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事業者：株式会社なぶら土佐佐賀

一本釣りで釣り上げた脂の乗った戻り鰹を、活きたまま船上で凍結した原料のみを使用しま
した。この鮮度のいい鰹を、土佐伝統の「わら焼き製法」でたたきにした小分けのタタキと
お茶漬けを詰め合わせました。わら風味豊かなたたきは、高知県産のゆず果汁をたっぷり
使ったタレと薬味でお召し上がりください。また、かつおのお茶漬けはご飯の上にのせ、お
湯をかけてお召し上がりください。かつおを満喫して頂ける商品です。

[№5736-0106]SKU-1明神水産藁焼き鰹たたき（ハーフ）・鰹の湯かけセット

冷凍便

【内容】藁焼き鰹タタキ3P（合計約350g）
鰹茶漬け（梅入り）60g×2P
タレ20ml×6袋

おろしにんにく（5g×3袋）
おろししょうが（8g×3袋）

事業者：マルア海産

近海で捕れた食べ頃サイズの鯵を、どどーんと20枚お届
けします。瀬についた鯵を使い薄塩仕立てにしておりま
すので、何枚でも食べられます。是非! 鯵で満腹になっ
ちゃってください。

[№5736-0058]あじ開き 満腹セット

【内容】
あじ開き中サイズ×20枚

冷凍便

事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

土佐伝統の藁焼きで一節一節丁寧に焼き上げています。藁の強い火力で瞬時に焼きあ
げることでカツオの旨みをとじこめ香ばしい藁の風味が生きてます。食べる直前に、
真空袋のまま流水で解凍後（中芯が凍った状態）お好みの厚さに切ってお召し上がり
下さい。高知県産ゆず使用のポン酢はまろやかな味わいで大好評です。高知では、塩
をかけて塩タタキで食べます。一緒にお届けする天日塩は、一度も釜炊きせず時間を
かけゆっくりと結晶させた天日塩です。ミネラルをたっぷり含んだ天日塩は素材の味
をひきたてます塩たたきでお楽しみ下さい。その他さまざまな料理にご使用下さい。

[№5736-0151]天日塩付き・土佐の藁焼鰹たたき

【内容】 藁焼鰹たたき500g（2～4本） 1節につきタレ30ml×2P 天日塩160g

冷凍便

事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

土佐伝統の藁焼きで一節一節丁寧に焼き上げています。

藁の強い火力で瞬時に焼き上げることでカツオの旨みをとじこめ香ばしい藁
の風味が生きています。食べる直前に、真空袋のまま流水で解凍後(中芯が
凍った状態)お好みの厚さに切ってお召し上がり下さい。
高知県産ゆず使用のポン酢はまろやかな味わいで大好評です。
ご家庭で食べきりサイズをお届けします。

[№5736-0139]土佐藁焼かつお・ご家庭用

【内容】 藁焼かつおたたき700g（3～5本） タレ6個～10個

冷凍便

事業者：株式会社なぶら土佐佐賀

一本釣りで釣り上げ、活きたまま船上で凍結された高鮮度の戻りかつおを土佐伝統の
「わら焼き製法」でたたきに仕上げました。わらで表面のみをあぶることで、魚臭さ
を消すとともに香ばしい香りがつき、かつおのうま味を引き出しました。戻りかつお
ならではの脂ののりとトロっとした食感を堪能して頂けます。わら風味豊かなたたき
を、高知県産のゆず果汁をたっぷり使ったタレと薬味でお召し上がり下さい。

[№5736-0104]R-4明神水産わら焼き戻りかつおのたたき 2節セット

冷凍便

【内容】かつおたたき2節（合計約500g）
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）

2

事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

土佐沖でとれた”ウルメイワシ”を水揚げ後すぐに薄塩し丁寧に目
刺し加工しています。７～１０センチ前後のサイズになっています
ので、頭から丸ごと食べられます。フライパンに油を引かず簡単に
焼けます。焼きすぎると固くなるので注意してください。朝食やお
酒のおつまみ、お子さんのおやつにぴったりです。35gずつの個包装
が１０袋入りとなっています。ご家庭では冷凍庫で保管して下さい。

[№5736-0162] 高知・うるめいわしの目刺し

【内容】 うるめいわしの目刺し35g×10P

冷凍便



事業者：土佐佐賀くろしお工房

“土佐佐賀の海の恵みを食卓に”
当然ながらすべて100%土佐佐賀産。市場へ水揚げされた活きの良い魚を新鮮な状
態で加工いているため、クセのない上品な味わいになっています。

[№5736-0197] ～土佐佐賀の漁師の嫁の太鼓判～“太平洋の干物”セット

【内容】干物セット：レンコ鯛.鯵（各3枚）.シイラ（300ｇ）.イカリング.ヒメイチ
.エソ.サメ等（各200ｇ/袋）の中から何枚か6セット

冷凍便

事業者：土佐佐賀くろしお工房

“土佐佐賀の海の恵みを食卓に”
当然ながらすべて100%土佐佐賀産。市場へ水揚げされた活きの良い魚や小エビを新鮮
な状態で加工しているため、クセのない上品な味わいが人気です。小海老は有頭のまま
でいただくと香ばしい味わいが楽しめます。アンコウはくせのない上品な身質で、冬場

はアンコウ鍋、夏場は唐揚げなどでご賞味ください。アン肝入り醤油出汁もついていま
す。漁師の嫁の“こじゃんと旨い”を詰め込んだ自信作を是非お召し上がりください。

[№5736-0199]～土佐佐賀の漁師の嫁の太鼓判～“アンコウと小海老の唐揚げ”セット

【内容】①鮮魚加工品セット：アンコウ（約500ｇ・アン肝入り醤油出汁）×2セット
②小海老の唐揚げ（500ｇ）×1セット

冷凍便

事業者：土佐佐賀くろしお工房

“土佐佐賀の海の恵みを食卓に”
当然ながらすべて100%土佐佐賀産。市場へ水揚げされた活きの良い魚を、その日のうち
に直送します。季節の旬の魚をお届けしますので、太平洋を堪能してください。

お受け取りになられた魚は出来るだけ早くご賞味ください。

[№5736-0200]～土佐佐賀の漁師の嫁の太鼓判～“季節の鮮魚”セット

【内容】季節の鮮魚セット：内容量は魚の種類・サイズによって変動します。
【申込】2017年6月30日まで
【配送】2016月10月中旬～2017年7月末まで

冷蔵便

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ
缶詰に、特産品の黒砂糖と塩をセットにしました。

[№5736-0026]
グルメ缶詰と
特産品セット

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×1缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×1缶
柚子香るブリトロ大根95g×1缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×1缶

常温便

黒砂糖100g×1個
塩ぜよ20g×1個
塩ぜよ(てんぷら用)20g×1個

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

黒潮町産の黒砂糖と天日塩で国産小豆を甘さ控えめに仕上げた自
慢の栗ぜんざいをセットにしました。

食べきりのサイズ感、自分へのごほうびとして静かにほっこり楽
しむもよし、人が集まる年末年始、みんなでわいわいと楽しむの
もよし。お好みでお餅や白玉などを入れるのもおススメです。

[№5736-0196]黒潮グルメ缶 栗ぜんざい×6 程よい甘さのすっきり和スイーツ

【内容】栗ぜんざい内容総量：95g×6缶 【配送】12月1日～

常温便
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事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

清流の川底の珪藻を食べている天然アユは、香り高く、夏の間が一番
おいしいと言われています。旬の夏場にとれた鮎を鮮度の良いうちに
ｱﾙｺｰﾙﾌﾞﾗｲﾝ凍結することで、魚の細胞を壊すことなく冷凍できている
ので、取れたてのおいしさを楽しめます。さらに、きれいな海水をく
み上げ、一度も釜炊きせずミネラルをたっぷり含んだ黒潮町の天日塩
との相性は抜群です。旬を保った鮎に黒潮町の天日塩をふって絶品の
塩焼きをお楽しみください。

[№5736-0177]冷凍天然鮎・黒潮町産天日塩付

【内容】冷凍鮎300g(3～4尾)
天日塩(160g×1P)

冷凍便



事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ
缶詰のセットです。そのままでも美味しく、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、
毎日食べたい缶詰です。

[№5736-0004]
グルメ缶詰6缶セット

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×2缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×2缶

常温便

柚子香るブリトロ大根95g×1缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×1缶
計6缶

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

魚の旨味を閉じ込めた自慢の缶詰6種類のセットです。それぞれ風味が違う6種類の缶詰を是非食べ比べください。
※本商品は、「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご入力ください。
※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日中に連絡のつく連絡先をお知らせください。

※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください。

常温便

【内容】柚子香るブリトロ大根 内容総量：95g×1缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ 内容総量：100g×1缶
土佐湾シイラとタケノコのアヒージョ 内容総量：95g×1缶
黒潮オイルのマグロとキノコ 内容総量：100g×1缶
黒潮オイルのごろっとカツオ 内容総量：90g× 1缶
黒潮オイルのごろっとマグロ 内容総量：90g×1缶
計6個

【配送】12月1日～

[№5736-0189]黒潮グルメ缶 さかな三昧6種×1 土佐湾さかなをご堪能下さい

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

黒潮町の特産品であるカツオ3種類の缶詰セットです。カツオは伝統の「一本釣り漁法」で釣り上げたカツオのみを使用し
ています。カツオの町だからこそできる自慢の缶詰を是非ご賞味ください。
※本商品は、「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご入力ください。
※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日中に連絡のつく連絡先をお知らせください。

※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください。

常温便

【内容】カツオの和だし生姜煮こごり風 内容総量：95g× 2缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ 内容総量：90g× 2缶
カツオdeオリーブ 内容総量：90g×2缶
計6個

[№5736-0188]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

【配送】12月1日～
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【内容】白米5kgを米袋へ入れてお届けします
【配送】9月～事業者：馬荷中山間組合

弘法大師の足跡が数多く残る黒潮町馬荷地区では、
昼夜の温度差が大きく土地が高い所に位置し、きれ
いな山水のおかげで美味しいお米が実ります。農家
直送でお届けします。ぜひ一度ご賞味下さい。

[№5736-0077]空海ゆかりの里うまにのおいしいお米（白米）

常温便

事業者：馬荷中山間組合

弘法大師の足跡が数多く残る黒潮町馬荷地区では、
昼夜の温度差が大きく土地が高い所に位置し、きれ
いな山水のおかげで美味しいお米が実ります。農家
直送、玄米5kgでお届けします。

[№5736-0078]空海ゆかりの里うまにのおいしいお米（玄米）

常温便

【内容】玄米5kgを米袋へ入れてお届けします
【配送】9月～

事業者：グリーンホッパー

黒潮町の太陽と水と土のチカラで育った生姜です。農
薬、化学肥料は一切使用せず、刈り草、落ち葉など植
物性有機物のみで育った生姜は安心安全で日持ちがし
ます。

【内容】生姜1kg

[№5736-0158]28年度 黒潮の恵み自然栽培しょうが

常温便

事業者：JAにこにこ市組合

黒潮町の直販所から、地元農家さんが心を込めて育てた旬の野菜や、時にはフレッシュな
果物を詰め合わせにして皆様にお届けします。

[№5736-0093]黒潮町季節の菜園Cセット

【内容】旬の野菜3品目以上（約1kg）

冷蔵便

賞味期間：冷蔵約3日

事業者：伊与木農園

・自然環境に恵まれた黒潮町の伊与木川の水をこのにらは使っています。

・農薬はできる限り使いません。南国高知の太陽熱の恩恵を存分に活かし、夏は土を冬はハ
ウスを高温にして病害虫への防除効果を上げています。
・除草剤は使わず、手作業で草むしりをしています。
・ミネラル豊富で栄養満点。食べるともりもり元気が沸いてくる自信作です。

・伊与木農園より心を込めてお届けします。

[№5736-0049] 伊与木農園 元気にら

【内容】小袋入りにら 100g計17袋ダンボール入り

冷蔵便

事業者：JAにこにこ市組合

黒潮町は、温暖な気候を利用して古くから施設型野菜の栽培が盛んで高知県西部ではきゅ
うりの一大産地として有名です。促成栽培ならではの新鮮なきゅうりを産地直送でお届け
します。
※年末年始の出荷期間は、12月20日～1月10日までお休みします。

[№5736-0216]黒潮町・産地直送新鮮きゅうり

【内容】 内容量：2.5kg （Mサイズ標準 25本前後）
【申込】1月中旬まで
【配送】12月初旬～2月中旬

冷蔵便

【配送】年末の出荷:12/20迄
年始の出荷:1/10～開始

賞味期間：約5日
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事業者：森本みかん園

商標登録 潮風みかん。みかんは、潮風に吹かれると、いっそうおいしくなります。太平
洋を望む、みかん園では、潮風と温暖な気候に恵まれ、おいしい潮風みかんが実ります。

[№5736-0071]商標登録 潮風みかん

【内容】5kg程度（段ボール）
【申込】12月初旬まで
【配送】10月中旬～12月中旬
◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

事業者：有限会社ソルティーブ

土佐の塩丸は、満潮時に汲み上げた海水を、火力を使わず、太陽と風の力だけで
結晶化させたお塩です。天日塩作りは自然との対話。土佐の自然と塩守りが織り
なす、一粒一粒に込めた複雑な味わいをお楽しみ下さい。

※太陽と風の力のみで造る天日製法のため、冬場は生産量が極めて少なくなりま
す。このため、12月～2月のご寄附につきましては、商品発送は3月頃からを予定
しています。春のうららかな日差しが戻るまで、今しばらくお待ちください。

[№5736-0060]「天日海塩」土佐の塩丸3袋セット

【内容】200g×3袋

常温便

事業者：植田農園

黒潮流れる高知県西南部特有の温暖な気候は、太平洋に面
した南斜面で栽培する柑橘類には大きな恵みとなっていま
す。ここで育てられた土佐文旦は、収穫後さらに稲藁で
2ヶ月間余りゆっくりと貯蔵し、柑橘特有の酸味を旨味に
変化させていきます。土佐文旦特有の香りと旨味をご賞味
ください。

[№5736-0141]植田農園の文旦5kg

【内容】3L～2L 9個前後
【申込】2017年2月25日迄
【配送】2017年2月15日～3月15日迄常温便

賞味期間：常温約7日

事業者：植田農園

黒潮流れる高知県西南部特有の温暖な気候は、太平洋に面
した南斜面で栽培する柑橘類には大きな恵みとなっていま
す。ここで育てられたポンカンは、収穫後コンテナでの加
温貯蔵でさらに旨味を増していきます。暖かいお部屋でポ
ンカンの香りと旨味をご賞味ください。

[№5736-0143]植田農園のポンカン5kg 高知県産

常温便
【申込】2017年1月15日迄→期間延長しま

した。２０１７年２月１２日迄
【配送】12月20日～2017年1月末日迄→期間

延長しました。～２０１７年２月１７日迄
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事業者：小谷果樹園

小谷果樹園のみかん畑は山の頂上にひらけ、冬季でも日照時間が長くて太陽の恵みを
いっぱいに浴びています。中山間地域は昼夜の気温差が大きく果樹栽培には適していま
す。ポンカンは貯蔵庫で温度管理をしながらじっくりと寝かせ糖度を高めていきます。暖
かいお部屋でたっぷりと糖度の乗ったポンカン独特の旨味をお楽しみください。

[№5736-0210]小谷果樹園のポンカン 5kg

常温便

【内容】内容量 5kg専用箱入り
【申込】2月末日まで 【配送】2月1日～3月15日

事業者：さくらぎファーム

土佐の荒波の打ち寄せる海岸急斜面。潮風が運ぶ海の恵みをふんだんに浴びる果樹園
で、天然にがりも使いつつ太陽の恵みもいっぱい浴びて育った土佐文旦。陽春から初夏
の頃まで、無霜地帯ならではの爽やかな甘味をご賞味ください。

