち米の香り…

仁淀ブルーの恵み「おち米」3kg

6,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。全てを色彩選別機
に通したきれいなお米をお送りしま
す。おち米の香りと味をご賞味くだ
さい。【容量】越知町産お米3kg（3
kg×1袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」5kg

9,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。全てを色彩選別機
に通したきれいなお米をお送りしま
す。おち米の香りと味をご賞味くだ
さい。【容量】越知町産お米5kg

仁淀ブルーの恵み「おち米」10kg

17,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。全てを色彩選別機
に通したきれいなお米をお送りしま
す。おち米の香りと味をご賞味くだ
さい。【容量】越知町産お米10kg（
5kg×2袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」20kg

34,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。全てを色彩選別機
に通したきれいなお米をお送りしま
す。おち米の香りと味をご賞味くだ
さい。【容量】越知町産お米20kg（
5kg×4袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」30kg

50,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。全てを色彩選別機
に通したきれいなお米をお送りしま
す。おち米の香りと味をご賞味くだ
さい。【容量】越知町産お米
30kg（5kg×6袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」3kg（
香り米ブレンド）

7,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。高知県特有の香り
米がブレンドされており、ご飯を炊
いているときから良い香りがし、食
べるときも独特の香りを楽しみなが
らいただけます。【容量】越知町産
お米3kg（3kg×1袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」5kg（
香り米ブレンド）

9,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。高知県特有の香り
米がブレンドされており、ご飯を炊
いているときから良い香りがし、食
べるときも独特の香りを楽しみなが
らいただけます。【容量】越知町産
お米5kg（5kg×1袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」10kg（
香り米ブレンド）

18,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。高知県特有の香り
米がブレンドされており、ご飯を炊
いているときから良い香りがし、食
べるときも独特の香りを楽しみなが
らいただけます。【容量】越知町産
お米10kg（5kg×2袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」20kg（
香り米ブレンド）

36,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。高知県特有の香り
米がブレンドされており、ご飯を炊
いているときから良い香りがし、食
べるときも独特の香りを楽しみなが
らいただけます。【容量】越知町産
お米20kg（5kg×4袋）
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仁淀ブルーの恵み「おち米」30kg（
香り米ブレンド）

54,000円

水質日本一に選ばれた奇跡の清流仁
淀川流域のきれいな水、そして南国
高知の太陽の光もたくさん浴び、自
然いっぱいの越知町で収穫されたお
いしいお米です。高知県特有の香り
米がブレンドされており、ご飯を炊
いているときから良い香りがし、食
べるときも独特の香りを楽しみなが
らいただけます。【容量】越知町産
お米　30kg（5kg×6袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」（玄米
）3kg

6,000円

仁淀川流域のきれいな水で育った「
おち米」から「玄米」の登場です。
照りつける南国の日差しをいっぱい
浴びて美味しく出来上がりました。
たんぱく質やミネラル、ビタミンな
どの栄養素が豊富で美容に効果があ
るのだとか。ぜひ玄米をお試しくだ
さい。【容量】越知町産お米3kg（
３kg×1袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」（玄米
）5kg

9,000円

仁淀川流域のきれいな水で育った「
おち米」から「玄米」の登場です。
照りつける南国の日差しをいっぱい
浴びて美味しく出来上がりました。
たんぱく質やミネラル、ビタミンな
どの栄養素が豊富で美容に効果があ
るのだとか。ぜひ玄米をお試しくだ
さい。【容量】越知町産お米5kg（5
kg×1袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」（玄米
）10kg

17,000円

仁淀川流域のきれいな水で育った「
おち米」から「玄米」の登場です。
照りつける南国の日差しをいっぱい
浴びて美味しく出来上がりました。
たんぱく質やミネラル、ビタミンな
どの栄養素が豊富で美容に効果があ
るのだとか。ぜひ玄米をお試しくだ
さい。【容量】越知町産お米10kg（
5kg袋×２）

仁淀ブルーの恵み「おち米」（玄米
）20kg

34,000円

仁淀川流域のきれいな水で育った「
おち米」から「玄米」の登場です。
照りつける南国の日差しをいっぱい
浴びて美味しく出来上がりました。
たんぱく質やミネラル、ビタミンな
どの栄養素が豊富で美容に効果があ
るのだとか。ぜひ玄米をお試しくだ
さい。【容量】越知町産お米20kg（
5kg×4袋）

