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高知県 越知町

（訳あり）超徳用芋けんぴ1kg

5,000円

食べ出したら止まらない横山芋
けんぴを
思う存分食べていただけるよう
，お得サイズをご用意しました
｡

越知産市の季節の野菜セット(年
4回発送)産地直送旬野菜

32,000円

旬の時期に合わせた、季節の野
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…

「おばあちゃん秘伝のタレ」付
きかつおのたたき

12,000円

「おばあちゃん秘伝のタレ」付
きかつおのたたき

国産シロップ300ml4本セット

18,000円

ぶんたん・ゆず・こなつ・しょ
うがの各１本（300㎖）のセッ
トになります。
高知県で採れた素材の味を生か
しつつ、てんさい糖で甘味を加

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

【2023年発送】（家庭用）土佐
文旦（約5kg/8～12玉）フルーツ
果物新鮮産直

7,000円

リピーター続出！！高知を代表
する柑橘といればコレ！

越知町木彫り名人の木製インテ
リア福来たる【木彫りふくろう
】B

25,000円

―１点もの。山里からの贈り物
―

越知町在住の木彫り名人が丹精
こめて作製した木彫りのふくろ

食べだしたら止まらない！おい
しい芋けんぴセット（小）

10,000円

食べだしたら止まらない!おい
しい芋けんぴセット国内産のさ
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

食べだしたら止まらない！おい
しい芋けんぴセット（中）

15,000円

食べだしたら止まらない!おい
しい芋けんぴセット国内産のさ
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

タスカルフラワー胡蝶蘭（57cm
）TA-022

25,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

胡蝶蘭（65cmブルー）FAA-126

65,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

越知町産はちみつ国産600ｇ

8,000円

※西洋みつばちから採れたはち
みつです。

高知県越知町の横倉山で採れた
はちみつです。
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高知県　越知町

ローズフラワーアレンジ（赤）
（造花）FA-963

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。

【冷凍】寺岡商会の養殖あめご

10,000円

仁淀川水系、横倉山の湧き水で
養殖したあめご。
餌にもこだわって大切に育てら
れています。

食べだしたら止まらない！おい
しい芋けんぴセット（ミニ）

5,000円

※原材料の高騰により、返礼品
の内容を見直しました。
2022年8月29日より以下に内容
が変わっています。
お申し込みの際はご注意くださ

胡蝶蘭7本立（85cmピンク）FA-8
99

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

越知産市の季節の野菜ミニセッ
ト産地直送旬野菜

5,000円

越知産市の野菜を試してみたい
が少量でいい...という方に「
季節の野菜ミニセット」をおと
どけします。
越知産市に入荷する旬の野菜の

【新米】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…

【新米】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…

柑橘ドリンクと芋けんぴのミニ
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。

【新米】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…

【新米】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…

【新米】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…

モミジ（赤）(造花）Go-511

123,000円

インテリアグリーンのモミジ。
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
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高知県　越知町

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８８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…

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

定期便おいしい芋けんぴバラエ
ティセット年２回

20,000円

人気の芋けんぴバラエティセッ
トから定期便ができました！

※７月、８月は芋の収穫期のた
め発送できません。

定期便おいしい芋けんぴバラエ
ティセット年4回

40,000円

人気の芋けんぴバラエティセッ
トから定期便ができました！

※７月、８月は芋の収穫期のた
め発送できません。

定期便おいしい芋けんぴバラエ
ティセット年10回

100,000円

人気の芋けんぴバラエティセッ
トから定期便ができました！

※７月、８月は芋の収穫期のた
め発送できません。

文旦シロップ(300ml)

5,000円

ぶんたんシロップ１本（300㎖
）になります。

材料はゆず果汁と北海道産てん
さい糖のみ。

ゆずシロップ(300ml)

5,000円

ゆずシロップ１本（300㎖）に
なります。

材料はゆず果汁と北海道産てん
さい糖のみ。

小夏シロップ(300ml)

5,000円

小夏シロップ１本（300㎖）に
なります。

原材料は小夏果汁と北海道産て
んさい糖のみ！

しょうがシロップ(300ml)

5,000円

しょうがシロップ１本（300㎖
）になります。

材料はしょうがと北海道産てん
さい糖のみ。

ハチミツ文旦シロップ(300ml)