[№5736-0245]黒潮町の無霜地帯で育った土佐文旦 5kg

【内容】サイズ4L～2L 5kg専用箱入り 数量：1箱7～10個程度
（4L：約12.3cm、3L：約11.6cm、2L：約10.9cm）

【申込】5月15日まで 【配送】3月13日～5月31日

常温便
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事業者：ともこ工房

米飴は、自家製の減農薬の米、無農薬の麦を使い、安心安全を目指し、また、
昔ながらの製法にこだわって、薪で炊きあげています。こくとあっさりした後
味の良さと、初めて食べても懐かしいと思える味が特徴です。花はぶ茶は、無
農薬で栽培しています。花が満開の真夏に収穫し、あざやかな黄色の花を入れ
ている。大釜で丁寧に炒るため、香りがよく健康茶として人気がある商品です。

[№5736-0006] 米飴・花はぶ茶

【内容】米飴2瓶(もち米・うるち米 各190ml×1瓶) 花はぶ茶70g

常温便

事業者：パン・ケーキぷちど～る

黒潮町の海辺月見ヶ浜は、海がめの産卵場所、又その沖には豪快に泳ぐくじら！砂
浜ではＴシャツアート展！それらにちなんで作ったのがお土産に評判のくじらの
クッキーとＴシャツの塩クッキー、そして雑誌にも取り上げられたクッキーシュー
の海がめくん！売れ筋お菓子セットで黒潮町満喫！

[№5736-0074]黒潮町売れ筋焼き菓子とクッキーシューセット

【内容】
クッキーシュー（8cm×9cm 40g)×12ヶ Ｔシャツクッキー（8cm×8cm 17g)×6枚
クジラクッキー（5cm×5cm 18g)×10枚 賞味期間：クッキーシュー冷蔵5日

冷蔵便

事業者：天日塩 いごてつ

黒潮町のきれいな海水を、山の中腹まで運び、釜炊きせ
ず毎日手もみしながら太陽と風力の自然エネルギーだけ
で、ゆっくりと結晶させた天日塩。海の栄養成分が多く
含まれていて、塩でありながら辛みのマイルドさと、ふ
くよかな甘味があり、素材の旨味を一層引き立てます。

[№5736-0069]いごてつの天日塩

【内容】サイズ縦40×横90×高さ170(m/m)内容量160g 5個

常温便

事業者：就労支援事業所ジョブなしろ

高知県黒潮町にある障害者福祉施設で、障害者の方々と共に、自社の農場で栽培期間中は農
薬を使用せず丹精込めて完熟になるまで育てています。完熟の果実は自社工場にてドリンク
に加工しております。甘い香りと芳醇な味わいをぜひご賞味下さい。

[№5736-0118]グァバドリンク360ml6本セット

【内容】
グァバドリンク360ml 6本セット

常温便

事業者：就労支援事業所ジョブなしろ

高知県黒潮町にある障害者福祉施設で、障害者の方々と共に、自社の農場で栽培期間中は農
薬を使用せず丹精込めて完熟になるまで育てています。完熟の果実は自社工場にてゼリーに
加工しております。甘い香りと芳醇な味わいをぜひご賞味下さい。

[№5736-0119]グァバゼリー7個セット

【内容】
グァバゼリー170g 7個入り

常温便

事業者：就労支援事業所ジョブなしろ

高知県黒潮町にある障害者福祉施設で、障害者の方々と共に、自社の農場で栽培期間中は農
薬を使用せず丹精込めて完熟になるまで育てています。完熟の果実は自社工場にてドリンク
とゼリーに加工しております。甘い香りと芳醇な味わいをぜひご賞味下さい。

[№5736-0120]グァバドリンクゼリーセット

【内容】
グァバドリンク180ml 3本
グァバゼリー170g 5個

常温便



事業者：株式会社いろり食品

麺一筋38年。国産小麦を100％使用したいろりやのこだわりの半生うどんはシコシコ、
モチモチの食感で自慢の一品。釜玉だしは土佐清水産の宗田節の旨みが抜群！釜玉う
どんや希釈しつけ麺にてお召し上がりください。

[№5736-0079]半生うどん、釜玉だし、だしパック詰め合わせ

【内容】
半生うどん250g（2人前）×3玉 だし（瓶 360ml)
土佐の秘伝だし（だしパック9g×8包）

常温便

事業者：明弘食品 株式会社

四万十川の支流で養鶏され、特に疲労回復に抜群の効果のある「イミダペプチド」を豊富
に含む「四万十鶏むね肉」を使い、明弘食品（株）の「ガーリックステーキ製法」（国際
特許出願中）により、高知大学の指導のもとで柔らかく仕上げました。お手軽にお夜食を
選べるレシピを同封します。

[№5736-0234]お手軽お夜食セット 四万十鶏のガーリックステーキ4個（1kg）

【内容】四万十鶏のガーリックステーキ 4個（真空パック1.0kg入り）

冷凍便

事業者：明弘食品 株式会社

四万十川の支流で養鶏され、特に疲労回復に抜群の効果のある「イミダペプチド」を豊富に含む
「四万十鶏むね肉」を使い、ガーリックステーキは「ガーリックステーキ製法」（国際特許出願
中）で、テリヤキ丼は特製丼タレを使い、いずれも高知大学の指導のもとで柔らかく仕上げました。
テリヤキ丼は、一袋（90g）を温めてそのまま御飯にかければすぐに召し上がれます。また、袋か
ら取り出してお鍋に移し、卵をかけて熱すれば「親子丼」にもすぐ変身。お子様のお夜食や、個食
の多いご家庭の食事にはとっても便利です。お手軽にお夜食を選べるレシピを同封します。

[№5736-0238]お手軽お夜食セット
四万十鶏のガーリックステーキとやわらかテリヤキ丼のセット６P

【内容】四万十鶏のガーリックステーキ250g×2個（真空パック）
四万十鶏のやわらかテリヤキ丼90g×4個（真空パック）冷凍便

事業者：明弘食品 株式会社

四万十川の支流で養鶏され、特に疲労回復に抜群の効果のある「イミダペプチド」を豊富
に含む「四万十鶏むね肉」を、明弘食品（株）の特製丼タレを使い、高知大学の指導のも
とで柔らかく仕上げました。一袋（90g）をそのまま温めて御飯にかければすぐに召し上が
れます。また、袋から取り出してお鍋に移し、卵をかけて熱すれば「親子丼」にもすぐ変
身。お子様のお夜食や、個食の多いご家庭の食事にはとっても便利です。お手軽にお夜食
を選べるレシピを同封します。

[№5736-0236]お手軽お夜食セット 四万十鶏のやわらかテリヤキ丼 10袋

【内容】四万十鶏のやわらかテリヤキ丼 90g×10袋（真空パック）

冷凍便
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事業者：明弘食品 株式会社

カロリーやコレステロールの低い健康食として人気のナマズ料理。衛生基準の厳しい
EUHACCPの資格工場で加工されたベトナム産の養殖ナマズを、日本の蒲焼調理法にて商
品化したものです。レンジで解凍するだけのふっくらとした焼き上がりは、白身魚特有の
サッパリとした上品な味わいです。付属の山椒は好みに合わせてお使いください。

[№5736-0253]お手軽お夜食セット 蒲焼きナマズ 3袋

【【内容】内容量：蒲焼きナマズ 150g前後×3袋（真空パック）

冷凍便

常温便 事業者：就労支援事業所ジョブなしろ

高知県黒潮町にある障害者福祉施設で、障害者の方々と共に、自社の農場で栽培期間中は農
薬を使用せず丹精込めて完熟になるまで育てた果実でゼリーやドリンクに加工しております。
茶葉は葉を一枚一剪定確認し上質な物だけで製品に仕上げています。甘い香りと芳醇な果実
製品とグァバ茶の味わいをぜひご賞味下さい。

[№5736-0121]グァバ製品各種詰合せ

【内容】グァバドリンク180ml、360ml ゼリー170g グァバ茶100g(4g×25袋入り)
グァバティーレモングラス・ティーバッグ入り30g(2.5g×12袋入り)
各アイテム各1個



事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

土佐沖で獲れた旬の魚を原料としています。国産調味料を使用、化学調味料不使用。原
料切り身から調理まで自社工場一貫で製造しています。電子レンジであたためるだけで
おいしく召し上がれますので、お弁当のボリュームのあるおかずの一品として便利です。

[№5736-0059]
黒潮町のお弁当応援団！

【内容】
白身魚のバジルマヨネーズ焼き（30g×4個）
白身魚の梅シソチーズ焼き（30g×4個）
白身魚のペッパーマヨネーズ焼き（30g×4個）
白身魚の青シソチーズ焼き（30g×4個）
さごしの味噌マヨネーズ焼き（30g×4個）

冷凍便

白身魚のケチャップ煮（100g）
かつおのケチャップ煮（100g）
かつお味付けフレーク(120g)

※うち５アイテムを選定して出荷します。

事業者：日常屋

この塩壷は、ひとつひとつ丁寧に手づくりした焼き締めの一点ものです。取っ手の部分をかわい
いクジラに仕立て使いやすくしています。この壷に塩を入れておくと、塩の湿気を外に逃がすこ

とから固まりにくく、いつでもサラサラの状態で気持ちよくご使用いただけます。梅雨季などの湿
度の高いときには、逃がした水分が塩壷の表面で水滴になることもあります。ご使用に際しては、
キッチンペーパーなどを敷いた上に塩壷を置き、風通しの良い場所に保存するか、冷蔵庫に保存し
てください。また、稀に塩壷の表面に塩が吹くことがありますが、焼き締め陶器の特徴ですので心
配ありません。その場合には、水洗いするかよくふき取って乾燥させてからご使用ください。
※手作りの為、お届けまで1ヶ月半ほどお待ちいただく場合がございます。

[№5736-0145]
クジラの塩壷

【内容】サイズ:幅約90mm×高さ約90mm

事業者：日常屋

この塩壷は、ひとつひとつ丁寧に手づくりした焼き締めの一点ものです。陶器の姿像をかわいい
どんぐり形に仕立てています。この壷に塩を入れておくと、塩の湿気を外に逃がすことから固ま

りにくく、いつでもサラサラの状態で気持ちよくご使用いただけます。梅雨季などの湿度の高い
ときには、逃がした水分が塩壷の表面で水滴になることもあります。ご使用に際しては、キッチ
ンペーパーなどを敷いた上に塩壷を置き、風通しの良い場所に保存するか、冷蔵庫に保存してく
ださい。また、稀に塩壷の表面に塩が吹くことがありますが、焼き締め陶器の特徴ですので心配
ありません。その場合には、水洗いするかよくふき取って乾燥させてからご使用ください。
※手作りの為、お届けまで1ヶ月半ほどお待ちいただく場合がございます。

[№5736-0146]
どんぐり塩壷

【内容】サイズ:幅約90mm×高さ約90mm

事業者：日常屋

この塩壷は、ひとつひとつ丁寧に手づくりした焼き締めの一点ものです。取っ手の部分は平成29
年の干支にちなんで鳥の型にし、モデルは黒潮町の町鳥からかわいい「シロチドリ」としました。
この壷に塩を入れておくと、塩の中に含まれる湿気を外部に逃がすことから凝固しにくく、いつで
もサラサラの状態で気持ちよくお使いいただけます。梅雨季などの湿気の高いときには、逃した水
分が塩壷の表面で水滴になることもあります。ご使用に際しては、キッチンペーパーなどを敷いた
上に置き、風通しの良い場所に保存するか、冷暗所にて保存してください。また、稀に塩壷の表面
に塩が噴くことがありますが、焼き締め陶器の特徴ですのでご心配ありません。その場合には、水
洗いをするかよく拭き取って乾燥させてからご使用ください。
※手づくりの為、お届けまでには1ヶ月半ほどお待ちいただく場合がございます。

[№5736-0205]
シロチドリの塩壷

【内容】サイズ:幅約90mm×高さ約90mm
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事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

高知県で水揚げされた魚を原料としワンフローズン加工しています。化学調味料、保存料は使
用していません。揚げるだけで簡単調理できます。

※季節に応じて5種類の商品をお届けします。商品はお選び出来ません。

[№5736-0003]
黒潮町おかず詰合せ

【内容】

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、さばの竜田揚げ、白身魚のフライ、イカフライ等の中から5種類

冷凍便

事業者：黒潮農園

高知県黒潮町産原木しいたけ乾燥スライスです。原木栽培
のしいたけですので、味も風味も栄養価も豊かです。スラ
イスですので使いたいと思ったときにすぐに水戻しができ、
とても便利です。チラシ寿司・鍋物・お味噌汁・だし等に
そのまま入れて召し上がりいただけます。

[№5736-0073]
乾燥しいたけ
（スライス）

【内容】乾燥しいたけ（スライス）25g×6袋

常温便



事業者：有限会社サザンウェーブ

弘法大師が残したと云われる「七立栗」をプリザーブドフラワーにしました。年に7回も連なるよう
に身をつける事から地元では「子宝栗」や「大師栗」とも呼ばれ縁起物として大切に守り育てられて
います。全国的にも珍しく希少価値の高い「七立栗」をプリザーブドフラワーにすることで長期間鑑
賞でき、お正月飾りや贈り物にもおすすめです。

[№5736-0156]弘法大師が残した七立栗プリザーブド加工お正月飾り（赤）

【内容】
高温多湿、直射日光を避けて頂ければ最長2年程度鑑賞できます。全長50センチ程度の飾りです。
プリザーブドフラワーにした七立栗は色写りする場合がありますのでご注意下さい。また、実
や葉の付き方が画像とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。

事業者：有限会社サザンウェーブ

弘法大師が残したと云われる「七立栗」をプリザーブドフラワーにしました。年に7回も連なるよう
に身をつける事から地元では「子宝栗」や「大師栗」とも呼ばれ縁起物として大切に守り育てられて
います。全国的にも珍しく希少価値の高い「七立栗」をプリザーブドフラワーにすることで長期間鑑
賞でき、お正月飾りや贈り物にもおすすめです。

[№5736-0157]弘法大師が残した七立栗プリザーブド加工お正月飾り（黄）

【内容】
高温多湿、直射日光を避けて頂ければ最長2年程度鑑賞できます。全長50センチ程度の飾りです。
プリザーブドフラワーにした七立栗は色写りする場合がありますのでご注意下さい。また、実や葉
の付き方が画像とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
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事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

土佐ひのき、杉など無垢の天然木で作ったおもちゃです。赤ちゃんがなめても安心の植物オ
イルとみつろうで仕上げました。

[№5736-0009]コロコロアニマル

【内容】
サイズ約20×11cm

※一つ一つ手作りなので、制作に時間がかかります。注文集中
の場合、発送が遅くなることがありますので、ご了承ください。

事業者：（有）じぃんず工房大方

しっかりとしたデニム地のシンプルな作りで、お洒落なやや深めのポケットは、伝票収納に
とっても便利です。裾には機能的なスリットを入れ、座位や中腰での作業が多いDIYにも便利
です。ファクトリーブランドisaは、当社のsinse2009オリジナルブランドです。日本のジー
ンズの歴史とともに歩んできた47年の伝統・実績・技術を受け継いで生まれました。
※製品によってサイズ表示と若干の誤差が生じる場合があります。

[№5736-0246]isaデニム・カフェエプロン

【内容】素材：綿100％ 洗濯可能 カラー：ネイビー青色
サイズ：〔横幅73cm×総丈63cm、腰ひも95cm×2〕 糸原産国：日本

事業者：有限会社サザンウェーブ

弘法大師が残したと云われる「七立栗」をプリザーブドフラワーにしました。年に7回も連なるよう
に身をつける事から地元では「子宝栗」や「大師栗」とも呼ばれ縁起物として大切に守り育てられて
います。全国的にも珍しく希少価値の高い「七立栗」をプリザーブドフラワーにすることで長期間鑑
賞でき、お正月飾りや贈り物にもおすすめです。

[№5736-0155]弘法大師が残した七立栗プリザーブド加工お正月飾り（緑）

【内容】
高温多湿、直射日光を避けて頂ければ最長2年程度鑑賞できます。全長50センチ程度の飾りです。
プリザーブドフラワーにした七立栗は色写りする場合がありますのでご注意下さい。また、実や葉
の付き方が画像とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。

事業者：七立栗生産組合

空海が残したと云われる七立栗、全国的にも珍しい希少価値の高い栗です。別名「大師栗」「子宝
栗」とも呼ばれ、地元では大切に守り育てられています。生け花用としてどうぞ。