仁淀ブルーの恵み「おち米」（玄米
）30kg

50,000円

仁淀川流域のきれいな水で育った「
おち米」から「玄米」の登場です。
照りつける南国の日差しをいっぱい
浴びて美味しく出来上がりました。
たんぱく質やミネラル、ビタミンな
どの栄養素が豊富で美容に効果があ
るのだとか。ぜひ玄米をお試しくだ
さい。【容量】越知町産お米30kg（
5kg×6袋）

寺岡商会の「飲んでみんとティー」

5,000円

「できることは精一杯、面白いこと
は目一杯」をモットーに高知県の越
知町という町でひっそりと暮らす移
住者ハーブ農家平家落人伝説の残る
横倉山の麓、清流仁淀川の支流のほ
とり鳥の声をきき、虫のご機嫌をう
かがいながら、知人が通れば手を休
め、試行錯誤しながら百姓仕事を楽
しんでいます。そんな農家さんが育
てたスペアミントでリラックスタイ
ムを！完全国内産・完全自家栽培・
栽培期間中農…

【奇跡の清流仁淀川】水系の上質な
お茶「お茶姫ちゃん」

8,000円

水質日本一を誇る「奇跡の清流仁淀
川」上流域水系の、上質な一番茶の
みをほど良くブレンドし、室戸海洋
深層水で丁寧に仕上げ、旨みを十分
に残しつつ、スッキリ飲みやすいお
茶です。イベントやスポーツ、会合
などにおすすめです。【容量】ペッ
トボトル500ml×24本入り　１箱

香り高いお茶セット（S）

7,000円

越知町横畠の高い山で育てました味
の濃いお茶のセットです。煎茶は８
８夜に摘んでおり、この日に摘んだ
茶は上等なものとされ、縁起物の新
茶として珍重されています。【容量
】ほうじ茶（ティーバッグ）60g（3
g×20袋）煎茶（ティーバッグ）85g
（5g×17袋）親子茶170ｇ×２

香り高いお茶セット（R）

10,000円

越知町横畠の高い山で育てました味
の濃いお茶のセットです。煎茶は８
８夜に摘んでおり、この日に摘んだ
茶は上等なものとされ、縁起物の新
茶として珍重されています。【容量
】ほうじ茶　80g煎茶　100g親子茶
　170gほうじ茶（ティーバッグ）60
g（3g×20袋）煎茶（ティーバッグ
）85g（5g×17袋）

香り高いお茶セット（L）

15,000円

越知町横畠の高い山で育てました味
の濃いお茶のセットです。煎茶は８
８夜に摘んでおり、この日に摘んだ
茶は上等なものとされ、縁起物の新
茶として珍重されています。【容量
】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　

小夏・土佐文旦果汁飲料2本入ギフ
ト

18,000円

まるで果実を食べているかのような
、濃厚な味わい。岡林農園渾身の50
パーセント果汁飲料、小夏と文旦の
2本セットです。酸味が爽やかな小
夏、上品な苦みの文旦。どちらも果
汁100％ジュースでは味わえない濃
厚さを醸し出す逸品です。【容量】
小夏果汁飲料720ml×1本、土佐文旦
果汁飲料720ml×1本
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お漬物セット（3種類）

7,000円

味があり、香りがあり、歯ごたえが
ある、地元の野菜を使った漬け物で
す。ご飯のお供に、お酒のお供に最
高のお漬物をお届けします。※一番
人気のしば漬、古漬たくわん、昆布
漬など、季節により３種類の漬け物
の詰め合わせとなります。【容量】
３種類の漬け物の詰め合わせ

お漬物セット（5～6種類）

11,000円

味があり、香りがあり、歯ごたえが
ある、地元の野菜を使った漬け物で
す。ご飯のお供に、お酒のお供に最
高のお漬物をお届けします。※一番
人気のしば漬、古漬たくわん、昆布
漬など、季節により５～６種類の漬
け物の詰め合わせとなります。【容
量】５～６種類の漬け物の詰め合わ
せ

お漬物セット（9～10種類）

18,000円

味があり、香りがあり、歯ごたえが
ある、地元の野菜を使った漬け物で
す。ご飯のお供に、お酒のお供に最
高のお漬物をお届けします。※一番
人気のしば漬、古漬たくわん、昆布
漬など、季節により9～10種類の漬
け物の詰め合わせとなります。【容
量】9～10種類の漬け物の詰め合わ
せ