5,000円

農薬を使わずに育てた、土佐ぶ
んたんの苦味が美味しい
希釈タイプのはちみつドリンク
です。
水で希釈してストレートドリン

ゆずはちみつシロップ(300ml)

5,000円

農薬を使わずに育てた、ゆずの
酸味と香りが美味しい
希釈タイプのドリンク。
水で希釈してストレートドリン
クや焼酎割などにご使用下さい

ハチミツこなつシロップ(300ml)

5,000円

農薬を使わずに育てた、小夏（
日向夏系）の酸味が美味しい
希釈タイプのはちみつドリンク
。
水で希釈してストレートドリン
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高知県　越知町

胡蝶蘭7本立（80cmイエロー花弁
ピンク）FA-900

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

越知町産はちみつ国産1200g

15,000円

※西洋みつばちから採れたはち
みつです。

高知県越知町の横倉山で採れた
はちみつ「やまみつ」です。

柑橘ドリンク12本（5ヶ月定期便
）

54,000円

農薬を使わずに育てた果汁と国
産100％にこだわり北海道のて
んさい糖を使ったドリンク。

１回１２本のセットを５か月間

洋らんトゥインクル

9,000円

町内にあるARTオカモトさんが
一鉢一鉢大切に育てたお花です
。

バニラのような甘い香りの洋蘭

「おち米」定期便(3kg×3回)産
直白米

18,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回３kgを３回（毎月）発送い
たします。

「おち米」定期便(5kg×3回)産
直白米

27,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回5kgを３回（毎月）発送い
たします。

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

しば漬（10袋）

20,000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

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。

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。

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。

【新米】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
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高知県　越知町

【新米】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

【新米】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

復活！ちびジローセット

5,000円

越知町公式キャラクター「よコ
ジロー」のグッズセットです。

内容
・ストラップ

復活！よコジローセット

10,000円

越知町公式キャラクター「よコ
ジロー」のグッズセットです。

内容
・ぬいぐるみ

よコジロー学習セット

5,000円

越知町公式キャラクター「よコ
ジロー」のグッズセットです。

内容
・えんぴつ

【新米】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

【新米】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…

【新米】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…

【新米】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…

【新米】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…

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８８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…

【新米】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…



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       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2022 12 07

高知県　越知町

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。

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

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８８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…

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！！

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

洋らんシンビジューム「松竹梅
」（3本立）

17,000円

町内にあるARTオカモトさんが
一鉢一鉢大切に育てたお花
エメラルドグリーンの花の中央
に鮮やかな紅。どこに置いても
目を引く1鉢です。

洋らんシンビジューム「松竹梅
」（4本立）

24,000円

町内にあるARTオカモトさんが
一鉢一鉢大切に育てたお花
エメラルドグリーンの花の中央
に鮮やかな紅。どこに置いても
目を引く1鉢です。

仁淀ブルーの恵み稲木干し「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…

仁淀ブルーの恵み稲木干し「お
ち米」10㎏

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…

すっぽん美容液（O・S・P）

40,000円

薬局が本気で作りました！
すっぽんのエキスがはいった美
容液です。

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

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
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高知県　越知町

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6～10種類のパン

かつお節セット

6,000円

かつお新節削り
通常のかつお節より焙乾期間を
短くすることで、おつまみにち
ょうど良い水分量になっていま
す。口の中に入れると、スモー

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

柑橘ドリンク（3種類×各4本）

11,000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
めるドリンクです。
人工甘味料・保存料・着色料な

柑橘ドリンク（3種類×各8本）

22,000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
めるドリンクです。
人工甘味料・保存料・着色料な

洋らんシンビジューム「スター
ダスト」（2本立）

9,000円

町内にあるARTオカモトさんが
一鉢一鉢大切に育てたスターダ
スト

小夏・土佐文旦果汁飲料2本入ギ
フト

21,000円

まるで果実を食べているかのよ
うな、濃厚な味わいの高級ドリ
ンクをお届けします。
高知県産「土佐文旦（ぶんたん
））と「小夏」の果汁を50%に

越知産市の季節の野菜セット(年
1回発送)産地直送旬野菜

8,000円

旬の時期に合わせた、季節の野
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…

越知産市の季節の野菜セット(年
2回発送)産地直送旬野菜

16,000円

旬の時期に合わせた、季節の野
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…

かんきつジャム6個セット

13,000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

かんきつジャム24個セット

44,000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、

文旦ジャム6個セット

13,000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。
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高知県　越知町