[№5736-0076]弘法大師 空海ゆかりの「七立栗」

【内容】七立栗切枝40cm程度（イガの個数8個以上）計3本 段ボール入り
【申込】10月20日まで
【配送】8月下旬～10月 賞味期間：冷蔵5～7日

◆次期受付開始をお待ちください◆



事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

抗菌作用のある「土佐ヒノキ」を、手作業で削って作りました。塗料も自然素材の「柿渋」
ですから、安心してお使いいただけます。お箸は「縁起物」なので、お食い初めや誕生日、
お祝いのプレゼントに人気があり、一生ものとしてご愛用いただけます。箸袋も手作りです。
また、子ども箸はコンパクトなマイ箸として、大人の使用も可能です。

[№5736-0046]
子ども箸セット

【内容】
土佐ひのきの子ども箸（約15cm）と箸袋のセット1膳
※透明セロファンの袋入り

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

抗菌作用のある「土佐ヒノキ」を、手作業で削って作りました。塗料も自然素材の「柿渋」
ですから、安心してお使いいただけます。焼きペンでネームやワンポイントを、サービスで
お入れします。お箸は「縁起物」なので、お食い初めや誕生日、お祝いのプレゼントに人気
があり、一生ものとしてご愛用いただけます。箸袋も手作りです。また、子ども箸はコンパ
クトなマイ箸として、大人の使用も可能です。
※確認の連絡を致します。

※焼きペンでネームやワンポイントを入れます。

[№5736-0047]
子ども箸セット
(名入れサービス用)

【内容】
土佐ひのきの子ども箸（約15cm）と箸袋のセット1膳
※透明セロファンの袋入り

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

200年かけて堅くなる長寿の土佐ヒノキで作られた、縁起物のお箸です。還暦祝いには、身近
な方が赤い物を贈られるのは、赤は魔除けの意味があるからで、お箸袋をおめでたい柄の高級
ちりめんでセットにしました。毎日愛用していただくものですので、還暦のお祝いにぴったり
の品です。

[№5736-0056]
還暦祝い長寿箸

【内容】

土佐ひのきの箸（２１㎝）とちりめん箸袋のセット１膳、お祝いﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ付、
透明セロファンの袋入り
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事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

黒潮町の山桜の木で作った、堅くて美しいマイ箸とさくら猫柄のお箸袋です。自然塗料の柿
渋で仕上げましたので、口に入れても安心してお使いいただけます。ご希望の方には、名入
れサービス付です。

※この商品は寄附金の半額を「オールさくら猫プロジェクト」として、町内の野良猫の不妊
去勢手術費用に使用します。

[№5736-0039]
さくら箸

【内容】
山桜 約21cm 箸袋付 透明セロファン入り

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

抗菌作用のある「土佐ヒノキ」を、手作業で削って作りました。塗料も自然素材の「柿渋」で
すから、安心してお使いいただけます。焼きペンでネームやワンポイントを、サービスでお入
れします。お箸は「縁起物」なので、誕生日やお祝いのプレゼント、記念品、引き出物などに
いかがですか。一生ものとしてご愛用いただけます。箸袋も手作りです。
※確認の連絡を致します。

※焼きペンでネームやワンポイントを入れます。

[№5736-0041]
ゆめのかけ箸セット

(名入れサービス用)

【内容】
土佐ひのきの箸（21cm）と箸袋のセット1膳
※透明セロファンの袋入り

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

抗菌作用のある「土佐ヒノキ」を、手作業で削って作りました。塗料も自然素材の「柿渋」
ですから、安心してお使いいただけます。お箸は「縁起物」なので、誕生日やお祝いのプレ
ゼント、記念品、引き出物などにいかがですか。一生ものとしてご愛用いただけます。箸袋
も手作りです。

[№5736-0040]
ゆめのかけ箸セット

【内容】
土佐ひのきの箸（21cm）と箸袋のセット1膳
※透明セロファンの袋入り



[№5736-0167]黒潮の森、乾燥薪15キロ（ナラ）

事業者：グリーンホッパー

火持ちがよく、熱量が高い、薪用にポピュラーな樹種。伐採から1年以上の乾燥した薪です。
内容量15キロでお届けします。

※自然乾燥品のため、表面の黒ずんだ薪が入る事があります。又、ごく稀にありなど小さな
虫が混入する場合があります。

※お送りする薪は焚きつけようではありません。大割、中割が混ざって箱詰めされています。

【内容】薪の長さ：約40cm 箱：41cmＸ33cmＸ32cm 内容量：15キロ

事業者：グリーンホッパー

香りがよく、クッキング・ストーブに最適。炎が赤く、明るく燃えます。伐採から1年以上の乾
燥した薪です。内容量15キロでお届けします。

※自然乾燥品のため、表面の黒ずんだ薪が入る事があります。又、ごく稀にありなど小さな
虫が混入する場合があります。

※お送りする薪は焚きつけようではありません。大割、中割が混ざって箱詰めされています。

[№5736-0168]黒潮の森、乾燥薪15キロ（サクラ）

【内容】薪の長さ：約40cm 箱：41cmＸ33cmＸ32cm 内容量：15キロ

事業者：黒潮薪本舗

[№5736-0103]黒潮薪（1箱【計0.04m3】コース）

自然豊かな高知県の天然林ですくすくと育った広葉樹（シイ・カシが中心）の薪で
す。伐採時期によって乾燥度合いにばらつきがあることがありますのでご了承くだ
さい。発送は受注の翌月となります。

【内容】0.04m3／箱=約15～20kg 薪の長さ：約30cm
ダンボール（465×325×295mm）
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事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

200年かけて堅くなる長寿の土佐ヒノキで作られた、縁起物のお箸です。還暦祝いには、身近な方
が赤い物を贈られるのは、赤は魔除けの意味があるからで、お箸袋をおめでたい柄の高級ちりめん
でセットにしました。毎日愛用していただくものですので、還暦のお祝いにぴったりの品です。
※焼きペンでネームやワンポイントを入れます。
※確認の連絡を致します。

[№5736-0057]
還暦祝い長寿箸
(名入れサービス用)

【内容】

土佐ひのきの箸（２１㎝）とちりめん箸袋のセット１膳、お祝いﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ付、
透明セロファンの袋入り

事業者：土居建具製作所

神代楠は、何らかの現象によって腐敗せずに埋もれ木となり、悠久の時を経て現代に姿を現した楠
の巨樹です。楠が放つ独特の自然香は、心を癒し、郷愁を誘うレトロな文化の香りがします。暮らし
の中に楠を入れ、リラックスしながら季節の山野草などお楽しみください。

[№5736-0218]神代楠の「花器敷き」（小）2枚セット

※天然素材のため、形状がひとつひとつ異なりますので、一点ものとしてお楽しみください。
※本製品は、巨樹の根を厚さ15mm程度にカットしたもので、木目や色、重さや形状はひとつ
ひとつ異なります。サイズは目安としてください。
※本製品に、花器は含みません。

【内容】サイズ：約200×150×15mm 2枚セット
仕上げ：〔表面〕ウレタンクリア塗料、〔裏面〕天然木肌

事業者：土居建具製作所

神代楠は、何らかの現象によって腐敗せずに埋もれ木となり、悠久の時を経て現代に姿を現した楠
の巨樹です。楠が放つ独特の自然香は、心を癒し、郷愁を誘うレトロな文化の香りがします。暮らし
の中に楠を入れ、リラックスしながら季節の山野草などお楽しみください。

[№5736-0217]神代楠の「花器敷き」（大）

※天然素材のため、形状がひとつひとつ異なりますので、一点ものとしてお楽しみください。
※本製品は、巨樹の根を厚さ15mm程度にカットしたもので、木目や色、重さや形状はひとつ
ひとつ異なります。サイズは目安としてください。
※本製品に、花器は含みません。 【内容】 サイズ：約400×250×15mm1枚

仕上げ：〔表面〕ウレタンクリア塗装、〔裏面〕天然木肌
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事業者：もどりガツオ祭実行委員会

東北の金華山沖でたっぷりと餌を食べ、土佐沖まで下ってきた脂がのったもどりガツオを一本
釣りで釣り上げ、イベント会場内で豪快に藁焼きタタキにしたカツオタタキ御膳で提供します。

[№5736-0137]第13回土佐さがのもどりガツオ祭 カツオ御膳前売り券2枚

【内容】第13回土佐さがのもどりガツオ祭(10月15日開催予定) カツオ御膳前売り券×2枚
【申込】9月30日迄
【配送】10月5日

事業者：黒潮町役場

黒潮町広報「くろしお」は、毎月1日に発行していて、町内学校の記事や町の出来事など、様々
な情報を載せています。

[№5736-0098]
広報「くろしお」
1年間送付

【内容】
黒潮町広報 1冊60g・A4サイズ・約28ページ×12ヵ月
毎月1日発行

事業者：黒潮町役場

不撓不屈の精神力で私小説の道一筋を歩んだ郷土の作家、上林暁。上林暁文学館の会
館に寄せて発行された記念誌2冊をセットでお届けします。

[№5736-0100]
こころのふるさと上林暁
小伝上林暁 2冊セット

【内容】
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



事業者：カネイチ水産

四国土佐沖での初鰹が今年も始まりました。早春のカツオ漁で賑わう土佐佐
賀港に水揚げされる一本釣りの初ガツオを港市場から直送します。初鰹は、
贅沢な厚切りの刺身にして皿鉢に盛り、キレのあるさっぱりとした味をご賞味
ください。さらに、藁焼きタタキでは、無塩の独特の香りが楽しめます。

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の[黒潮町へのご意
見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取りまでに期間がかかっ
た場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしかねますのでご了承ください。冷蔵便

【内容】一本釣り初ガツオ 1.0kg前後 2尾 ご家庭用
【申込】5月31日まで
【配送】2月初旬～6月中旬

[№5736-0243]2017年初鰹土佐佐賀港水揚げ 1.0kg 2尾

事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

土佐伝統の藁焼きで一節一節丁寧に焼き上げています。藁の強い火力で瞬時に焼きあ
げることでカツオの旨みをとじこめ香ばしい藁の風味が生きてます。食べる直前に、
真空袋のまま流水で解凍後（中芯が凍った状態）お好みの厚さに切ってお召し上がり
下さい。高知県産ゆず使用のポン酢はまろやかな味わいで大好評です。高知では、塩
をかけて塩タタキで食べます。一緒にお届けする天日塩は、一度も釜炊きせず時間を
かけゆっくりと結晶させた天日塩です。ミネラルをたっぷり含んだ天日塩は素材の味
をひきたてます塩たたきでお楽しみ下さい。その他さまざまな料理にご使用下さい。

[№5736-0152]天日塩付き・土佐の藁焼鰹たたき1.5kg6～8本）

冷凍便

事業者：株式会社なぶら土佐佐賀

一本釣りで釣り上げ、活きたまま船上で凍結された原料を使用しているので鮮度はバツグ
ン！この高鮮度の戻りかつおを土佐伝統の「わら焼き製法」でたたきに仕上げ、大容量の
2kgでお届けします。わらで表面のみをあぶることで、魚臭さを消すとともに香ばしい香
りがつき、かつおのうま味を引き出しました。戻りかつおならではの脂ののりとトロっと
した食感を堪能して頂けます。わら風味豊かなたたきを、高知県産のゆず果汁をたっぷり
使ったタレと薬味でお召し上がり下さい。

[№5736-0105] KSB-2明神水産わら焼き戻りかつおのたたき2kg（7～9節）セット

【内容】藁焼き鰹たたき7～9節（合計約2kg） タレ30ml×18袋
おろしにんにく（5g×9袋） おろししょうが（8g×9袋）

冷凍便

事業者：株式会社なぶら土佐佐賀

鰹を満喫できる詰め合わせセット！かつおのたたきは一本釣りで釣り上げ、活きたまま船上
で凍結された原料を使用しているので鮮度はバツグン！この高鮮度の戻りかつおを土佐伝統
の「わら焼き製法」でたたきに仕上げています。わら風味豊かなたたきを、高知県産のゆず
果汁をたっぷり使ったタレと薬味でお召し上がり下さい。手軽にたべて頂ける鰹茶漬けや炊
き立てのご飯（2～3合）に混ぜるだけで出来上がるかつおめしの素も2Pついています。その
まま食べても美味しい鰹の角煮、また、生利節はサラダと一緒に召し上がっていただくとか
つおの旨味が口の中に広がります。かつおを色々な食べ方で堪能して頂ける商品です。

[№5736-0107]MKT-D明神水産わら焼きかつおのたたきとかつおづくしセット

【内容】藁焼き鰹たたき3節（合計約750g）
鰹茶漬け（梅入り）60g×2袋

冷凍便

鰹角煮約200g×1袋
タレ80ml×2袋
おろしにんにく（5g×3袋）
おろししょうが（8g×3袋）

生利節（醤油味）約170g×1袋
生利節（柚子風味）約170g×1袋
鰹めし（醤油味）約180g×1袋
鰹めし（生姜味）約180g×1袋

【内容】藁焼鰹たたき1.5kg（6～8本） 1節につきタレ30ml×2P 天日塩160g

賞味期間：冷蔵3日
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事業者：カネイチ水産

土佐湾近海で獲れた鮮魚で漁師の感覚で選りすぐり、まるごと新鮮な
状態でお届けします。土佐沖を走る黒潮の沿岸域の定置網では少量多
品目の魚が豊富に獲れます。漁期は１０月から６月まで。秋、冬、春
それぞれの季節で旬の魚も変化します。何が届くかお楽しみのセット
商品です。

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の[黒潮町へのご意
見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取りまでに期間がかかっ
た場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしかねますのでご了承ください。冷蔵便

【内容】鮮魚2.0kg前後 賞味期間：冷蔵3日
※水揚げ状況によって、数量と大きさが多少変動します。

【申込】2017年6月10日まで
【配送】2016年10月10日～2017年6月30日

[№5736-0184]漁師におまかせの鮮魚セットB(2.0kg前後)

事業者：まるみ屋

旬の時期に黒潮町に水揚げされた新鮮で脂ののったメジカやサバを松
の木で燻す元祖浜焼き。昔の人の知恵と工夫を受け継ぎ1本1本丁寧に
焼き上げ、自然な味と香りが生かされ、飽きの来ない味に仕上げてい
ます。昔ながらの手作りの味をご賞味ください。
※水揚げ状況により発送が遅れる場合があります。

[№5736-0124] 元祖浜焼きメジカ3匹セット

【内容】メジカ（宗田鰹）1.0kg前後 3匹セット燻製
【配送】10月～5月

冷蔵便
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事業者：土佐佐賀くろしお工房

“土佐佐賀の海の恵みを食卓に”
当然ながらすべて100%土佐佐賀産。市場へ水揚げされた活きの良い魚や小海老を新鮮な状態で加
工しているため、クセのない上品な味わいが人気です。小海老は有頭のままでいただくと香ばし
い味わいが楽しめます。アンコウはくせのない上品な身質で、冬場はアンコウ鍋、夏場は唐揚げ
などでご賞味ください。アン肝入り醤油出汁もついています。漁師の嫁の“こじゃんと旨い”を
詰め込んだ自信作を是非お召し上がりください。

[№5736-0198] ～土佐佐賀の漁師の嫁の太鼓判～“アンコウと太平洋の干物”セット

【内容】①鮮魚加工品セット：アンコウ（約500ｇ・アン肝入り醤油出汁）×2セット
②小海老の唐揚げ（500ｇ）×1セット
③干物セット：レンコ鯛.鯵（各3枚）.シイラ（300ｇ）.イカリング.ヒメイチ.エソ.サメ等（各200ｇ/袋）
の中から6セット

冷凍便

事業者：黒潮水産

チャンバラ貝は、酒豪の多い高知の居酒屋では定番中の定番。すぐに間に合って易しく食べられ、独特の甘味がうまい。
三拍子そろった人気の酒肴です。唯一の欠点は、食べだしたら止まらないこと（笑）黒潮水産のチャンバラ貝は、素潜り
漁で獲った天然物で、中でも大粒のものを選りすぐりお届けします！

[№5736-0244] 黒潮水産の酒肴 チャンバラ貝 1kg（ボイル用）

【内容】チャンバラ貝1kg（ボイル用） 内容量 :1箱あたり40～60個程度
※調理方法を同封します。冷凍便 賞味期限 ：冷蔵2日

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の[黒潮町へのご意見・
メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取りまでに期間がかかっ
た場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしかねますのでご了承ください。