しば漬（3袋）

7,000円

「漬け物は　時の流れが　姿を現し
たもの。」越知物産人気No.1のしば
漬をお届けします。高知県内で大人
気のしば漬けの、絶品の味を堪能し
てください。ご飯のお供に、お酒の
お供にどうぞ。【容量】しば漬
１６５g×３袋

しば漬（5袋）

11,000円

「漬け物は　時の流れが　姿を現し
たもの。」越知物産人気No.1のしば
漬をお届けします。高知県内で大人
気のしば漬けの、絶品の味を堪能し
てください。ご飯のお供に、お酒の
お供にどうぞ。【容量】しば漬
165g×5袋

しば漬（10袋）

18,000円

「漬け物は　時の流れが　姿を現し
たもの。」越知物産人気No.1のしば
漬をお届けします。高知県内で大人
気のしば漬けの、絶品の味を堪能し
てください。ご飯のお供に、お酒の
お供にどうぞ。【容量】しば漬
165g×10袋

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

農薬や化学肥料をつかわずに育てた
野菜たちと小麦粉（越知町で昔から
大切につくられてきた地粉）の詰合
せをお届けします。 【容量】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）

10,000円

農薬や化学肥料をつかわずに育てた
野菜たちと小麦粉（越知町で昔から
大切につくられてきた地粉）の詰合
せをお届けします。 【容量】あま
がえる農園の野菜７～１０品の詰合
せと小麦粉500ｇ

越知町産はちみつ

14,000円

越知町の自然を飛び回っているハチ
から採れたおいしいはちみつをお届
けします。自然豊かな味わいに越知
町を感じられるはずです！なかなか
採れる量に限りがありますので貴重
です。ヨーグルトに、トーストに、
パンケーキに...贅沢に自家製ナッ
ツのはちみつ漬けにしてみてはいか
がでしょうか？【容量】はちみつ50
0g×1本

越知町産はちみつ（２本）

27,000円

越知町の自然を飛び回っているハチ
から採れたおいしいはちみつをお届
けします。自然豊かな味わいに越知
町を感じられるはずです！なかなか
採れる量に限りがありますので貴重
です。ヨーグルトに、トーストに、
パンケーキに...贅沢に自家製ナッ
ツのはちみつ漬けにしてみてはいか
がでしょうか？【容量】はちみつ50
0g×2本

かんきつジャム6個セット

9,000円

土佐文旦・小夏・柚子のピールを使
用したジャムのセットです。合成添
加物不使用、果実とお砂糖だけのシ
ンプルなジャムに仕上げています。
上品な苦味と爽やかな香り、大人の
味わいな「ぶんたんジャム」、酸味
と甘みが豊かなの「小夏ジャム」、
そして香り引き立つ「ゆずジャム」
を味わってください。【容量】ぶん
たんジャム200g×2個小夏ジャム200
g×2個ゆずジャム200g×2個

かんきつジャム24個セット

35,000円

高知ならではの3つの味、土佐文旦
・小夏・ゆずがジャムになりました
。上品な苦味と爽やかな香り、大人
の味わいなぶんたんジャム、酸味と
甘みが豊かなの小夏ジャム、そして
香り引き立つゆずジャムの3種類で
す。【容量】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
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文旦ジャム　6個セット

9,000円

文旦ピールを使用したジャムです。
合成添加物不使用、果実とお砂糖だ
けのシンプルなジャムに仕上げてい
ます。上品な苦味と爽やかな香り、
大人の味わいな「ぶんたんジャム」
をぜひ味わってください。【容量】
文旦ジャム　200g×6個

文旦ジャム　24個セット

35,000円

文旦ピールを使用したジャムのセッ
トです。合成添加物不使用、果実と
お砂糖だけのシンプルなジャムに仕
上げています。上品な苦味と爽やか
な香り、大人の味わいな「ぶんたん
ジャム」を味わってください。【容
量】文旦ジャム　200g×24個

ゆずジャム　6個セット

9,000円

ゆずピールを使用したジャムのセッ
トです。合成添加物不使用、果実と
お砂糖だけのシンプルなジャムに仕
上げています。香り引き立つ「ゆず
ジャム」をぜひ味わってください。
【容量】ゆずジャム　200g×6個

ゆずジャム　24個セット

35,000円

ゆずピールを使用したジャムのセッ
トです。合成添加物不使用、果実と
お砂糖だけのシンプルなジャムに仕
上げています。香り引き立つ「ゆず
ジャム」を味わってください。【容
量】ゆずジャム　200g×24個