文旦ジャム24個セット

44,000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、…

ゆずジャム6個セット

13,000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。

ゆずジャム24個セット

44,000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。

小夏ジャム6個セット

13,000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。

果肉入り文旦ドレッシング4本セ
ット

12,000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。

【岡林農園の想い】

文旦ドレッシング・とさぽん4本
セット

12,000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
。

～LoBoRAFTER(ロボラフター)の
仁淀川ラフティングツアー４名
様分～

100,000円

お申込み前にご確認ください！
・チケットは、決済完了後に郵
送いたします。
・以下の方法より事前予約をお
願いいたします。

ポトス（造花）Go-509

103,000円

インテリアグリーンのポトス。
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

モミジ（造花）Gow-510

194,000円

インテリアグリーンのモミジ。
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

シェフレラ（造花）G-797

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

ストレチア（造花）GF-001

37,000円

インテリアグリーンストレチア
の人工樹木。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

アイビー（造花）GF-002

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。
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高知県　越知町

胡蝶蘭（造花）GF-003

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。

カラーリリー（造花）G-901

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。

【定期便年2回】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）

14,000円

農薬や化学肥料をつかわずに育
てた野菜と小麦粉（越知町で昔
から大切につくられてきた地粉
）
の詰合せを年2回お届けします

ローズフラワーアレンジ（ピン
ク）（造花）FA-967

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。

ベンジャミン（造花）GF-004

37,000円

インテリアグリーンベンジャミ
ンアレンジの人工樹木。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。

サンセベリア（造花）GW-702

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。

トネリコ（造花）GF-005

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
って作っています。

壁掛けアレンジ（造花）G-714

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。

防災グッズタスカルグリーン（
造花）TG-022

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

桜盆栽（造花）GF-007

20,000円

室内のインテリアとしてお勧め
のグリーンアレンジ桜盆栽です
。
玄関やテーブルのインテリアな
どとしてお勧めのフェイクグリ

春にピッタリ！吉野桜3本立（造
花）GW-964

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

盆栽キット（小）GF-008

15,000円

岩やさんからお家で楽しめる盆
栽キットが登場！

おうちで過ごす時間も増えた今
年にピッタリ。
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高知県　越知町

盆栽キット（大）GF-009

40,000円

岩やさんからお家で楽しめる盆
栽キットが登場！

おうちで過ごす時間も増えた今
年にピッタリ。

越知産市の季節の野菜セット(年
3回発送)産地直送旬野菜

24,000円

旬の時期に合わせた、季節の野
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…

文旦ドレッシング・とさぽん24
本セット

72,000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。

お楽しみ季節の鉢植え（小）

7,000円

季節に合わせた草花の鉢植えを
お送りします。

寄附単価に合わせた鉢（お花）
をお送りさせていただきます。

お楽しみ季節の鉢植え（中）

10,000円

季節に合わせた草花の鉢植えを
お送りします。

寄附単価に合わせた鉢（お花）
をお送りさせていただきます。

お楽しみ季節の鉢植え（大）

15,000円

季節に合わせた草花の鉢植えを
お送りします。

寄附単価に合わせた鉢（お花）
をお送りさせていただきます。

お楽しみ季節の鉢植え（特大）

20,000円

季節に合わせた草花の鉢植えを
お送りします。

寄附単価に合わせた鉢（お花）
をお送りさせていただきます。

オリーブ（造花）Gow-514

430,000円

インテリアグリーンのオリーブ
。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

ショウナンゴム（造花）Go-505

150,000円

インテリアグリーンのショーナ
ンゴム。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

季節の鉢植えお楽しみ【定期便
】セット

50,000円

季節に合わせた草花の鉢植えを
春夏秋冬の年4回お届けします
。

花の種類

スノーピークかわの駅おち「カ
ヌーツアー」チケット

21,000円

【事業者情報】
スノーピークかわの駅おち
高知県高岡郡越知町越知丙625
番地4
TEL:0889-20-9666

スノーピークおち仁淀川キャン
プフィールド「ラフティングツ
アー」チケット

21,000円

【事業者情報】
スノーピークおち仁淀川キャン
プフィールド
〒781-1326
高知県高岡郡越知町片岡4番地
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高知県　越知町