事業者：水野水産

タビエビは、その風貌とは大違いで、ボイルでも刺身でもとても美味しくいた
だける小型の海老です。活セットＡは、食べきりやすいお手頃なボリュームで
お届けします。年末年始の家族団らんではお味噌汁でもご賞味ください。だし
汁からほのかな海老の香りがにじみ出て美味しくいただけます。

※タビエビは、鮮度保持のため生きたままでお届けします。
※生鮮品ですので、お届け日はあらかじめお電話でご確認をさ
せていただきます。
※水揚げ状況によって、エビの大きさ・数量が変動します。※
限定１００セットです。品切れの節はご了承ください。冷蔵便

【内容】・タビエビ 700g（4～6尾、体長18～14cm前後）
【申込】2017年1月20日まで
【配送】2016年12月1日～2017年1月末まで 賞味期間：3日

[№5736-0201]タビエビの活セット Ａ

常温便 事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

黒潮町の豊かな食を活かした「非常食」の産業化に取り組む私たちは、美味しさもさること
ながら、食物アレルギーにも配慮し、より多くの方が召し上がれるよう挑戦しています。災

害時など、もしもの時のカロリーや栄養などのバランスを考えた「ほっ」として美味しい主
菜や副菜、甘味の6種類の缶詰セットです。ご家庭用の備蓄食としてどうぞ。

[№5736-0065]
備蓄缶詰12缶セット

【内容】
2種類のお肉のすき焼き95g×2缶
野菜とひじきのあまから煮90g×2缶
野菜のあまから煮シイラ入り90g×2缶

お魚のパテ100g×2缶
つぶつぶコーンと10種類の野菜スープ100g×2缶
栗ぜんざい95g×2缶
計12缶

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ缶詰
のセットです。 そのままでも美味しく、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、毎日
食べたい缶詰です。

[№5736-0027]
グルメ缶詰
12缶セット

【内容】
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

常温便

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

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

災害時など、もしもの時のカロリーや栄養などのバランスを考えた「ほっ」として美味しい災
害備蓄缶詰とそのままでも美味しく、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、毎日食べたくな
るグルメ缶詰ですご家庭用の備蓄食としてもどうぞ。

[№5736-0133]
グルメ缶詰と
備蓄缶詰12缶セット

〔内容〕
2種類のお肉のすき焼き95g×1缶
野菜とひじきのあまから煮90g×1缶
野菜のあまから煮(シイラ入り)90g×1缶
お魚のパテ100g×1缶
つぶつぶコーンと10種野菜のスープ100g×1缶
栗ぜんざい95g×1缶

常温便

カツオの和だし生姜煮こごり風95g×2缶
柚子香るブリトロ大根95g×1缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×1缶
計12缶
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事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

見た目の凶暴さとは異なり、味わいは食通をうならせる贅沢さ。肉厚で柔らかな身は鶏
肉にも似たあっさり食感なのに、皮下のゼラチン質からはこってりとした濃厚な旨みが
じゅわ～とあふれ出します。豊潤かつ淡白。二つの風味の織り成す独特の味わいこそ、
うつぼの美味しさです。この美味しさを楽しむため、贅沢なハーモニーをカラッと閉じ
込めた高知では人気メニューが、うつぼの唐揚げです。甘みを持つふわふわとした身の
食感とジューシーな旨みをご堪能ください。

[№5736-0226]土佐・うつぼの唐揚げ

冷凍便

【内容】うつぼ唐揚げ60g×8P



事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

黒潮町の特産品であるカツオを使った4種類の缶詰セットです。カツオは伝統の「一本釣り漁法」で釣り上げたカツオのみ
を使用しています。カツオの町だからこそできる自慢の缶詰を是非ご賞味ください。
※本商品は、「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご入力ください。
※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日中に連絡のつく連絡先をお知らせください。

※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください。

常温便

【内容】カツオの和だし生姜煮こごり風 内容総量：95g× 3缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ 内容総量：90g×3缶
カツオdeオリーブ 内容総量：90g×3缶
黒潮オイルのごろっとカツオ 内容総量：90g× 3缶
計12個

【配送】12月1日～

[№5736-0190]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
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常温便 事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

隣町の四万十町のうなぎを、「うなぎの頭」からとった出汁と黒潮町産黒糖を使ったタレ
でふっくらと仕上げました。缶詰ならではの調理法で、骨までやわらかくなっております。
うなぎの蒲焼の缶詰とひつまぶしの缶詰をセットにしました。

[№5736-0062]四万十うなぎ缶詰セット

【内容】
四万十うなぎ蒲焼
四万十うなぎひつまぶし 各110g×1缶 計2缶

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ缶詰
に、カツオのタタキと天日塩をセットにしました
※常温・冷凍便の2個口での配送となります。

[№5736-0028]グルメ缶詰と特産品セット2

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×2缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×2缶
柚子香るブリトロ大根95g×1缶

常温便冷凍便

お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×1缶
カツオたたき(タレ付き)150g×2節
塩ぜよ20g×2個

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

魚の旨味を閉じ込めた自慢の缶詰6種類のセットです。それぞれ風味が違う6種類の缶詰を是非食べ比べください。
※本商品は、「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご入力ください。
※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日中に連絡のつく連絡先をお知らせください。

※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください。

常温便

【内容】柚子香るブリトロ大根 内容総量：95g 2缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ 内容総量：100g 2缶
土佐湾シイラとタケノコのアヒージョ 内容総量：95g 2缶
黒潮オイルのマグロとキノコ 内容総量：100g 2缶
黒潮オイルのごろっとカツオ 内容総量：90g 2缶
黒潮オイルのごろっとマグロ 内容総量：90g 2缶
計12個

【配送】12月1日～

[№5736-0191]黒潮グルメ缶 魚三昧6種×2 土佐湾の魚をご堪能下さい



事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

黒潮町中山間の「は～と・らいふ村」で、農薬・除草剤・化学肥料を一切使わず、メダ
カや小さな生き物たちと一緒に育てた安全なお米です。国の「環境保全型農業」の認定
を受け、「くろしお有機農業組合」のメンバーです。おいしさの秘密は、周囲の山から
のきれいな湧き水、米糠や藁、昼夜の温度差が大きいこと、です。ぜひ一度、召し上
がってみてください。
※8/26の発送より新米にて出荷しております。

[№5736-0042]
特別栽培メダカ米(白米)

【内容】
特別栽培メダカ米（白米）5kg 米袋入り

常温便
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事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

四万十うなぎの蒲焼の缶詰と、黒潮町の豊かな食を活かした自慢のグルメ缶詰をセットにし
ました。うなぎは隣町の「四万十うなぎ」を使い、黒潮町産の黒糖を使ったタレで味付けま
した。缶詰ならではの調理法で、骨までやわらかくふっくらと仕上げています。

[№5736-0064]
四万十うなぎ缶詰と
グルメ缶詰7缶セット

【内容】
四万十うなぎ蒲焼110g×1缶
柚子香るブリトロ大根95g×1缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×1缶

常温便

カツオの和だし生姜煮こごり風95g×2缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×2缶
計7缶

常温便 事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ缶詰と栗ぜ
んざいの缶詰をセットにしました。栗ぜんざいは、黒潮町産の黒砂糖と塩で味を調えており、
ほどよい甘さが美味しい１品です。

[№5736-0063]
グルメ缶詰と
栗ぜんざいセット

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×2缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×2缶
柚子香るブリトロ大根95g×1缶

お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×1缶
栗ぜんざい95g×6缶
計12缶

事業者：株式会社なぶら土佐佐賀

高知県黒潮町の中山間地は朝夕の寒暖差があります。気
候と水の両方が備わった当地は、米作りに大変適した場
所です。にこまるは、粒が大きいことから食感を存分に
楽しんでいただけます。
※100個限定

[№5736-0149]N-1明神米にこまる4kgセット（白米）

【内容】にこまる4kg
【申込】3月末日まで
【配送】11月～4月

常温便

事業者：株式会社なぶら土佐佐賀

高知県黒潮町の中山間地は朝夕の寒暖差があります。気候
と水の両方が備わった当地は、米作りに大変適した場所で
す。品種の違う2種類、ひのひかりとにこまるの炊き上が
りの輝きと風味を存分に楽しんで下さい。
※100個限定

[№5736-0150]HN-1明神米ひのひかり・にこまる4kgセット（白米）

【内容】ひのひかり2kg にこまる2kg （合計4kg）
【申込】3月末日まで
【配送】11月～4月

常温便

事業者：株式会社なぶら土佐佐賀

高知県黒潮町の中山間地は朝夕の寒暖差があります。気候
と水の両方が備わった当地は、米作りに大変適した場所で
す。ひのひかりは、炊き上がりの風味とお米の透明感を楽
しんでいただけます。
※100個限定

[№5736-0148]H-1明神米ひのひかり4kgセット（白米）

【内容】ひのひかり4kg
【申込】3月末日まで
【配送】11月～4月

常温便



事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

黒潮町中山間の「は～と・らいふ村」で、農薬・除草剤・化学肥料を一切使わず、メダ
カや小さな生き物たちと一緒に育てた安心安全なお米です。国の「環境保全型農業」の
認定を受け、「くろしお有機農業組合」のメンバーです。※斑紋米が混ざっていること
がありますが、無農薬の証です。安心してお召し上がりください。
※8/26の発送より新米にて出荷しております。

[№5736-0043]
特別栽培メダカ米(玄米)

【内容】
特別栽培メダカ米（玄米）5kg 米袋入り

事業者：JA高知はた 大方支所

美しい山々と豊かな自然に恵まれた日本の風景が広がる高知県黒潮町。美しい水に恵まれ、
昔から米の旨い産地として有名です。どの農家でも、山から湧き出る水をひき、秋には黄金
色に輝きます。粒に弾力があり、噛み応え抜群、外観は艶があり、粒ぞろいが良く、甘味が強
いお米です。

[№5736-0085]人が元気 自然が元気 地域が元気 黒潮町産新米

【内容】3kg×2袋 【申込】12月1日まで 【配送】8月10日～12月10日

◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

事業者：ほたる農園

山奥の森林から湧き出る水を利用しての米産地。ほたるの舞うきれいな水で育てられたお米
をご賞味ください。
※50個限定となります。

[№5736-0131]伊田郷 ほたる米 ひのひかり5kg

【内容】ひのひかり 玄米5kg相当
【申込】11月末日まで
【配送】10月～12月
◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

事業者：ほたる農園

山奥の森林から湧き出る水を利用しての早場米産地。ほたるの舞うきれいな水で育てられた
早稲米をご賞味ください。
※100個限定となります。

[№5736-0129]伊田郷 ほたる米 こしひかり5kg

【内容】こしひかり 玄米5kg相当
【申込】9月末日まで
【配送】8月～10月
◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

事業者：ほたる農園

伊田郷の山奥の稲作は、森林から湧き出る水を利用しての早場米産地。「花の舞」は地区内
の早稲米よりもさらに早く収穫できる特徴があり、いち早く新米の美味しさが享受できます。
※50個限定となります。

[№5736-0130]【数量限定】花の舞 玄米5kg

【内容】早稲米 5kg (玄米5kg相当)
【申込】8月末日まで
【配送】７月末日～9月中旬
◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

常温便
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空海の足跡が数多く残る馬荷。空海が残した「七立栗」は地元で「子宝栗」「大師栗」とも呼

ばれ縁起物とされており、その「七立栗」をプリザーブド加工し長期間鑑賞できる飾りにしま
した。それに加え同じ馬荷地区の綺麗な山水で育てた美味しいお米と空海の言い伝え冊子を
セットにしてお届けします。空海が旅した道を感じながらお楽しみ下さい。

色写りする場合がありますのでご注意下さい。 高温多湿、直射日光を避けて頂ければ最長2年程
度鑑賞できます。また実や葉の付き方が画像と異なる場合がありますので予めご了承下さい。

事業者：有限会社サザンウェーブ

[№5736-0159]弘法大師ゆかりの里セット 馬荷米と七立栗プリザーブド（緑）

【内容】
米は白米5キロ。空海伝説冊子1部。プリザーブド加工した七立栗は1本。
全長50センチ程度の飾りです。

事業者：有限会社サザンウェーブ

空海の足跡が数多く残る馬荷。空海が残した「七立栗」は地元で「子宝栗」「大師栗」とも呼

ばれ縁起物とされており、その「七立栗」をプリザーブド加工し長期間鑑賞できる飾りにしま
した。それに加え同じ馬荷地区の綺麗な山水で育てた美味しいお米と空海の言い伝え冊子を
セットにしてお届けします。空海が旅した道を感じながらお楽しみ下さい。

[№5736-0160]弘法大師ゆかりの里セット 馬荷米と七立栗プリザーブド（赤）

【内容】
米は白米5キロ。空海伝説冊子1部。プリザーブド加工した七立栗は1本。
全長50センチ程度の飾りです。

色写りする場合がありますのでご注意下さい。 高温多湿、直射日光を避けて頂ければ最長2年程
度鑑賞できます。また実や葉の付き方が画像と異なる場合がありますので予めご了承下さい。

事業者：有限会社サザンウェーブ

空海の足跡が数多く残る馬荷。空海が残した「七立栗」は地元で「子宝栗」「大師栗」とも呼

ばれ縁起物とされており、その「七立栗」をプリザーブド加工し長期間鑑賞できる飾りにしま
した。それに加え同じ馬荷地区の綺麗な山水で育てた美味しいお米と空海の言い伝え冊子を
セットにしてお届けします。空海が旅した道を感じながらお楽しみ下さい。

[№5736-0161]弘法大師ゆかりの里セット 馬荷米と七立栗プリザーブド（黄）

【内容】
米は白米5キロ。空海伝説冊子1部。プリザーブド加工した七立栗は1本。
全長50センチ程度の飾りです。

色写りする場合がありますのでご注意下さい。 高温多湿、直射日光を避けて頂ければ最長2年程
度鑑賞できます。また実や葉の付き方が画像と異なる場合がありますので予めご了承下さい。

事業者：JAにこにこ市組合

黒潮町の直販所から、地元農家さんが心を込めて育てた旬の野菜や、時には
フレッシュな果物を詰め合わせにして皆様にお届けします。

[№5736-0092]黒潮町季節の菜園Bセット

【内容】旬の野菜3品目以上（約2kg）

冷蔵便

賞味期間：冷蔵約3日

【内容】
洗いらっきょう1kg×3袋
らっきょう酢1.5L×1本
【申込】2017年5月20日まで
【配送】2017年4月25日～5月31日事業者：JA高知はた大方支所

4月から始まる全国一の早だし洗いらっきょうの出荷。黒潮町の潮風と波の音で育った色白で
歯ごたえ良く辛みある心地よい一品を、JAおすすめのらっきょう酢とセットでお送りします。

[№5736-0082]黒潮洗いらっきょうらっきょう酢セット

冷蔵便

事業者：JA高知はた大方支所

黒潮産の柔らかい早出しハウス新生姜を、調理しやすい大きさにパックしました。
JAおすすめのつけもの酢とセットでお送りいたします。

[№5736-0083]黒潮産新生姜・つけもの酢セット

【内容】
新生姜150g×10パック
つけもの酢1L×1本
【申込】2017年7月10日まで
【配送】2017年6月1日～7月20日冷蔵便

【配送】
年末の出荷:12/20迄
年始の出荷:1/10～開始
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事業者：JAにこにこ市組合

黒潮町は昔からきゅうりの産地です。温暖な気候の中で育てた新鮮なきゅうりをお届けします。

[№5736-0097]黒潮町・産地直送新鮮きゅうり

【内容】5kg(Mサイズ中心）
【申込】2017年5月31日まで
【配送】2016年11月～2017年6月中旬

冷蔵便

事業者：JAにこにこ市組合

古くから、ここ黒潮町で愛飲されている番茶、きし豆茶、どくだみ茶、しそ茶等から組み合
わせ（おまかせ3品～）でお届けします。

[№5736-0096]黒潮お茶詰め合わせ

【内容】町内産のお茶3品目以上（1品100g～）
【配送】◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