小夏ジャム　6個セット

9,000円

小夏ピールを使用したジャムです。
合成添加物不使用、果実とお砂糖だ
けのシンプルなジャムに仕上げてい
ます。酸味と甘みが豊かなの「小夏
ジャム」をぜひ味わってください。
【容量】小夏ジャム　200g×6個

果肉入り文旦ドレッシング4本セッ
ト

9,000円

土佐文旦果汁を配合した、果実の風
味が特徴のノンオイルドレッシング
です。【容量】果肉入り文旦ドレッ
シング300ml×4本

文旦ドレッシング・とさぽん4本セ
ット

9,000円

土佐文旦の味がアクセントになった
ノンオイルドレッシングと、風味豊
か、はっさくを使った板前直伝のぽ
ん酢のセットです。【容量】果肉入
り文旦ドレッシング300ml×2本、と
さぽん300ml×2本

文旦ドレッシング・とさぽん24本セ
ット

52,000円

果肉入り文旦ドレッシングは、大人
のほろ苦さと酸っぱさが絶妙にマッ
チしたノンオイルドレッシング。サ
ラダやマリネなどに良く合います。
とさぽんは八朔をつかったポン酢で
す。高知といえば柚子ポン酢ですが
、酸っぱさの際立つそれとは違って
、ダシの風味が利いたマイルドでや
さしい味わいになっています。【容
量】果肉入り文旦ドレッシング300m
l×12本とさぽん300ml×12本

食卓用調味料セット

12,000円

食卓を彩るドレッシング、ポン酢、
ジャムの柑橘調味料セットです。さ
らに高知の山で育った、すっきりさ
っぱりした無添加の「柚子果汁」と
、さっぱりとして癖がなくレモン果
汁の代わりとしてもお使いいただけ
る「直七果汁」をセットにしました
。【容量】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2
00g×1個ゆずジジャム2…

越知の山椒のタレ

5,000円

越知町は全国的にも珍しい山椒の産
地。森に囲まれた畑と、清流“仁淀
川”の綺麗な水が、さわやかな香り
を育みます。古事記に登場し、和歌
に詠まれるほど古くから日本で愛さ
れてきた山椒。その独特な風味を活
かした焼肉のタレを作りました。さ
わやかな山椒の辛味は、お肉と相性
抜群です。山椒のタレで、いつもの
料理が格上げ！！【容量】山椒のタ
レ２３０ｇ×２本

【サラッとひと振り　料亭の味】ピ
リッとさわやか山椒セット

8,000円

山椒は小粒でもピリリと辛い！と言
われますが、ただ辛いだけでなくす
っきりとした辛味と爽やかな香りが
特徴です。鍋物などにあう「山椒七
味」、すっきりとした辛味と爽やか
な香り・鮮やかな緑色が特徴の「仁
淀川山椒　純」、高知県産のブドウ
山椒の味・香りをそのままに乾燥し
た「仁淀川山椒　粒」などをセット
にしてお届けします。【容量】山椒
七味　15g仁淀川山椒　純
15g仁淀川山椒　粒　2…

【サラッとひと振り　料亭の味】ピ
リッとさわやか山椒まみれセット

15,000円

山椒は小粒でもピリリと辛い！と言
われますが、ただ辛いだけでなくす
っきりとした辛味と爽やかな香りが
特徴です。鍋物などにあう「山椒七
味」、すっきりとした辛味と爽やか
な香り・鮮やかな緑色が特徴の「仁
淀川山椒　純」、高知県産のブドウ
山椒の味・香りをそのままに乾燥し
た「仁淀川山椒　粒」などをセット
にしてお届けします。【容量】山椒
七味　15g仁淀川山椒　純
15g仁淀川山椒　粒　2…
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狸の油

5,000円

あなたは塗る派ですか？それとも飲
む派ですか？効くか効かぬか、お試
しあれ！※保存の際は、要冷蔵。※
お飲みの際は、オブラート等に包ん
で飲むことをおすすめします。【容
量】狸の油　３０g

満天の星空！ゲストハウス縁-en-
宿泊券

17,000円

集落の山脈にある標高４００ｍの世
界、ゲストハウス縁-en-。古民家を
改修した素敵なゲストハウスです。
大自然でのBBQやゲストハウス縁の
目玉、五右衛門風呂と満天の星空で
癒されること間違いありません！Ｇ
ＣＦで皆様からいただいたご寄附で
五右衛門風呂や囲炉裏などを作って
いますので、ぜひご覧ください。【
容量】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）