スノーピークかわの駅おち「住
箱-jyubako-」ペア宿泊チケット

33,000円

【事業者情報】
スノーピークかわの駅おち
高知県高岡郡越知町越知丙625
番地4
TEL:0889-20-9666

スノーピークおち仁淀川キャン
プフィールド「住箱-
jyubako-」ペア宿泊チケット

61,000円

【事業者情報】
スノーピークおち仁淀川キャン
プフィールド
〒781-1326
高知県高岡郡越知町片岡4番地

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

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

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

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

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。

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。

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。

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。

洋らんシンビジューム「スター
ダスト」（3本立）

12,000円

町内にあるARTオカモトさんが
一鉢一鉢大切に育てたスターダ
スト
コンパクトな小型。爽やかなラ
イムグリーン系。15リン以上の

シロップ7本セット

32,000円

農薬を使わずに育てた希釈タイ
プのはちみつドリンクと
高知県で採れた素材の味を生か
しつつ、てんさい糖で甘味を加
えた希釈シロップのセットにな
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高知県　越知町

文旦・ゆず・小夏ハチミツシロ
ップ３本セット

15,000円

農薬を使わずに育てた希釈タイ
プのはちみつドリンク。
小夏（日向夏系）は酸味、文旦
は苦み、ゆずは酸味と香りが美
味しいです。

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

おちのあづま袋「ヨコグラツク
バネ」

5,000円

【数量限定】
越知町の手ぬぐいが【あづま袋
】に変身！

あづま袋とは風呂敷を縫い合わ

おちのあづま袋「観光物産館お
ち駅」

5,000円

【数量限定】
越知町の手ぬぐいが【あづま袋
】に変身！

あづま袋とは風呂敷を縫い合わ

「これ、おちちょう」エコバッ
グ

5,000円

「越知町」の地図をデザインし
ました。
斬新なデザインで、どの人とも
被らないエコバック。
普段使いはもちろん、大容量な

「このへん、おちちょう」エコ
バッグ

5,000円

「越知町」の地図をデザインし
ました。
斬新なデザインで、どの人とも
被らないエコバック。

「おちちょう、このへん」エコ
バック

5,000円

「越知町」の地図をデザインし
ました。
斬新なデザインで、どの人とも
被らないエコバック。

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

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

越知町応援寄附金（返礼品無し
）1000円

1,000円

返礼品なしのふるさと納税です
。
いただいたご寄附は、越知町の
発展のために活用させていただ
きます。

越知町応援寄附金（返礼品無し
）5000円

5,000円

返礼品なしのふるさと納税です
。
いただいたご寄附は、越知町の
発展のために活用させていただ
きます。

越知町応援寄附金（返礼品無し
）10000円

10,000円

返礼品なしのふるさと納税です
。
いただいたご寄附は、越知町の
発展のために活用させていただ
きます。



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       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2022 12 07

高知県　越知町

越知町応援寄附金（返礼品無し
）50000円

50,000円

返礼品なしのふるさと納税です
。
いただいたご寄附は、越知町の
発展のために活用させていただ
きます。

越知町応援寄附金（返礼品無し
）100000円

100,000円

返礼品なしのふるさと納税です
。
いただいたご寄附は、越知町の
発展のために活用させていただ
きます。

越知町応援寄附金（返礼品無し
）500000円

500,000円

返礼品なしのふるさと納税です
。
いただいたご寄附は、越知町の
発展のために活用させていただ
きます。

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

ラフティング券（アルティメッ
トリバー２名）

70,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”を楽しみませんか。

カヌー券（アルティメットリバ
ー1名）

30,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”
カヌー（ダッキー）のツアーを
楽しむことができます！
（人工物がなく,自然に囲まれ

越知町で泊まろう遊ぼうセット2
名（縁・アルティメットリバー
）

100,000円

越知町で泊まろう遊ぼうセット
（縁・アルティメットリバー）

ラフティング券（アルティメッ
トリバー3名）

80,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”を楽しみませんか。

ラフティング券（アルティメッ
トリバー4名）

100,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”を楽しみませんか。

ラフティング券（アルティメッ
トリバー5名）

120,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”を楽しみませんか。

ラフティング券（アルティメッ
トリバー6名）

130,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”を楽しみませんか。

ラフティング券（アルティメッ
トリバー7名）

140,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”を楽しみませんか。
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高知県　越知町