賞味期間：冷蔵4～5日

事業者：植田農園

黒潮流れる高知県西南部特有の温暖な気候は、太平
洋に面した南斜面で栽培する柑橘類には大きな恵み
となっています。ここで育てられたポンカンは、収
穫後コンテナでの加温貯蔵でさらに旨味を増してい
きます。暖かいお部屋でポンカンの香りと旨味をご
賞味ください。

[№5736-0144]植田農園のポンカン 10kg 高知県産

【内容】10kg
【申込】2017年1月15日迄
【配送】12月20日～2017年1月末日迄常温便

事業者：JA高知はた大方支所

海、山、川と自然に恵まれた高知県黒潮町で、南国特有の太陽の恵みをいっぱいに浴び
て育てられた型破りの大粒いちご「さちのか」は、甘味と酸味が絶妙なバランスの味わ
いと日持ちも良いのが特徴です。町内のいちご農家が丹精込めて育てた自慢の大粒いち
ご「さちのか」をご賞味ください。

※「さちのか」は日持ちも良いのも特徴のひとつですが、新鮮なものほど美味しくいた
だけますので、お受け取り後は出来るだけ早くご賞味ください。

[№5736-0203]黒潮町産大粒いちご「さちのか」

【内容】さちのか 270g（10粒～7粒）×2パック 【申込】2017月2月15日まで 配送】2017月1月初旬～2017年2月下旬

冷蔵便 賞味期間：4日
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事業者：植田農園

黒潮流れる高知県西南部特有の温暖な気候は、太平洋に面した南斜面で栽培する柑橘類には大
きな恵みとなっています。ここで育てられた土佐文旦は、収穫後さらに稲藁で2ヶ月間余り
ゆっくりと貯蔵し、柑橘特有の酸味を旨味に変化させていきます。土佐文旦特有の香りと旨味
をご賞味ください。

[№5736-0142]植田農園の文旦 10kg

【内容】3L～2L 18個前後
【申込】2017年2月25日迄
【配送】2017年2月15日～3月15日迄

常温便

事業者：JA高知はた 大方支所

レモンは黄色というイメージがありますが、通常は春に花が咲いて秋から冬にかけて収穫す
るので果皮が黄色くなります。温室レモンは暖房をして1月～3月に開花させます。そして果実
が肥大し果汁が出来ると出荷します。その結果、果皮色がグリーンで香りあるフレッシュなレ
モンが出来ます。

[№5736-0080]黒潮町産 温室グリーンレモン 2kg

【内容】2kg入り
【申込】8月10日まで
【配送】5月9日～8月31日

常温便
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事業者：小谷果樹園

小谷果樹園のみかん畑は山の頂上にひらけ、冬季でも日照時間が長くて太陽の恵みをいっ
ぱいに浴びています。中山間地域は昼夜の気温差が大きく果樹栽培には適しています。収
穫後は貯蔵庫で温度管理をしながら約3ヶ月じっくりと寝かせ糖度を高めていきます。たっぷ
りと糖度の乗った土佐文旦の甘味を陽春の時季にお楽しみください。

[№5736-0209]小谷果樹園の土佐文旦 10kg

【内容】サイズ4L～2L 10kg専用箱入り 数量：1箱17個前後
4L：直径約12.3cm 3L：直径約11.6cm 2L：直径約10.9cm

【申込】4月25日まで 【配送】4月1日～5月10日

常温便

事業者：小谷果樹園

当園は、中山間地域のきれいな小川に囲まれた環境にあって、昼夜の気温差が大きく果樹栽
培の適地となっています。今年も新高梨の旬を迎えました。さっぱりとした甘さと上品な香りを
お楽しみ下さい。限定50箱ですので、お早めに御願いします。

[№5736-0153]さっぱりとした甘さの新高梨 約800g×5玉

【内容】新高梨(約800g×5玉)
【申込】10月23日まで
【配送】10/10～11/10
◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

50箱限定

事業者：小谷果樹園

当園は、中山間地域のきれいな小川に囲まれた環境にあって、昼夜の気温差が大きく果樹
栽培の適地となっています。今年も新高梨の旬を迎えました。さっぱりとした甘さと上品な香
りをお楽しみ下さい。限定50箱ですので、お早めに御願いします。

[№5736-0154]さっぱりとした甘さの新高梨 約700g×6玉

【内容】新高梨(約700g×6玉)
【申込】10月23日まで
【配送】10/10～11/10
◆次期受付開始をお待ちください◆

常温便

50箱限定

※皮むき器（果樹園ネーム入り）着いてます！事業者：丸昭果樹園

年間平均気温も17℃。目の前の太平洋には黒潮が流れ、クジ
ラが棲みつくほどの温暖な地。今年もおいしい土佐文旦がで
きました。栽培には有機肥料・減農薬・完熟収穫を徹底し、

何よりも南国高知の太陽をたくさん浴びて美味しさがギュッと
詰まっています。届いてすぐに食べられる土佐文旦。柑橘特

有の爽やかな香りと旨味をお楽しみください。

[№5736-0173]届いてすぐに食べられる土佐文旦 5kg

【内容】4L～2L 7～10個程度
【申込】2月5日まで 【配送】2月15日～3月15日

常温便

事業者：JA高知はた大方支所

「温室せとか」は、食味や香りの良い品種によって特別に改良された高級品種で、
その味わいは濃厚でジューシー、それにみずみずしいオレンジの香りが加わり、文
句なしの美味しさに仕上がっており、「ミカンの女王」と呼ばれています。黒潮町
の「温室せとか」は、垣根仕立ての温室栽培によって、太陽の恵みをいっぱいに受
けた絶品になっています。「ミカンの女王」を是非ご賞味ください。

[№5736-0166]最高級柑橘温室せとか秀2L品 5個入り

【内容】秀2L品 5個入 サイズ直径85mm程度
【申込】2017年2月5日迄 【配送】2017年2月1日～2017年2月20日

常温便



事業者：上樫森

農薬や化学肥料を使わずじっくり育てた良質なサトウキビを二百年前と同じ製法で
焚き上げています。こがね色した本物の上品な味の黒糖は、珈琲や紅茶とともに。
黒糖に固まる寸前で釜から上げた「ボカ」は黒蜜とは違い100％サトウキビの蜜で優
しい甘さと独自の風味があります。パンやアイスクリームなどにかけてお楽しみく
ださい。

[№5736-0114]上樫森の黒糖とボカ（さとうきび蜜）のセット

【内容】黒糖（小）130g×5袋 ボカ（大）200g×2本 セット
【申込】2017年6月末日まで 【配送】2017年2月上旬～6月

常温便

事業者：パン・ケーキぷちど～る

2016よしもと47シュフラン認定商品!リープルアイス。高知の人なら誰もが知って
いる、ひまわり乳業のリープルをもとに黒潮町で作っています。他では手に入らな
い商品です。あの、こだわり塩ロールとセットで!

[№5736-0075] リープルアイスと塩ロールセット

【内容】
リープルアイス100g×12ヶ
塩ロール１本約400g

冷凍便
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事業者：千鳥ヶ浜工房

黒潮町の黒糖は土佐藩製糖史考によれば1825年から始まったと考えられています。
栽培から製造まで手作りで行いサトウキビに含まれるミネラル分等人体に必要なも
のが多く含まれています。砂糖に求められる甘さを比較していただき黒潮町の黒糖
の甘さを実感ください。

[№5736-0011]黒潮町産黒糖詰合せセット

【内容】琥珀糖折り300g×2 黒糖コハク250g×2
琥珀糖蜜700g×1 ※20セット限定

【申込】2017年3月31日迄 【配送】2017年1月12日以降

常温便

事業者：就労支援事業所ジョブなしろ

高知県黒潮町にある障害者福祉施設で、障害者の方々と共に、自社の農場で栽培期
間中は農薬を使用せず丹精込めて完熟になるまで育てています。完熟の果実は自社
工場にてドリンクに加工しております。甘い香りと芳醇な味わいをぜひご賞味下さ
い。

[№5736-0117]グァバドリンク360ml 12本セット

【内容】グァバドリンク360ml 12本セット

常温便

事業者：就労支援事業所ジョブなしろ

高知県黒潮町にある障害者福祉施設で、障害者の方々と共に、自社の農場で栽培期
間中は農薬を使用せず丹精込めて完熟になるまで育てています。完熟の果実は自社
工場にてドリンクに加工しております。甘い香りと芳醇な味わいをぜひご賞味下さ
い。

[№5736-0122]グァバドリンク180ml 25本セット

【内容】グァバドリンク180ml 25本セット

常温便

事業者：就労支援事業所ジョブなしろ

高知県黒潮町にある障害者福祉施設で、障害者の方々と共に、自社の農場で栽培期
間中は農薬を使用せず丹精込めて完熟になるまで育てた果実でゼリーやドリンクに
加工しております。茶葉は葉を一枚一剪定確認し上質な物だけで製品に仕上げてい
ます。甘い香りと芳醇な果実製品とグァバ茶の味わいをぜひご賞味下さい。

[№5736-0123]グァバセット 5種

【内容】グァバゼリー170g×5個X グァバゼリー170g×5個
グァバドリンク180ml×4本 グァバドリンク360ml×3本
グァバティー ティーバッグ入り30g(2.5g×12袋入り)×1袋
グァバティーレモングラス ティーバック入り30g(2.5g×12袋入り)×1袋

常温便



事業者：みながわ農場

みながわ農場の土佐ジロー卵は、蜷川の澄んだ湧き水と非遺伝子組み換え飼料、自
社栽培野菜を与え、大自然でのびのびと育った土佐ジローの卵です。
大変栄養価が高く、また卵黄に臭みが無くとても甘みのある卵ですので、お手元に
届きましたら是非、まずは卵かけごはんやすき焼きなど、生食でお楽しみください
ませ。ロールケーキ:土佐ジローの卵で作ったふんわりしっとり生地に砂糖を極力抑
え、安定剤の入っていない純正クリームをシンプルに巻き上げました。
プリン:土佐ジロー卵の卵黄をたっぷり使ったとろーりなめらかなプリンです。

冷蔵便

【内容】
土佐ジロー卵（10個入り）1個当たり37～46g

土佐ジロー卵を使ったプリン（3個）1個当たり約70g

土佐ジロー卵を使ったロールケーキ（1個）1個当たり約230g(12/18より内容量
変更致しました。)

[№5736-0010]土佐ジロー卵と洋菓子セット

事業者：明弘食品 株式会社

四万十川の支流で養鶏され、特に疲労回復に抜群の効果のある「イミダペプチド」を豊富に
含む「四万十鶏むね肉」を使い、明弘食品（株）の「ガーリックステーキ製法」（国際特許出願
中）により、高知大学の指導のもとで柔らかく仕上げました。お手軽にお夜食を選べるレシピ
を同封します。

[№5736-0235]お手軽お夜食セット 四万十鶏のガーリックステーキ8個（2kg）

【内容】四万十鶏のガーリックステーキ 8個（真空パック2.0kg入り）

冷凍便

事業者：明弘食品 株式会社

四万十川の支流で養鶏され、特に疲労回復に抜群の効果のある「イミダペプチド」を豊富に
含む「四万十鶏むね肉」を、明弘食品（株）の特製丼タレを使い、高知大学の指導のもとで柔
らかく仕上げました。一袋（90g）をそのまま温めて御飯にかければすぐに召し上がれます。ま
た、袋から取り出してお鍋に移し、卵をかけて熱すれば「親子丼」にもすぐ変身。お子様のお
夜食や、個食の多いご家庭の食事にはとっても便利です。お手軽にお夜食を選べるレシピを
同封します。

[№5736-0237]お手軽お夜食セット 四万十鶏のやわらかテリヤキ丼 20袋

【内容】四万十鶏のやわらかテリヤキ丼 90g×20袋（真空パック）

冷凍便

※商品到着後、冷蔵庫に入れてください。土佐ジロー卵の賞味期間は生食で
採卵日より13日です。それ以降は加熱処理してお召上がりください。ロール
ケーキとプリンの賞味期間は到着後2日です。

事業者：みながわ農場

高知県の地鶏である土佐ジロー。

特にここ黒潮町の自然環境の中ストレスなく育つ土佐ジローの卵は、味の
濃さ・栄養価・美味しさ全てが抜群。
そんな土佐ジロー卵で作ったふんわり、しっとりシフォンケーキ。
甘さを控えているので小さなお子様のおやつにも。
素材の味を大切にし、丁寧に焼きあげました。
土佐ジロー卵とご一緒にお送り致します。

【内容】
土佐ジロー卵(10個入り) 1個あたり37～46g
土佐ジロー卵のしっとりシフォンケーキ(1台)20cm約590g

[№5736-0187]土佐ジロー卵とシフォンケーキのセット

冷蔵便

賞味期間：冷蔵2日
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事業者：明弘食品 株式会社

四万十川の支流で養鶏され、特に疲労回復に抜群の効果のある「イミダペプチド」を豊富
に含む「四万十鶏むね肉」を使い、ガーリックステーキは「ガーリックステーキ製法」（国際
特許出願中）で、テリヤキ丼は特製丼タレを使い、いずれも高知大学の指導のもとで柔ら
かく仕上げました。テリヤキ丼は、一袋（90g）を温めてそのまま御飯にかければすぐに召し
上がれます。また、袋から取り出してお鍋に移し、卵をかけて熱すれば「親子丼」にもすぐ
変身。お子様のお夜食や、個食の多いご家庭の食事にはとっても便利です。お手軽にお夜
食を選べるレシピを同封します。

[№5736-0239]お手軽お夜食セット
四万十鶏のガーリックステーキとやわらかテリヤキ丼のセット 12P

【内容】四万十鶏のガーリックステーキ250g×4個（真空パック）
四万十鶏のやわらかテリヤキ丼90g×8個（真空パック）

冷凍便

事業者：有限会社土佐佐賀産直出荷組合

黒潮町にある「さんちょく」自慢の天然旨調味料セットは、新鮮な魚を原料に、風とお日様の力
だけでゆっくり結晶となった天日塩だけを原料としています。時間と手間をゆっくりかけたこだ
わりの調味料は深い味わいとまろやかな塩味に仕上がっています。化学調味料等は一切使用して
いませんので、安心してお召上がりください。ここにしかないオンリーワンの調味料です。

[№5736-0012]黒潮町こだわりの調味料

常温便

【内容】きびなごフィレ70g
きびなご漁醤100ml

バジルペースト60g
きびなごレモン100ml

かたくちいわし魚醤100ml
きびなごペースト60g

事業者：日常屋

この塩壷は、ひとつひとつ丁寧に手づくりした焼き締めの一点ものを２個セットにしたもので
す。 この壷に塩を入れておくと、塩の湿気を外に逃がすことから固まりにくく、いつでもサラ

サラの状態で気持ちよくご使用いただけます。梅雨季などの湿度の高いときには、逃がした水
分が塩壷の表面で水滴になることもあります。ご使用に際しては、キッチンペーパーなど使い
捨ての紙を敷いた上に塩壷を置き、風通しの良い場所に保存するか、冷蔵庫に保存してくださ
い。 また、稀に塩壷の表面に塩が吹くことがありますが、焼き締め陶器の特徴ですので心配あ

りません。その場合には、水洗いするかよくふき取って乾燥させてからご使用ください。塩の
容量は各約130g程度入ります。
※手作りの為、お届けまで1ヶ月半ほどお待ちいただく場合がございます。

[№5736-0147]
クジラとどんぐりの
塩壷セット

【内容】サイズ:各幅約90mm×高さ約90mm

事業者：奥本かよ

くじらの町黒潮町。どこまでも蒼く美しい黒潮町大方の海。土佐の黒潮が育てた自然の恵み
「てんぐさ」。その「てんぐさ」をまるごと、ところてんにしました。むかし懐かしい味を是非ご賞
味ください。原料は100パーセント「てんぐさ」を使用し、アルカリイオン水を使ってまろやかな
味に仕上ました。

[№5736-0127]手作り 黒潮のところてん

【内容】ところてん230g×10袋 【申込】8月20日まで
【配送】7/中旬～9月中旬
◆次期受付開始をお待ちください◆

冷凍便

事業者：特定非営利活動法人NPO砂浜美術館

雄大な海と丁寧な手仕事で作り出す味わいを、ぜひお楽しみください！海のミネラルを、時間をか

けて一つの結晶の中に閉じ込めた天日塩。そして、砂浜美術館の館長『クジラ』が持ち手のオリジ
ナル塩壺。素焼きの壺は水分を外に逃がすため、天日塩がサラサラとして固まりにくく気持ちよく
ご使用いただけます。この２つを、砂浜美術館のオリジナルギフトBOXに入れてお届けします。