34,000円

集落の山脈にある標高４００ｍの世
界、ゲストハウス縁-en-。古民家を
改修した素敵なゲストハウスです。
大自然でのBBQやゲストハウス縁の
目玉、五右衛門風呂と満天の星空で
癒されること間違いありません！Ｇ
ＣＦで皆様からいただいたご寄附で
五右衛門風呂や囲炉裏などを作って
いますので、ぜひご覧ください。【
容量】宿泊２人分（１泊）

満天の星空！ゲストハウス縁-en-
宿泊券（3枚）

51,000円

集落の山脈にある標高４００ｍの世
界、ゲストハウス縁-en-。古民家を
改修した素敵なゲストハウスです。
大自然でのBBQやゲストハウス縁の
目玉、五右衛門風呂と満天の星空で
癒されること間違いありません！Ｇ
ＣＦで皆様からいただいたご寄附で
五右衛門風呂や囲炉裏などを作って
いますので、ぜひご覧ください。【
容量】宿泊３人分（１泊）

満天の星空！ゲストハウス縁-en-
宿泊券（4枚）

67,000円

集落の山脈にある標高４００ｍの世
界、ゲストハウス縁-en-。古民家を
改修した素敵なゲストハウスです。
大自然でのBBQやゲストハウス縁の
目玉、五右衛門風呂と満天の星空で
癒されること間違いありません！Ｇ
ＣＦで皆様からいただいたご寄附で
五右衛門風呂や囲炉裏などを作って
いますので、ぜひご覧ください。【
容量】宿泊４人分（１泊）

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券

14,000円

越知町に集落活動センターができま
した。廃校になった校舎を改装して
宿泊もできる地域活動の拠点をつく
りました。校舎の中にはお山の喫茶
店「のかな」があります。校庭でBB
Qをしたり、夏には「天空のプール
」と呼ばれるプールが解放されます
。部屋数は少ないですが、大人数で
泊まれる部屋もあるので合宿に最適
です！時期が合えば集落イベントに
も参加できちゃう！！「自然豊かな
ところ　いっぺ…

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券(2枚)

28,000円

越知町に集落活動センターができま
した。廃校になった校舎を改装して
宿泊もできる地域活動の拠点をつく
りました。校舎の中にはお山の喫茶
店「のかな」があります。校庭でBB
Qをしたり、夏には「天空のプール
」と呼ばれるプールが解放されます
。部屋数は少ないですが、大人数で
泊まれる部屋もあるので合宿に最適
です！時期が合えば集落イベントに
も参加できちゃう！！「自然豊かな
ところ　いっぺ…

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券(3枚)

42,000円

越知町に集落活動センターができま
した。廃校になった校舎を改装して
宿泊もできる地域活動の拠点をつく
りました。校舎の中にはお山の喫茶
店「のかな」があります。校庭でBB
Qをしたり、夏には「天空のプール
」と呼ばれるプールが解放されます
。部屋数は少ないですが、大人数で
泊まれる部屋もあるので合宿に最適
です！時期が合えば集落イベントに
も参加できちゃう！！「自然豊かな
ところ　いっぺ…

集落活動センター「山笑ふ横畠」宿
泊券(4枚)

55,000円

越知町に集落活動センターができま
した。廃校になった校舎を改装して
宿泊もできる地域活動の拠点をつく
りました。校舎の中にはお山の喫茶
店「のかな」があります。校庭でBB
Qをしたり、夏には「天空のプール
」と呼ばれるプールが解放されます
。部屋数は少ないですが、大人数で
泊まれる部屋もあるので合宿に最適
です！時期が合えば集落イベントに
も参加できちゃう！！「自然豊かな
ところ　いっぺ…

胡蝶蘭（造花）

14,000円

インテリア用のフェイク造花胡蝶蘭
です。職人さんが丁寧に品質にこだ
わって作っており、フェイクとは思
えないほどの質感です。新築祝いや
引っ越し祝い、お店の開店祝いなど
にお勧めの胡蝶蘭/フェイクフラワ
ー。【容量】胡蝶蘭(造花)H55cmW30
cm

カラーリリー（造花）

28,000円

室内のインテリアとしておすすめの
カラーリリー玄関やテーブルのイン
テリアにぴったりなサイズでおすす
めのフェイクグリーンです。【容量
】カラーリリー（５５ｃｍ）（造花
）