カヌー券（アルティメットリバ
ー2名）

55,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”
カヌー（ダッキー）のツアーを
楽しむことができます！
（人工物がなく,自然に囲まれ

カヌー券（アルティメットリバ
ー3名）

75,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”
カヌー（ダッキー）のツアーを
楽しむことができます！
（人工物がなく,自然に囲まれ

カヌー券（アルティメットリバ
ー4名）

95,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”
カヌー（ダッキー）のツアーを
楽しむことができます！
（人工物がなく,自然に囲まれ

カヌー券（アルティメットリバ
ー5名）

110,000円

水質日本一、“奇跡の清流仁淀
川”
カヌー（ダッキー）のツアーを
楽しむことができます！
（人工物がなく,自然に囲まれ

アレカパーム（造花）Gow-513

166,000円

インテリアグリーンのアレカパ
ーム。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

シェフレラ（斑入り）（造花）G
ow-503

84,000円

インテリアグリーンのシェフレ
ラ。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

フランスベンジャミン（造花）G
ow-512

171,000円

インテリアグリーンのフランス
ベンジャミン。室内のインテリ
アとして、飲食店や会社に人気
です。
フェイクグリーンですので、管

食卓用調味料セット

16,000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

柑橘ドリンクと芋けんぴのたっ
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。

味付きかつお生節セット

6,000円

土佐節の製法を元に、本醸造し
ょうゆでシンプルに味付けをし
ました。
酒の肴に、お弁当のお供に、お
子さまのおやつに、ぜひお召し

ちりめん門松（俵）GF-010

26,000円

テーブルや玄関に飾るインテリ
ア門松！

ちりめん門松は今までにない新
しい形の門松です。

ちりめん門松（鶴）GF-011

26,000円

テーブルや玄関に飾るインテリ
ア門松！

ちりめん門松は今までにない新
しい形の門松です。
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高知県　越知町

【2023年発送】土佐文旦（約10k
g/16～23玉）フルーツ果物新鮮
産直

30,000円

リピーター続出！！高知を代表
する柑橘といればコレ！

越知町木彫り名人の木製インテ
リア【木彫りヤマガラ】

25,000円

―１点もの。山里からの贈り物
―

越知町在住の木彫り名人が丹精
こめて作製した木彫りのヤマガ

越知町で泊まろう遊ぼうセット3
名（縁・アルティメットリバー
）

130,000円

越知町で泊まろう遊ぼうセット
（縁・アルティメットリバー）

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。
 

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。
 

【2023年発送】土佐文旦（約3kg
/4～7玉）

10,000円

リピーター続出！！高知を代表
する柑橘といればコレ！

【定期便年4回】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）

28,000円

農薬や化学肥料をつかわずに育
てた野菜と小麦粉（越知町で昔
から大切につくられてきた地粉
）
の詰合せを年4回お届けします

越知町木彫り名人の木製インテ
リア良縁運ぶ【梅に鶯】

228,000円

―山里からの贈り物―

越知町在住の木彫り名人が丹精
こめて作製した木彫りのインテ
リアです。

【2023年発送】土佐文旦（約5kg
/8～12玉）

15,000円

リピーター続出！！高知を代表
する柑橘といればコレ！

食べだしたら止まらない！おい
しい芋けんぴセット（大）

20,000円

食べだしたら止まらない!おい
しい芋けんぴセット国内産のさ
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

食べだしたら止まらない！おい
しい芋けんぴセット（特大）

25,000円

食べだしたら止まらない!おい
しい芋けんぴセット国内産のさ
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

おいしい芋けんぴバラエティセ
ット

10,000円

食べだしたら止まらない!おい
しい芋けんぴセット

国内産のさつま芋の味が生かさ
れた芋けんぴで、
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高知県　越知町