[№5736-0048]土佐の塩丸とクジラの塩壷

【内容】天日塩200g×1袋 塩壷×1個

常温便
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事業者：明弘食品 株式会社

カロリーやコレステロールの低い健康食として人気のナマズ料理。衛生基準の厳し
いEUHACCPの資格工場で加工されたベトナム産の養殖ナマズを、日本の蒲焼調理法
にて商品化したものです。レンジで解凍するだけのふっくらとした焼き上がりは、
白身魚特有のサッパリとした上品な味わいです。付属の山椒は好みに合わせてお使
いください。

[№5736-0254]お手軽お夜食セット 蒲焼きナマズ 7袋

【内容】内容量：蒲焼きナマズ 150g前後×7袋 （真空パック）

冷凍便



事業者：有限会社ソルティーブ

国内的にとても貴重な天日塩の製造体験ができ、お塩にまつわ
る色々な知識も得られます。子供さんの自由研究や料理、食に
関心のある方にもおすすめ。ご自分で手をかけた天日塩を持ち
帰り、塩おにぎりなどを作ると絶品です。

[№5736-0128]天日塩作り体験(お土産付き)ペアチケット

天日塩作り体験約１時間30分程度
※「天日海塩」土佐の塩丸200g入り×2のお土産付き。
※現地にて、塩アイスのプレゼントもあり。

【内容】

事業者：有限会社じぃんず工房大方

帆布生地一枚のシンプルなマチあり台形トートバッグ。生成りのしっかりとした硬
さの6号キャンパス生地をベースに色付きの8号キャンパス生地とを組み合わせ、丈
夫でおしゃれな作りになっています。リベットを片面４個打ち、口もナスカン使用

にしていますので物をいっぱい入れてもしっかりと留めることのできる丈夫さが魅力
で、ジーンズ工場ならではの丁寧な縫製です。

素材 ：綿100% 倉敷帆布6号×8号
原産国：日本糸
注意 :洗濯により、他の物に色移りすることもありますので、単独でお洗い

ください。洗濯後は、裏干しの陰干しで自然乾燥させてください。

【内容】サイズ：W245×D145×H285mm
※ご希望の【色の種類】を、申込書中の〔黒潮町へのご意見・メッセージ欄〕にご記入
ください。
【色の種類】帆布トートバッグ
・ホワイト×イエロー ・ホワイト×ネイビー
・ホワイト×オリーブ ・ホワイト×レッド

[№5736-0175] isa IB007 帆布トートバッグ〔中〕
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事業者：有限会社じぃんず工房大方

帆布生地一枚のシンプルなマチあり台形トートバッグ。生成りのしっかりと
した硬さの6号キャンパス生地をベースに色付きの8号キャンパス生地とを組
み合わせ、丈夫でおしゃれな作りになっています。リベットを片面4個打ち、
口もナスカン使用にしていますので物をいっぱい入れてもしっかりと留める
ことのできる丈夫さが魅力で、ジーンズ工場ならではの丁寧な縫製です。な
お、トートバッグ〔小〕にはスマホケース（ホワイト）が付きます。
※画像はイメージです。（ハンカチ、携帯電話は附属しません。）

素材 ：綿100% 倉敷帆布6号×8号
原産国 ：日本糸
注意 :洗濯により、他の物に色移りすることもありますので、単独でお洗い

ください。洗濯後は、裏干しの陰干しで自然乾燥させてください。

【内容】トートバッグ：W200×D130×H200mm スマホケース：W100×D10×H185mm
※ご希望の【色の種類】を、申込書中の〔黒潮町へのご意見・メッセージ欄〕にご記入ください。
【色の種類】帆布トートバッグ
・ホワイト×イエロー ・ホワイト×ネイビー
・ホワイト×オリーブ ・ホワイト×レッド

[№5736-0176] isa IB008 帆布トートバッグ〔小〕&スマホケース

事業者：有限会社ソルティーブ

土佐の塩丸は、満潮時に汲み上げた海水を、火力を使わず、太陽と風の力だけで
結晶化させたお塩です。天日塩作りは自然との対話。土佐の自然と塩守りが織り
なす、一粒一粒に込めた複雑な味わいをお楽しみ下さい。

※太陽と風の力のみで造る天日製法のため、冬場は生産量が極めて少なくなりま
す。このため、12月～2月のご寄附につきましては、商品発送は3月頃からを予定
しています。春のうららかな日差しが戻るまで、今しばらくお待ちください。

[№5736-0061]「天日海塩」土佐の塩丸7袋セット

【内容】200g×7袋

常温便
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事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

抗菌作用のある「土佐ヒノキ」を、手作業で削って作りました。塗料も自然素材の「柿渋」です
から、安心してお使いいただけます。お箸は「縁起物」なので、誕生日やお祝いのプレゼント、
記念品、引き出物などにいかがですか。一生ものとしてご愛用いただけます。箸袋も手作りです。

[№5736-0044]土佐のひのき夫婦箸・子ども箸・箸袋セット

【内容】土佐ひのきの箸（約21cm）と箸袋セット2膳 子ども箸（約15cm）と箸袋セット1膳
計3膳 ※透明セロファンの袋入り

※【大人箸３膳】【子ども箸３膳】【大人箸１膳と子ども箸２膳】への組合せ変更も可能です。変更をご希望
の方は申込書中、[黒潮町へのご意見・メッセージ欄]の項目に、お好みの組合せをご記入ください。

※確認の連絡をいたします。

事業者：黒潮町役場

大方町の歴史を考古・通史・教育・文化・農業・漁業・商業製造業・交通通信・民族の九編
に分け、各編にそれぞれ執筆担当者をきめて書き下ろした貴重な資料です。

[№5736-0099]
大方町史1冊

【内容】
大方町史 1冊2.3kg・A5サイズ・1460ページ・平成6年2月発行

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

抗菌作用のある「土佐ヒノキ」を、手作業で削って作りました。塗料も自然素材の「柿渋」ですから、
安心してお使いいただけます。焼きペンでネームやワンポイントを、サービスでお入れします。お箸
は「縁起物」なので、誕生日やお祝いのプレゼント、記念品、引き出物などにいかがですか。一生も
のとしてご愛用いただけます。箸袋も手作りです。※焼きペンでネームやワンポイントを入れます。

[№5736-0045]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)

【内容】土佐ひのきの箸（約21cm）と箸袋セット2膳 子ども箸（約15cm）と箸袋セット1膳
計3膳 ※透明セロファンの袋入り

※【大人箸３膳】【子ども箸３膳】【大人箸１膳と子ども箸２膳】への組合せ変更も可能です。変更をご希望の方
は申込書中、 [黒潮町へのご意見・メッセージ欄 ]の項目に、お好みの組合せをご記入ください。

※確認の連絡をいたします。

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

黒潮町馬荷には、弘法大師が残した年に７回実をつけ
ると言われる「七立栗」があります。特産の「七立
栗」で染めた、美しいピンクのシルクストールは、縁
起のいい贈り物として人気です。自然木のオリジナル
ペンダントとセットです。

[№5736-0037]里山おしゃれセット

【内容】
シルク＆コットンストール1枚（約50g）
＋自然木ペンダントのセット（透明セロファン入り）

事業者：（有）じぃんず工房大方

黒潮町で作られる黒いタオル。汗をかくスポーツシーンでは、汚れの目立たな
い黒が良い。Isaのホエールテールの白抜きは、ひときわ存在感をアピールする。
バスとフェイスのセット、用途に合わせてお使いください。ファクトリーブラ
ンドisaは、当社のsince2009オリジナルブランドです。
※洗濯の際、色落ちの恐れがありますので、他の物と分けて洗ってください。

[№5736-0251]黒潮町の黒タオル〔バス・フェイスセット〕

【内容】 素材：綿100％
サイズ：〔ビッグバスタオル〕 116cm×61cm、215g

〔スモールフェイスタオル〕 95cm×33cm、90g

事業者：（有）じぃんず工房大方

ジーンズ工場ならではのワークテイストなエプロンです。サロペット風オーバー
オールなので、カフェでの使用やお家でもお洒落に着ていただけます。ガーデニ
ングやDIY、キャンプ等のアウトドアでも気軽にお使いいただけます。お洒落な
深めのポケットは中央で区切れ、縫製も部分的に二重折り仕立てにして丈夫です。
首にかけるタイプですが疲れにくい仕様です。
※製品によってサイズ表示と若干の誤差が生じる場合があります。

[№5736-0247]isaデニム・ワークエプロン

【内容】素材：綿100％ 洗濯可能 カラー：ダークブルー 糸原産国：日本
サイズ：フリー〔横幅70cm×総丈79cm、腰ひも85cm×2、首ひも71cm（調整可能）〕



事業者：特定非営利活動法人NPO砂浜美術館

建物のない美術館・砂浜美術館を、オリジナルグッズで楽しんでみませんか？館長の『ニ

タリクジラ』や、『Ｔシャツアート展』の風景をモチーフにした、ちょっと楽しくなるオ
リジナルのミュージアムグッズセットです。『砂浜美術館ノートⅡ』を読めば、さらに深
く楽しめること間違いなし！

[№5736-0014]
砂浜美術館
ミュージアムグッズ

【内容】 砂浜美術館ミュージアムグッズセット
・書籍『砂浜美術館ノートⅡ』1冊
・てぬぐい1枚（デザインが変わることがあります）
・ニタリクジラのフィギュア1個

・クジラのピンバッチ1個
・ひらひらマスキングテープ1個
・ひらひらふせん1個
・ひらひらクリアファイル1枚

事業者：もどりガツオ祭実行委員会

東北の金華山沖でたっぷりと餌を食べ、土佐沖まで下ってきた脂がのったもどりガツオを一本
釣りで釣り上げ、イベント会場内で豪快に藁焼きタタキにしたカツオタタキ御膳で提供します。

[№5736-0132]第13回土佐さがのもどりガツオ祭 カツオ御膳前売り券4枚

【内容】第13回土佐さがのもどりガツオ祭(10月15日開催予定)
カツオ御膳前売り券×4枚

【申込】9月30日まで
【配送】10月5日
◆次期受付開始をお待ちください◆
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事業者：特定非営利活動法人NPO砂浜美術館

世界に1枚だけのオリジナルＴシャツをつくろう！毎年5月のＧＷ中に黒潮町で開催するＴシャ
ツアート展。自分でデザインしたイラストや、撮影した写真を応募頂くと、砂浜美術館でオーガ
ニックコットンＴシャツにプリントし、砂浜での展示後5月下旬までに応募頂いた皆様のもとへ
お届けします。3月初旬の応募締切日までに、作品をお送りいただくことになります。

[№5736-0013]
Tシャツアート展

【内容】Ｔシャツアート展での作品応募券（1名様分）
※応募したデザイン画（イラスト・写真など）をオーガニックコットンＴシャツにプリントし、
砂浜で展示後、みなさまにお届けします。
Ｔシャツサイズはキッズ（130）、XS、S、M、L、XLの6サイズです。

【申込】2017年3月初旬迄 【配送】2017年5月末日
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事業者：有限会社じぃんず工房大方

街歩きや山歩き等に最適なスポーツバッグです。

ダークブルーデニムを使ったシンプルで落ち着いた外観は、どのようなシー
ンにもなじみます。背あて部分にはブラックデニムを使い、ファスナーは
シックなブラックテープを基本に、メインは紺色で高級感を出しています。
容量は、大き過ぎない17リットル、A4サイズの書類等も入ります。フロント
ポケットは大きめで、出し入れの多い小物類の収納に便利です。2本タイプの
肩掛けは長さの調整が可能。
※製品によってサイズ表示と若干の誤差が生じる場合があります。

【内容】素材：綿100％ 洗濯可能
カラー：ダークブルー
容量：17リットル
（H）41cm×（W）32cm×（D）13cm

[№5736-0248]isaディ・パック 〔ダークブルーデニム〕

事業者：有限会社じぃんず工房大方

街街歩きや山歩き等に最適なスポーツバッグです。

ヒッコリーストライプの外観は、個性的ながらも清潔感がありスッキリとし
た印象。ファスナーはシックなブラックテープを基本に、メインは紺色で高
級感を出しています。
容量は、大き過ぎない17リットル、A4サイズの書類等も入ります。フロント
ポケットは大きめで、出し入れの多い小物類の収納に便利です。2本タイプの
肩掛けは長さの調整が可能。

このヒッコリー柄ディ・パックは、材料の生地が少ないので少量しか生産で
きません。以後の生産も未定のため、今回は在庫限りの数量限定となってお
ります！
※製品によってサイズ表示と若干の誤差が生じる場合があります。

【内容】
素材：綿100％ 洗濯可能
カラー：ヒッコリーストライプ
容量：17リットル
（H）41cm×（W）32cm×（D）13cm

[№5736-0249]isaディ・パック 〔ヒッコリーストライプ〕



事業者：カネイチ水産

四国土佐沖での初鰹が今年も始まりました。早春のカツオ漁で賑わう土佐佐賀港に水揚げされる一本釣りの初ガツオを港
市場から直送します。初鰹は、贅沢な厚切りの刺身にして皿鉢に盛り、キレのあるさっぱりとした味をご賞味ください。
さらに、藁焼きタタキでは、無塩の独特の香りが楽しめます。

[№5736-0242]2017年 初鰹土佐佐賀港水揚げ 2.0kg 1尾

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の
[黒潮町へのご意見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮
してご指定ください。

※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。

※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取り
までに期間がかかった場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしか
ねますのでご了承ください。

冷蔵便

【内容】
一本釣り初ガツオ 2.0～3.0kg 1尾ご家庭用
【申込】5月31日まで
【配送】2月初旬～6月中旬 賞味期間：冷蔵3日

事業者：黒潮一番館タタキ体験隊

料理体験は、2.0kg前後の新鮮なカツオを三枚におろし、藁で一気に焼き上げた後、
すぐに冷たい氷水に入れて身を締めます。その場でお食事される分は、お好みの大
きさに切ってお皿に盛り付け薬味を乗せ、天日塩またはタレをかけて出来上がり。
食事体験は、藁焼きタタキのほか、アラ塩焼き、アラ汁、白飯と湯かけ飯など豊富
な漁師メシのメニューを楽しんでいただきます。また、ご希望によりお持ち帰りさ
れる場合は、冷蔵便で体験日の翌日にお届け可能な地域への配送も承ります。

※体験の希望日は、御予約の1ヶ月前からお電話で承ります。
※不漁や悪天候などにより漁が無く、御予約日に体験できないときは、別途ご連絡
させていただきます。
※お持ち帰りされる分のお届け希望については、御予約の際に承ります。
※冷蔵便でお届けできない地域へは、冷凍で対応させていただく場合もあります。
※体験に必要なエプロン及びバンダナはご用意します。
※チケットを紛失された際の再発行はできません。

【内容】黒潮一番館（高知県黒潮町）にて、新鮮なカツオ1本（2.0kg前後）を
使って、豪快な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。
体験人数は、利用券一枚につき、お二人様までご利用できます。体験時間は、
10：00～15：00の間で、約2時間です。（お食事の時間を含みます。）
【申込】10月中旬まで 【配送】3月中旬～11月中旬

[№5736-0211]新鮮なカツオで豪快な藁焼きタタキ体験

事業者：カネイチ水産

土佐湾近海で獲れた鮮魚で漁師の感覚で選りすぐり、まるごと新鮮な状態
でお届けします。土佐沖を走る黒潮の沿岸域の定置網では少量多品目の
魚が豊富に獲れます。漁期は１０月から６月まで。秋、冬、春それぞれ
の季節で旬の魚も変化します。何が届くかお楽しみのセット商品です。

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の[黒潮町へのご意
見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。

※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取りまでに期間がか
かった場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしかねますのでご了承ください。冷蔵便

【内容】鮮魚3.0kg前後 賞味期間：冷蔵3日
※水揚げ状況によって、数量と大きさが多少変動します。

【申込】2017年6月10日まで
【配送】2016年10月10日～2017年6月30日

[№5736-0183]漁師におまかせの鮮魚セットA(3.0kg前後)
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事業者：まるみ屋