ローズフラワーアレンジ（赤）（造
花）

17,000円

大人気の造花シリーズ新商品！誕生
祝や開業・開店・開院祝など、あら
ゆるお祝いのお贈り物として人気の
フラワーアレンジです。ご自宅用、
贈答用どちらにもお勧めです。青い
台座に赤のローズでアレンジしてあ
ります。職人さんが丁寧に品質にこ
だわって作っており、フェイクとは
思えないほどの質感です。【容量】
ローズフラワーアレンジH22cmW22cm
（造花）
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ローズフラワーアレンジ（ピンク）
（造花）

17,000円

大人気の造花シリーズ新商品！誕生
祝や開業・開店・開院祝など、あら
ゆるお祝いのお贈り物として人気の
フラワーアレンジです。ご自宅用、
贈答用どちらにもお勧めです。職人
さんが丁寧に品質にこだわって作っ
ており、フェイクとは思えないほど
の質感です。黄緑色の台座にピンク
のローズでアレンジしました。【容
量】ローズフラワーアレンジH22cmW
22cm（造花）

アイビー（造花）

37,000円

観葉植物として有名なアイビー。ア
イビーは、緑色の葉に、白い斑で縁
取られているのが特徴的です。アイ
ビーの種類によっては、斑のない葉
があったり、黄色い斑が入っている
ものなどいろいろとあります。主役
としてですが、寄せ植えのポイント
としても良く使用されるアイビーを
使ったグリーンアレンジです。【容
量】アイビー（造花）　　H40ｃｍ
W60ｃｍ

ポトス（造花）

37,000円

新築祝いや引っ越し祝い、お店の開
店祝いなどにお勧めのポトス人工樹
木。葉の美しいツル性の観葉植物で
人気のポトス。育てやすいですが、
大きくなると管理も大変ですね。そ
んな方はフェイク　ポトスで一年中
楽しんでください。【容量】ポトス
（造花）　　H60ｃｍ　W40ｃｍ

ストレチア（造花）

37,000円

インテリアグリーンストレチアの光
触媒人工樹木。室内のインテリアと
して、飲食店や会社のインテリアに
人気です。フェイクグリーンですの
で、管理が簡単でリビングや寝室に
もピッタリです。【容量】ストレチ
アH110cmW62cm（造花）

ベンジャミン（造花）

37,000円

インテリアグリーンベンジャミンア
レンジの光触媒人工樹木。室内のイ
ンテリアとして、飲食店や会社のイ
ンテリアに人気です。光触媒処理を
しており、一枚一枚丹念に仕上げて
おり、フェイクとは思えない質感で
す。【容量】ベンジャミンH120cmW5
0cm（造花）

シェフレラ（造花）

88,000円

あらゆるシーンにフィットするシェ
フレラのフェイクグリーンです。管
理が簡単ですのでぜひ室内のインテ
リアとして、飲食店や会社のインテ
リアとして飾ってみてはいかがでし
ょうか？職人さんが丁寧に品質にこ
だわって作っており、フェイクとは
思えないほどの質感です。【容量】
シェフレラ　H160cm
W60cm（造花）

トネリコ（造花）

92,000円

街路樹や園芸樹として大人気！新築
祝いや引っ越し祝い、お店の開店祝
いなどにお勧めです。職人さんが丁
寧に品質にこだわって作っており、
フェイクとは思えないほどの質感で
す。【容量】トネリコ　H150cm
W60cm（造花）

サンセベリア（造花）

89,000円

新築祝いや引っ越し祝い、お店の開
店祝いなどにお勧めのサンセベリア
そこまで大きくないので贈り物にも
最適です。丹精込めて手作りしたフ
ェイクグリーンをご自宅でおたのし
みください。【容量】サンセベリア
（１００ｃｍ）

盆栽【A】（造花）

10,000円

「盆栽にチャレンジしたい」「でも
難しそう」そんな方には造花の盆栽
がおすすめ。インテリアグリーン盆
栽の光触媒人工樹木。一枚一枚丹念
に仕上げています。【容量】18×13
鉢種類：陶器

盆栽【B】（造花）

55,000円

「盆栽にチャレンジしたい」「でも
難しそう」そんな方には造花の盆栽
がおすすめ。インテリアグリーン盆
栽の光触媒人工樹木。一枚一枚丹念
に仕上げています。【容量】32×30
×21鉢種類：陶器

盆栽【C】（造花）

100,000円

「盆栽にチャレンジしたい」「でも
難しそう」そんな方には造花の盆栽
がおすすめ。インテリアグリーン盆
栽の光触媒人工樹木。一枚一枚丹念
に仕上げています。【容量】39×44
×33鉢種類：陶器