（訳あり）超徳用芋けんぴ２kg
（1kg✕２袋）

10,000円

食べ出したら止まらない横山芋
けんぴを
思う存分食べていただけるよう
，お得サイズをご用意しました
｡

（訳あり）超徳用芋けんぴ３kg
（1kg✕３袋）

15,000円

食べ出したら止まらない横山芋
けんぴを
思う存分食べていただけるよう
，お得サイズをご用意しました
｡

【新米】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

【定期便年2回】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）

20,000円

農薬や化学肥料をつかわずに育
てた野菜と小麦粉（越知町で昔
から大切につくられてきた地粉
）
の詰合せを年2回お届けします

「おち米」定期便(10kg×3回)産
直白米

51,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回10kgを３回（毎月）発送い
たします。

「おち米」定期便(3kg×6回)産
直白米

36,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回3kgを6回（毎月）発送いた
します。

「おち米」定期便(5kg×6回)産
直白米

54,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回5kgを6回（毎月）発送いた
します。

「おち米」定期便(10kg×6回)産
直白米

102,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回10kgを6回（毎月）発送い
たします。

「おち米」定期便(3kg×12回)産
直白米

72,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回3kgを12回（毎月）発送い
たします。

「おち米」定期便(5kg×12回)産
直白米

108,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回5kgを12回（毎月）発送い
たします。

胡蝶蘭7本立（85cmマゼンタ）FA
-901

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

胡蝶蘭7本立（85cmホワイト花弁
ピンク）FA-902

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭
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高知県　越知町

胡蝶蘭7本立（85cm薄ピンク花弁
ピンク）FA-903

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

胡蝶蘭7本立（80cmイエロー）FA
-904

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

胡蝶蘭7本立（83cmホワイト花弁
イエロー）FA-905

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

胡蝶蘭7本立（83cmマゼンタ花弁
イエロー）FA-907

70,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

胡蝶蘭6本立（75cm薄ピンク花弁
イエロー）FAA-020

71,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

タスカルフラワー胡蝶蘭5本立（
ピンク70cm）TA-019

96,000円

プレゼントギフト造花胡蝶蘭

「おち米」定期便(10kg×12回)
産直白米

204,000円

高知県おち町のお米「おち米」
の定期便。
各回10kgを12回（毎月）発送い
たします。

越知産市の季節の野菜セット(年
12回発送)

96,000円

旬の時期に合わせた、季節の野
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…

越知産市の季節の野菜セット(年
6回発送)奇数月産地直送旬野菜

48,000円

旬の時期に合わせた、季節の野
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…

越知町で泊まろう遊ぼうセット4
名（縁・アルティメットリバー
）

170,000円

越知町で泊まろう遊ぼうセット
（縁・アルティメットリバー）

越知産市の季節の野菜セット(年
6回発送)偶数月

48,000円

旬の時期に合わせた、季節の野
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…

（訳あり）超徳用芋けんぴ６kg
（1kg✕６袋）

30,000円

食べ出したら止まらない横山芋
けんぴを
思う存分食べていただけるよう
，お得サイズをご用意しました
｡
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高知県　越知町

国産シロップ300ml4本セットギ
フト包

19,000円

高知県で採れた素材の味を生か
しつつ、
てんさい糖で甘味を加えた希釈
シロップです。
とても濃い味ですので、お水や

「お米と野菜セット」産直野菜
白米

15,000円

高知県おち町のお米「おち米」
と人気の産直野菜をセットでお
とどけします。

内容量：おち米3kg、旬野菜約1

【定期便年4回】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）

40,000円

農薬や化学肥料をつかわずに育
てた野菜と小麦粉（越知町で昔
から大切につくられてきた地粉
）
の詰合せを年4回お届けします

山椒セットＡ

10,000円

国産の山椒は貴重ですが、越知
町は全国の中でも有数の山椒の
産地。
農家さんが1本の木から手作業
で山椒の実を収穫し、そこから

山椒セットＢ

9,000円

国産の山椒は貴重ですが、越知
町は全国の中でも有数の山椒の
産地。
農家さんが1本の木から手作業
で山椒の実を収穫し、そこから

ﾀｽｶﾙﾌﾗﾜｰ胡蝶蘭5本立(ﾎﾜｲﾄ70cm
花弁黄色)TA-026

96,000円

インテリア用のフェイク造花胡
蝶蘭です。
両親や義父母、祖父母やお世話
になった方などの大切な人へプ
レゼントに造花兼防災グッズは

ﾀｽｶﾙﾌﾗﾜｰ胡蝶蘭5本立(ﾎﾜｲﾄ70cm
花弁赤)TA-027

96,000円

インテリア用のフェイク造花胡
蝶蘭です。
両親や義父母、祖父母やお世話
になった方などの大切な人へプ
レゼントに造花兼防災グッズは
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