旬の時期に黒潮町に水揚げされた新鮮で脂ののったメジカやサバを
松の木で燻す元祖浜焼き。昔の人の知恵と工夫を受け継ぎ1本1本丁
寧に焼き上げ、自然な味と香りが生かされ、飽きの来ない味に仕上
げています。昔ながらの手作りの味をご賞味ください。
※水揚げ状況により発送が遅れる場合があります

[№5736-0126]元祖浜焼きサバ2匹セット

【内容】サバ1.0kg前後 2匹セット燻製
【配送】10月～5月

冷蔵便

業者：JAにこにこ市組合

黒潮町内の米農家が丹精込めて作った、こだわりのお米です。

[№5736-0094]黒潮町のお米

【内容】玄米5kg
【配送】◆次期受付開始をお待ちください◆

事業者：株式会社 黒潮町缶詰製作所

災害大国で暮らす私たちにとって、もしものための備えは欠かせません。栄
養バランスと味にこだわった7大アレルゲン不使用の調理済み缶詰、アル
ファ化米、海洋深層水をセットにしました。さらに黒潮町特産の天日塩を加
え、塩分欠乏の防止や缶詰に野菜などを加えたアレンジ調理にも対応できる
ようにしています。さらに、スプーンとゴミ袋も付属しているので、缶詰を
そのまま容器として使えば、食器要らずで廃棄まで完結型のセットとなりま
す。アルファ化米と飲料水に比べ、缶詰の賞味期限が短いのですが、日ごろ
の訓練などで缶詰を食べ、買い足すことでロ－リングストック（循環備蓄）
の活性にもつながります。ご家庭やオフィスの備え食としていかがでしょう。

【内容】
2種類のお肉のすき焼き95g×2缶、野菜のあまから煮シイラ入り90g×2缶、野菜とひじ
きのあまから煮90g×2缶、お魚のパテ100g×2缶、つぶつぶコーンと10種類の野菜の
スープ95g×2缶、栗ぜんざい95g×2缶、アルファ化米（内容量 /出来上がり量
100g/260g）6袋、飲料水500ml×6本、塩ぜよ20g×2袋、スプーン（個包装）10本、ゴ
ミ袋30L×2枚

[№5736-0224]『わが家の備え食』アレルゲン対応6食セット(缶詰、ごはん、飲料水+α)

※空き箱で簡易トイレが作れます！（詳細ページをご覧ください）
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事業者：JA高知はた大方支所

「温室せとか」は、食味や香りの良い品種によって特別に改良された高級品種で、
その味わいは濃厚でジューシー、それにみずみずしいオレンジの香りが加わり、文
句なしの美味しさに仕上がっており、「ミカンの女王」と呼ばれています。黒潮町
の「温室せとか」は、垣根仕立ての温室栽培によって、太陽の恵みをいっぱいに受
けた絶品になっています。「ミカンの女王」を是非ご賞味ください。

[№5736-0165]最高級柑橘温室せとか秀L品 14個入り

【内容】秀L品 14個入 サイズ直径75mm程度
【申込】2017年2月5日迄 【配送】2017年2月1日～2017年2月20日
※250セット限定
常温便

事業者：丸昭果樹園

お待たせしました。黄緑色が完熟の水晶文旦は、宝石のように透き通った果肉が特
徴です。産地は、清流”蜷川”の流域にある中山間地域の温室で、減農薬にこだわ
り丹精込めて育てられました。水晶文旦は、通常の文旦よりも房が大きく、種も少

ないので食べやすく、皮を剥くと芳香がパッと部屋中に広がり、その果肉はプリプ
リとしていて、お口の中に甘い果汁が広がっていきます。届いてすぐに食べられる
完熟水晶文旦を家族団欒でご賞味ください。

[№5736-0171]届いてすぐに食べられる完熟温室水晶文旦 6玉入り

【内容】秀2Lサイズ 1玉500g前後1箱6玉入り 【申込】11月15日まで
【配送】11月10日～12月15日

常温便



事業者：天日塩 いごてつ

海水とお日様と潮風とで、手間ひまかけて作り上げた「いごてつのにがり」には、完全天日
塩特有のミネラルが豊富に含まれており、酵素の活性化に重要な働きをするほか多用途に利
用できます。（100g当たりの含有量：マグネシウム3,400mg、ナトリウム8,800mg）保存方
法は、直射日光を避けて常温でお願いします。

[№5736-0204]いごてつのにがり 18リットル

【内容】内容量18リットル（液体容器バロンボックススクリーン入り） 1個 重量約20kg
専用ダンボール箱（290×290×276H）でお届けします。

常温便

お待たせしました。黄緑色が完熟の水晶文旦は、宝石のように透き通った果肉が特
徴です。産地は、清流”蜷川”の流域にある中山間地域の温室で、減農薬にこだわ
り丹精込めて育てられました。水晶文旦は、通常の文旦よりも房が大きく、種も少

ないので食べやすく、皮を剥くと芳香がパッと部屋中に広がり、その果肉はプリプリ
としていて、お口の中に甘い果汁が広がっていきます。届いてすぐに食べられる完
熟水晶文旦を家族団欒でご賞味ください。

[№5736-0172]届いてすぐに食べられる完熟温室水晶文旦 5玉入り

【申込】11月15日まで
【配送】11月10日～12月15日

【内容】秀3Lサイズ 1玉600g前後 1箱5玉入り

事業者：丸昭果樹園常温便
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事業者：JA高知はた大方支所

他の花にはない個性的な印象が強いグロリオサ。情熱的でインパクトのある
その姿は様々なシーンでご利用いただけます。

[№5736-0087]大方南部のグロリオサ

【内容】グロリオサ10本
【申込】2017年3月15日まで
【配送】2016年11月中旬～2017年3月下旬

冷蔵便

事業者：JA高知はた大方支所

全国的にも鉄砲百合の一大産地である高知県は黒潮町で育った鉄砲百合は、日本固有種の
（ひのもと）もので、その姿は上品で可憐な、やまとなでしこそのものです。ぜひ、ご家
庭でご鑑賞下さい。

[№5736-0089]大方南部の鉄砲百合

【内容】鉄砲百合10本
（ひのもとorオランダ産鉄砲百合）
【申込】2017年3月15日まで
【配送】2016年11月中旬～2017年3月下旬

冷蔵便

事業者：JA高知はた大方支所

季節により多様な発色を見せ、豪華でスタイリッシュ且つ様々な色や形で
魅了するダリア、その時期により最高のものを選びお届けします。

[№5736-0086]大方南部のダリア

【内容】ダリア10本
【申込】2017年3月15日まで
【配送】2016年11月中旬～2017年3月下旬

冷蔵便

事業者：JA高知はた大方支所

英語名「ベビー・ブレス（赤ちゃんの吐息）」からも想起される愛らしく軽
やかで純白な花をお楽しみ下さい。

[№5736-0088]大方南部のカスミ草

【内容】かすみ草10本
【申込】2017年3月15日まで
【配送】2016年11月中旬～2017年3月下旬

冷蔵便



事業者：有限会社じぃんず工房大方

帆布生地一枚のシンプルなマチあり台形トートバッグ。生成りのしっかりと
した硬さの6号キャンパス生地をベースに色付きの8号キャンパス生地とを組
み合わせ、丈夫でおしゃれな作りになっています。リベットを片面4個打ち、
口もナスカン使用にしていますので物をいっぱい入れてもしっかりと留める
ことのできる丈夫さが魅力で、ジーンズ工場ならではの丁寧な縫製です。

素材 ：綿100% 倉敷帆布6号×8号
原産国：日本糸
注意 :洗濯により、他の物に色移りすることもありますので、単独でお洗

いください。洗濯後は、裏干しの陰干しで自然乾燥させてください。

【内容】サイズ：W510×D190×H330mm
※ご希望の【色の種類】を、申込書中の〔黒潮町へのご意見・メッセージ欄〕にご記入く
ださい。
【色の種類】帆布トートバッグ
・ホワイト×イエロー ・ホワイト×ネイビー
・ホワイト×オリーブ ・ホワイト×レッド

[№5736-0174]isa IB006 帆布トートバッグ〔大〕
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事業者：（有）じぃんず工房大方

頑固なジーンズ職人が初めて作った短パン。一番のこだわりポイントは「生地感」です。
あえてごわごわにしてカジュアル感を演出できるようにしています。ステッチは同系色に
することで上品なイメージも追加。夏に、カジュアルにTシャツのみでいかがでしょう。信頼
と安心のホエールテールがトレードマークです。
【サイズ】 S〔32インチ〕 M〔34インチ〕 L〔36インチ〕
※ディスプレイの発色等により、実際の色と異なる場合があります。

※ご希望のサイズを、申込書中の〔黒潮町へのご意見・メッセージ欄〕にご記入ください。

[№5736-0250]isaデニムハーフパンツ men's

【内容】 素材：綿100％ カラー：ネイビー濃紺



事業者：カネイチ水産

土佐湾近海で獲れた鮮魚でお造り用を選りすぐり、まるごと新鮮な状態でお
届けします。土佐沖を走る黒潮の沿岸域では、定置網等で少量多品目の魚が
豊富に獲れます。漁期は１０月から６月まで。秋、冬、春それぞれの季節で
旬の魚も変化します。色鮮やかなお造りセットをお楽しみください。

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の[黒潮町へのご意見・
メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取りまでに期間がかかっ
た場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしかねますのでご了承ください。冷蔵便

【内容】鮮魚3～5種（3.0kg～5.0kg前後） 賞味期間：冷蔵3日
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。

【申込】2017年6月10日まで
【配送】2016年10月10日～2017年6月30日

[№5736-0182]土佐湾鮮魚のお造りセットB(3.0～5.0kg前後)

事業者：まるみ屋

旬の時期に黒潮町に水揚げされた新鮮で脂ののったメジカやサ
バを松の木で燻す元祖浜焼き。昔の人の知恵と工夫を受け継ぎ1
本1本丁寧に焼き上げ、自然な味と香りが生かされ、飽きの来な
い味に仕上げています。昔ながらの手作りの味をご賞味くださ
い。※水揚げ状況により発送が遅れる場合があります

[№5736-0125]元祖浜焼きメジカ6匹セット

【内容】メジカ（宗田鰹）1.0kg前後 6匹セット燻製
【配送】10月～5月

冷蔵便
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事業者：水野水産

長さが２０ｋｍを越える天然岩礁に繁茂する海藻林は日本の南限域に位置
するといわれる高知県黒潮町。この海藻林の中の豊富な餌で育った美味し
い伊勢海老を産地から直送します。

※生きたままの状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の、
[黒潮町へのご意見・メッセージ欄]の項目に必ずご入力ください。
※１月１０日以降のお届けとなります。
※画像はイメージです。
※水揚げ状況により、お送りする海老の大きさ・数量が変動します。

冷蔵便

【内容】約0.8kg 賞味期間：冷蔵2日
【申込】2017年3月31日まで
【配送】2017年1月10日～2017年4月30日

[№5736-0206]黒潮町天然伊勢海老 約0.8kg



事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

4種類のカツオ缶詰とカツオのタタキをセットにした正にカツオ三昧なセットです。カツオの町だからこその贅沢を是非
ご家庭でご賞味ください。
※本商品は常温（缶詰）と冷凍（タタキ）の２個口での発送となります。
※カツオのタタキは、冷凍でのお届けのため「包装」や「のし」対応はいたしかねます。
※缶詰のみ「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご入力ください。
※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日中に連絡のつく連絡先をお知らせください。

※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください

カツオたたき（タレ付き） 内容総量：200g× 4節
塩ぜよ 内容総量：20g× 4個
計20個

常温便 冷蔵便

【内容】カツオの和だし生姜煮こごり風 内容総量：95g× 3缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ 内容総量：90g× 3缶
カツオdeオリーブ 内容総量：90g× 3缶
黒潮オイルのごろっとカツオ 内容総量：90g× 3缶

【配送】12月1日～

[№5736-0192]黒潮グルメ缶 鰹三昧4種×3 カツオのタタキがセットで楽しめます

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

魚の旨味を閉じ込めた自慢の缶詰6種類のセットです。それぞれ風味が違う6種類の缶詰を是非食べ比べください。
※本商品は、「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご入力ください。
※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日中に連絡のつく連絡先をお知らせください。
※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください。

常温便

【内容】柚子香るブリトロ大根 内容総量：95g× 4缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ 内容総量：100g×4缶
土佐湾シイラとタケノコのアヒージョ 内容総量：95g×4缶
黒潮オイルのマグロとキノコ 内容総量：100g×4缶
黒潮オイルのごろっとカツオ 内容総量：90g×4缶
黒潮オイルのごろっとマグロ 内容総量：90g×4缶 計24個

【配送】12月1日～

[№5736-0193]黒潮グルメ缶 魚三昧6種×4 高知特産のおさかな大集合
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事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

うなぎ缶詰3種類のセットです。缶詰ならではの調理法で、骨までやわらかく、ふっくらとした仕上がりとなっています。
うなぎの蒲焼とひつまぶしの缶詰と一緒に、新商品のうなぎのアヒージョの缶詰をセットにしました。
※本商品は、「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご入力ください。
※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日中に連絡のつく連絡先をお知らせください。

※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください。

常温便

【内容】四万十うなぎ蒲焼 内容総量：110g×1缶
四万十うなぎひつまぶし 内容総量：110g× 2缶
四万十うなぎ贅沢アヒージョ 内容総量：103g× 1缶 計4缶

【配送】12月1日～
限定:30ｾｯﾄ

[№5736-0194]黒潮グルメ缶 四万十うなぎセット3種4缶 美味しい鰻をご堪能下さい



事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ缶詰の
セットです。そのままでも美味しく、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、毎日食べた
い缶詰です。

[№5736-0029]グルメ缶詰24缶セット

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×8缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×8缶

常温便

柚子香るブリトロ大根95g×4缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×4缶

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ缶詰に、
カツオのタタキと特産品の黒砂糖と天日塩をセットにしました。
※常温・冷凍便の2個口での配送となります。

[№5736-0030]グルメ缶詰と特産品セット3

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×6缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×6缶
柚子香るブリトロ大根95g×3缶

常温便冷凍便

お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×3缶
カツオたたき(タレ付き)150g×2節
塩ぜよ20g×2個
黒砂糖100g×1個

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

隣町の四万十町のうなぎを、「うなぎの頭」からとった出汁と黒潮町産黒糖を使ったタレで
ふっくらと仕上げました。缶詰ならではの調理法で、骨までやわらかくなっております。う
なぎの蒲焼の缶詰とひつまぶしの缶詰を栗ぜんざいの缶詰とセットにしました。

[№5736-0066]四万十うなぎ缶詰と栗ぜんざいセット

【内容】
四万十うなぎ蒲焼110g×2缶
四万十うなぎひつまぶし110g×2缶

常温便

栗ぜんざい95g×2缶
計6缶

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

黒潮町中山間の「は～と・らいふ村」で、農薬・除草剤・化学肥料を一切使わず、メダカや小
さな生き物たちと一緒に育てた安全なお米です。国の「環境保全型農業」の認定を受け、「く
ろしお有機農業組合」のメンバーです。おいしさの秘密は、周囲の山からのきれいな湧き水、
米糠や藁、昼夜の温度差が大きいこと、です。ぜひ一度、召し上がってみてください。
※8/26の発送より新米にて出荷しております。

[№5736-0052]特別栽培メダカ米(白米)10kg

【内容】
特別栽培メダカ米（白米）10kg 米袋入り

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

自慢の缶詰10種類を詰め合わせたセットにしました。素材を活かし、旬の味を閉
じ込めた缶詰を是非ご賞味ください。

※本商品は、「包装」や「のし」の対応ができますので、必要の有無を必ずコメントにご
入力ください。

※「包装」や「のし」が必要な方には、発送前に事業者よりご連絡を差上げますので、日
中に連絡のつく連絡先をお知らせください。

※常温で取り扱いやすい商品となっております、お歳暮等にご活用ください。

常温便

【内容】カツオの和だし生姜煮こごり風 内容総量：95g× 2缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ 内容総量：90g×2缶
カツオdeオリーブ 内容総量：95g×3缶
柚子香るブリトロ大根 内容総量：95g× 2缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ 内容総量：100g× 2缶
土佐湾シイラとタケノコのアヒージョ 内容総量：95g× 2缶
栗ぜんざい 内容総量：95g× 2缶
黒潮オイルのマグロとキノコ 内容総量：90g×3缶
黒潮オイルのごろっとカツオ 内容総量：90g×3缶
黒潮オイルのごろっとマグロ 内容総量：90g×3缶 計24個