盆栽【D】（造花）

450,000円

「盆栽にチャレンジしたい」「でも
難しそう」そんな方には造花の盆栽
がおすすめ。インテリアグリーン盆
栽の光触媒人工樹木。一枚一枚丹念
に仕上げています。【容量】59×53
×50鉢種類：陶器
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春にピッタリ！吉野桜2本立（造花
）

103,000円

越知町より春の足音が聞こえてきそ
うな、大人気の桜。全国各地でのイ
ベントにも、とっても好評のフェイ
ク桜です。室内のインテリアとして
、飲食店や会社のインテリアに人気
です。【容量】H120ｃｍ（造花）

春にピッタリ！吉野桜3本立（造花
）

183,000円

越知町より春の足音が聞こえてきそ
うな、大人気の桜。全国各地でのイ
ベントにも、とっても好評のフェイ
ク桜です。室内のインテリアとして
、飲食店や会社のインテリアに人気
です。【容量】H175ｃｍ（造花）

防災グッズ
タスカルグリーン（造花）

200,000円

インテリアグリーンがいざという時
に防災簡易トイレ！いざという時に
少しでも不安を取り除くことができ
たらという思いで開発した防災簡易
トイレ「タスカルグリーン」普段は
インテリア造花として、いざという
時には防災用品・防災簡易トイレと
してお使いいただけます。これなら
防災グッズの保管場所にも困らず、
毎日のインテリアとしても楽しめる
優れものです。※鉢の形は変わる場
合があります。…

壁掛けアレンジ（造花）

184,000円

インテリアグリーン壁掛けアレンジ
の光触媒人工樹木。壁掛けですので
植木鉢と違い、お部屋のスペースを
とることなく楽しんでいただけます
。室内のインテリアとして、飲食店
や会社のインテリアに人気です。職
人さんが丁寧に品質にこだわって作
っており、フェイクとは思えないほ
どの質感です。【容量】壁掛けアレ
ンジ（造花）　　H100cm　W100cm
約10kg

大工さん手作りの檜イス

36,000円

越知町の大工さんが手作りしている
椅子。高めの椅子になっていますの
で、キッチンカウンターにぴったり
です。【容量】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（2脚）

72,000円

越知町の大工さんが手作りしている
椅子。高めの椅子になっていますの
で、キッチンカウンターにぴったり
です。【容量】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×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。）※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）

108,000円

越知町の大工さんが手作りしている
椅子。高めの椅子になっていますの
で、キッチンカウンターにぴったり
です。【容量】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×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。）※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（4脚）

144,000円

越知町の大工さんが手作りしている
椅子。高めの椅子になっていますの
で、キッチンカウンターにぴったり
です。【容量】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×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。）※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ベンチ

163,000円

越知町の大工さんが作った檜ベンチ
。縁側に、庭先に、リビングに！用
途はいろいろ！多目的にお使いいた
だけます。大工さんが心を込めて作
りました。【容量】高さ：51.5cmよ
こ：1m49cmたて：45.5cm

大工さん手作りのミニテーブル

63,000円

越知町の大工さんが手作りしている
ミニテーブル。2人でお茶するのに
最適です。天板は取り外しができま
すので、片付ける時もスペースをと
りません。注：2019年10月より足の
造りを変更いたしました。【容量】
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。

大工さん手作りの檜まな板（60cm）

21,000円

これぞ鉄板！シンプルかつ檜の香り
漂うまな板。越知町の大工さんお手
製で、回転式スタンド付きなので立
てて収納することができます。【容
量】長さ60cm×幅26cm×厚さ2.8cm

大工さん手作りの檜まな板（40cm）

16,000円

これぞ鉄板！シンプルかつ檜の香り
漂うまな板。越知町の大工さんお手
製で、回転式スタンド付きなので立
てて収納することができます。【容
量】長さ40cm×23.5cm×厚さ2.8cm
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大工さん手作りの卓上ボックス（小
）

20,000円

ティッシュが入る小物入れ。リモコ
ンも入るサイズですのでリビングの
収納に！筆を立ててメイクボックス
にもなります！使い方いろいろなマ
ルチボックスです！【容量】W290㎝
D200㎝
H265㎝色：ナチュラル材質：杉

大工さん手作りの卓上ボックス（大
）

24,000円

ティッシュが入る小物入れ。なんと
ティッシュが2つ重ねて収納できる
のでストックもできます！リモコン
も入るサイズですのでリビングの収
納に！筆を立ててメイクボックスに
もなります！使い方いろいろなマル
チボックスです！【容量】W325㎝
D255㎝
H290㎝色：ウォルナット材質：杉

大工さん手作りのめだか池

27,000円

雰囲気抜群のめだか池、めだかや金
魚を泳がせませんか。中のプラスチ
ック製トロ舟は取り外しができます
。ニスや色は付けず、焼いて風合い
を出しています。【容量】W740㎝
D600cm　H235cm
プラスチック製トロ舟
：30リットル　W610㎝　D465㎝　H1
90㎝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。

ちびジローセット

5,000円

NEW!!!よコジローグッズに新たにフ
ィギアストラップが仲間入り！かば
んやスマホにつけていつでも一緒に
「おちび」の「よコジロー」＝「ち
びジロー」とお出かけできます！よ
コジローフィギアストラップとボー
ルペン、よコジロークッキーのセッ
トです。【容量】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

10,000円

新しくなった「よコジロー」グッズ
。新商品も加わってバージョンアッ
プしました！！ミニバッグの色は生
成りと紺から選べられます。（申し
込み時に備考欄にご希望の色を記入
してください。）【容量】よコジロ
ーミニバッグ×１（H20×W30×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」デラックス

20,000円

よコジローの巾着に缶バッジ、メモ
帳！新しいグッズが仲間入りしてよ
コジローをたっぷり詰め込みました
！【容量】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

オリジナル手ぬぐい（3種類）

8,000円

観光物産館【おち駅】のロゴ手ぬぐ
いと牧野富太郎が越知町「横倉山」
で発見したヨコグラツクバネの手ぬ
ぐいと（ツクバネソウの花径が３～
１０ｃｍあるのに比べ花径がほとん
どない）越知町の一大イベント、コ
スモスまつりの手ぬぐいを３枚セッ
トにしてお届けします。越知町でし
か手に入らない手ぬぐいです！【容
量】≪手ぬぐい≫おち駅ヨコグラツ
クバネコスモス　　　　　各１枚

「おち駅オリジナル」トートバッグ
ライトブルー

5,000円

観光物産館「越知駅」のロゴ入りト
ートバッグ生地もしっかりしていて
、うれしい内ポケット付き！ちょっ
とした荷物を入れるのに最適なサイ
ズです。ライトブルーの他にブラッ
クもあります。【容量】ライトブル
ー　内ポケット付き
約H34×W27.5×D10

越知町ふるさとセットA

15,000円

季節により入っているものがいろい
ろ違う、福袋的なセットです。越知
町産のお茶や山椒七味などの特産品
もあれば、干し大根や東山(干し芋)
など田舎ならではの商品もあり、季
節ごとに商品の中身が変わります。
何が届くかはお楽しみに！【容量】
越知町ふるさとセットA

越知町ふるさとセットB

25,000円

季節により入っているものがいろい
ろ違う、福袋的なセットです。越知
町産のお茶や山椒七味などの特産品
もあれば、干し大根や東山(干し芋)
など田舎ならではの商品もあり、季
節ごとに商品の中身が変わります。
何が届くかはお楽しみに！【容量】
越知町ふるさとセットB

高知ファイティングドッグス応援グ
ッズ

14,000円

高知ファイティングドッグスの応援
グッズと、高知県産の食材を使った
オリジナル食品がセットになってい
ます。【容量】応援タオル、応援メ
ガホン、ニラの佃煮、ミレービスケ
ット、激辛ポン酢
各1セットドッグスカレー　2セット
※応援グッズは在庫状況により多少
変化する事もありますのでご了承下
さい

高知ファイティングドッグス応援フ
ード

18,000円

高知県産の食材を使った高知ファイ
ティングドッグスオリジナル食品が
セットになっています。【容量】応
援タオル
1枚ニラの佃煮、激辛ポン酢　各2個
ドッグスカレー、ミレービスケット
　各3セット※応援グッズ等は在庫
状況により多少変化する事もありま
すのでご了承下さい
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高知FD応援グッズ＆ユニフォームセ
ット

79,000円

高知ファイティングドッグスの応援
グッズと、高知県産の食材を使った
オリジナル食品、選手が公式戦やイ
ベントで実際に着用しているオーセ
ンティックユニフォームがセットに
なっています。※ユニフォームには
、背中にお好きな番号とお名前を付
ける事が出来ます。　備考欄にご希
望のサイズ、背番号と名前をご記入
下さい。　【オーセンティックユニ
フォームサイズ目安】　
M：165cm未満　　L：165…
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