【配送】12月1日～

[№5736-0195]黒潮グルメ缶 フルラインナップ10種 全24缶パーティにいかがですか
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事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

黒潮町中山間の「は～と・らいふ村」で、農薬・除草剤・化学肥料を一切使わず、メダカや小
さな生き物たちと一緒に育てた安心安全なお米です。国の「環境保全型農業」の認定を受け、
「くろしお有機農業組合」のメンバーです。
※8/26の発送より新米にて出荷しております。
※斑紋米が混ざっていることがありますが、無農薬の証です。安心してお召し上がりください。

[№5736-0054]特別栽培メダカ米(玄米)10kg

【内容】
特別栽培メダカ米（玄米）10kg 米袋入り

事業者：JA高知はた大方支所

高知の中でも一番の早出し生姜生産、黒潮町産ハウス生姜。塊茎獣と言われる
土から掘り出した、そのままの形を水洗いしています。

[№5736-0084]新生姜黒潮塊茎獣

【内容】新生姜4kg入り
【申込】2017年7月10日まで
【配送】2017年6月1日～7月20日

冷蔵便

事業者：JA高知はた大方支所

「温室せとか」は、食味や香りの良い品種によって特別に改良された高級品種で、その味わいは
濃厚でジューシー、それにみずみずしいオレンジの香りが加わり、文句なしの美味しさに仕上
がっており、「ミカンの女王」と呼ばれています。黒潮町の「温室せとか」は、垣根仕立ての温
室栽培によって、太陽の恵みをいっぱいに受けた絶品になっています。「ミカンの女王」を是非
ご賞味ください。

[№5736-0163]最高級柑橘温室せとか秀2L品 12個入り

【内容】秀2L品 12個入 サイズ 直径85mm程度
【申込】2017年2月5日迄 【配送】2017年2月1日～2017年2月20日

常温便

事業者：JA高知はた大方支所

レモンは黄色というイメージがありますが、通常は春に花が咲いて秋から冬にかけ
て収穫するので果皮が黄色くなります。温室レモンは暖房をして1月～3月に開花さ
せます。そして果実が肥大し果汁が出来ると出荷します。その結果、果皮色がグ
リーンで香りあるフレッシュなレモンが出来ます。

[№5736-0081]黒潮町産温室グリーンレモン 4kg

【内容】4kg入り
【申込】8月10日まで
【配送】5月9日～8月31日

事業者：JA高知はた大方支所

「温室せとか」は、食味や香りの良い品種によって特別に改良された高級品種で、
その味わいは濃厚でジューシー、それにみずみずしいオレンジの香りが加わり、文
句なしの美味しさに仕上がっており、「ミカンの女王」と呼ばれています。黒潮町
の「温室せとか」は、垣根仕立ての温室栽培によって、太陽の恵みをいっぱいに受
けた絶品になっています。「ミカンの女王」を是非ご賞味ください。

[№5736-0164]最高級柑橘温室せとか秀3L品 10個入り

【内容】秀3L品 10個入 サイズ直径95mm程度
【申込】2017年2月5日迄
【配送】2017年2月1日～2017年2月20日
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事業者：千鳥ヶ浜工房

四万十川が流れる高知県幡多地域の原野に咲く草木の花から、和蜂（日本蜜蜂）が採蜜した天
然蜜（百花蜜）と自家栽培したサトウキビから採蜜した黒糖蜜（琥珀糖蜜）をセットにした完
全天然食品です。専用木箱入りでお届けします。
※１歳未満の乳児はお召上がりにならぬようご注意ください。
※生産量が限られていますので、予定数量になりましたら
予告なく品切れとなります。

[№5736-0138]
【数量限定】
天然蜜蜜セット

【内容】百花蜜、琥珀糖蜜各500g×1本

常温便

事業者：株式会社 土佐西南黒潮観光

地元でとれたお魚を使った、旬な和食膳です。

[№5736-0015]黒潮町で旬なお食事プラン(料理プラン1名様 1泊2食付)

【内容】
宿泊施設：ネストウエストガーデン土佐
食事内容:旬な和食膳
お部屋:デラックスツインor海側和室

事業者：公益社団法人 黒潮町シルバー人材センター

「黒潮町にお墓があるのに遠方だし、気にはなっているけどなかなかお墓掃除に帰れ
ない・・・。」そんな方、黒潮町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰを活用してみませんか？豊かな知識と、
経験を持った会員が心を込めてお墓掃除のお手伝いをさせていただきます。

[№5736-0072]これまでも
これからも大切に・・・
お墓掃除のお手伝い 【内容】

〈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。

※寄付をいただいた後、黒潮町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰより御案内・申込書を送付させていただき、
作業日程・作業場所等打ち合わせさせていただきます。

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

土佐ひのきや杉を使って、伝統工法のほぞ組で丈夫に作りました。自然塗料の直物オイルを
塗っていますので、使うほどに味わいが出てきます。

[№5736-0017]スツール

【内容】
サイズ：座面20～23cm×高さ37～40cm

※一つ一つ手作りなので、制作に時間がかかります。注文集中の場合、発送が遅くなること
がありますので、ご了承ください。

事業者：特定非営利活動法人NPO砂浜美術館

土佐湾を泳ぐ、海の貴婦人「ニタリクジラ」を見に行こう！ 日常とは違う、大自然の
中でクジラたちと出逢う特別な体験。そんなホエールウォッチングに出かけてみません
か。自然豊かな土佐湾では、クジラだけでなくイルカにも出逢えます。
※出航時間は1日3便（8時・10時・12時）約4時間の乗船時間です。3日前までの予約が
必要です。

[№5736-0016]ホエールウォッチング

【内容】ホーエールウォッチング乗船券(大人1名分) ニタリクジラのフィギュア(1個)
【申込】2016年8月31日入金分まで 【配送】2016年4月下旬～10月
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事業者：JA高知はた大方支所

温暖な南国高知の黒潮町は冬場の花の一大産地です。カスミ草・百合・グロリオサ・ダリ
ア・デルフィニューム他様々な花の栽培をしております。その多くの花の中から厳選され
た花束をお届けいたします。

[№5736-0090]大方南部の花束セット（3種以上）

【内容】おまかせ花束10本セット
【申込】2017年3月15日まで
【配送】2016年12月と2017年3月限定

冷蔵便



事業者：カネイチ水産

土佐湾近海で獲れた鮮魚でお造り用を選りすぐり、まるごと新鮮な状態で
お届けします。土佐沖を走る黒潮の沿岸域では、定置網等で少量多品目の
魚が豊富に獲れます。漁期は１０月から６月まで。秋、冬、春それぞれの
季節で旬の魚も変化します。色鮮やかなお造りセットをお楽しみください。

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の[黒潮町へのご意
見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取りまでに期間がか
かった場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしかねますのでご了承ください。冷蔵便

【内容】鮮魚6～7種（6.0kg～7.0kg前後） 賞味期間：冷蔵3日
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。

【申込】2017年6月10日まで
【配送】2016年10月10日～2017年6月30日

[№5736-0181]土佐湾鮮魚のお造りセットA(6.0～7.0kg前後)

事業者：カネイチ水産

カツオは大きい物ほど美味い。四国土佐沖での初鰹が今年も始まりました。早春のカツオ漁で賑わう土佐佐賀港に水揚
げされる一本釣りの初ガツオを港市場から直送します。初鰹は、贅沢な厚切りの刺身にして皿鉢に盛り、キレのある
さっぱりとした味をご賞味ください。さらに、藁焼きタタキでは、無塩の独特の香りが楽しめます。

【内容】
一本釣り初ガツオ 3.0～4.0kg玄人料理人向き大物 1尾

[№5736-0241]2017年初鰹土佐佐賀港水揚げ大物 3.0kg 1尾

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の[黒潮町へ
のご意見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考慮してご指定
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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取りまでに期
間がかかった場合は、生鮮品につき返品・再配送はいたしかねますのでご了承
ください。

【申込】5月31日まで
【配送】2月初旬～6月中旬

冷蔵便 賞味期間：冷蔵3日
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事業者：水野水産

長さが２０ｋｍを越える天然岩礁に繁茂する海藻林は日本の南限域に位置
するといわれる高知県黒潮町。この海藻林の中の豊富な餌で育った美味し
い伊勢海老を産地から直送します。

※生きたままの状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の〔黒潮
町へのご意見・メッセージ欄〕に必ずご記入ください。

※１月１０日以降のお届けとなります。
※水揚げ状況により、お送りする海老の大きさ・数量が変動します。

冷蔵便

【内容】約1.8kg 賞味期間：冷蔵2日
【申込】2017年3月31日まで
【配送】2017年1月10日～2017年4月30日

[№5736-0207]黒潮町天然伊勢海老約1.8kg



【内容】
・モンパエビ 1.0kg（1～2尾、体長25～35cm前後）
・タビエビ 500g（3～5尾、体長14～18cm前後）
※水揚げ状況によって、エビの大きさ・数量が変動します。
【申込】12月20日まで
【配送】12月1日～12月30日 賞味期間：冷蔵3日

事業者：水野水産

モンパエビは、とても希少な天然のエビです。怪獣を思わせる風貌ですが、その食味はイセエビにも似て、透き通る薄オレンジ色の
美しい身。そして、ほのかな甘味でのプリプリの食感は絶品です。甘味はイセエビ以上と言われていますが、濃厚な出汁は出にくく、
鍋よりもお造り向きかと思います。今回は、根強い人気のタビエビとセットで、御歳暮お正月用に特別仕立てしました。

[№5736-0185]幻の海老モンパとタビエビのセット A

※50箱限定。
※エビは、鮮度保持のため生きたままでお届けします。
※お取り扱いにあたっては、素手では絶対さわらないようご注意ください。
※生鮮品ですので、お届け日はお電話でご確認をさせていただきます。
※最終出荷は、12月30日の午前中までとします。

冷蔵便

【申込】2月9日まで
【配送】1月20日～2月20日事業者：カネイチ水産

天然ハマグリの美味しい季節になりました！ 白砂青松の入野海岸で素潜りによって採れる8年物の大粒ハマグリで
す。焼きハマグリ、バター焼き、鍋などに最適です。数に限りがございますのでお早めにご注文ださい。

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中
の[黒潮町へのご意見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考
慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取
りまでに期間がかかった場合は、生鮮品につき返品・再配送はいた
しかねますのでご了承ください。

常温便

[№5736-0231]「新春限定」黒潮町産天然ハマグリ 8年物〔加熱用〕

【内容】
1箱当たり10～12個（2.5kg前後）
貝殻大：長辺10cm程度 賞味期間：常温3日（発送日を含む）
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少量多品目の魚種が早朝に水揚げされるのが定置網漁の特徴。何が獲れる
かは季節の移り変わりと潮の流れに依存される。時にはまとまった大魚が
一気に漁獲される醍醐味も魅力のひとつ。新鮮な朝獲れの魚をその場で氷
詰めし、第2水曜日にお届けします。
【主に水揚げされる魚種】アジ、サバ、ネイリ、シマアジ、サワラ、トビ
ウオ、エバ、イセギ、タチウオ、カマス、イカ、スマガツオなど。

※お届けする魚は鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届けする魚種は、水揚げに依りますのでご指定はできません。
※海の状況等により指定日に間に合わない場合は別途ご連絡いたします。

冷蔵便

【内容】高知県黒潮町の朝獲れの新鮮な鮮魚の頒布便。
1箱2.5～3.0kg相当（4～8種類）を、3ヶ月間
連続毎月1回第2水曜日にお届けします

【申込】3月末日まで
【配送】12月14日～6月14日

[№5736-0213]朝獲れ新鮮定置網漁 3ヶ月頒布便

事業者：株式会社 魚彩

賞味期間：冷蔵2日



事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ缶詰の
セットです。そのままでも美味しく、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、毎日食べたい
缶詰です。

[№5736-0031]
グルメ缶詰
36缶セット

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×12缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×12缶

常温便

柚子香るブリトロ大根95g×6缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×6缶

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

カツオやキノコなど黒潮町の豊かな食の旬の美味しさをギュッと閉じ込めたグルメ缶
詰に、カツオのタタキと特産品の黒砂糖と天日塩などをセットにしました。
※常温・冷凍便の2個口での配送となります。

[№5736-0032]
グルメ缶詰と
特産品セット4

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×8缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×8缶
柚子香るブリトロ大根95g×4缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×4缶

常温便冷凍便

カツオたたき(タレ付き)150g×3節
塩ぜよ20g×3個
黒砂糖100g×1個
きびなごフィレ70g×1個
天日塩バジルペースト60g×1個

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

黒潮町の豊かな食を活かした「非常食」の産業化に取り組む私たちは、美味しさもさることな
がら、食物アレルギーにも配慮し、より多くの方が召し上がれるよう挑戦しています。災害時

など、もしもの時のカロリーや栄養などのバランスを考えた「ほっ」として美味しい主菜や副
菜、甘味の6種類の缶詰セットです。ご家庭用の備蓄食としてどうぞ。

[№5736-0033]
備蓄缶詰セット

【内容】
2種類のお肉のすき焼き95g×8缶
野菜とひじきのあまから煮90g×8缶
野菜のあまから煮(シイラ入り)90g×8缶

常温便

お魚のパテ100g×8缶
つぶつぶコーンと10種類の野菜スープ100g×8缶
栗ぜんざい90g×8缶 計48缶

【申込】2017年1月20日まで
【配送】2016年12月1日～2017年1月末まで

事業者：水野水産

タビエビは、その風貌とは大違いで、ボイルでも刺身でもとても美味しくいただける小型の海老です。活セットＢ
は、まとまった数量でお届けします。お酒を飲む機会の増える年末年始、親しいメンバーと過ごすパーティー等で
色々な調理でご賞味ください。

※タビエビは、鮮度保持のため生きたままでお届けします。
※生鮮品ですので、お届け日はあらかじめお電話でご確認をさせていただきます。
※水揚げ状況によって、エビの大きさ・数量が変動します。
※限定１００セットです。品切れの節はご了承ください。

[№5736-0202]タビエビの活セット Ｂ

【内容】・タビエビ 3.5kg（10

～15尾、体長18～14cm前後）

賞味期間：3日

冷凍便
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事業者：株式会社 黒潮町缶詰製作所

災害大国で暮らす私たちにとって、もしものための備えは欠かせませ
ん。栄養バランスと味にこだわった7大アレルゲン不使用の調理済み缶
詰、アルファ化米、海洋深層水をセットにしました。さらに黒潮町特
産の天日塩を加え、塩分欠乏の防止や缶詰に野菜などを加えたアレン
ジ調理にも対応できるようにしています。さらに、スプーンとゴミ袋
も付属しているので、缶詰をそのまま容器として使えば、食器要らず
で廃棄まで完結型のセットとなります。アルファ化米と飲料水に比べ、
缶詰の賞味期限が短いのですが、日ごろの訓練などで缶詰を食べ、買
い足すことでロ－リングストック（循環備蓄）の活性にもつながりま
す。ご家庭やオフィスの備え食としていかがでしょう。

【内容】2種類のお肉のすき焼き95g×4缶、野菜のあまから煮シイラ入り90g×4缶、野
菜とひじきのあまから煮90g×4缶、お魚のパテ100g×4缶、つぶつぶコーンと10種類の
野菜のスープ95g×4缶、栗ぜんざい95g×4缶、アルファ化米（内容量/出来上がり量
100g/260g）12袋、飲料水500ml×12本、塩ぜよ20g×4袋、スプーン（個包装）20本、
ゴミ袋30L×4枚

[№5736-0225]『わが家の備え食』アレルゲン対応12食セット(缶詰、ごはん、飲料水+α)

事業者：JAにこにこ市組合

[№5736-0091]黒潮町
季節の菜園Aセット 黒潮町の直販所から、地元農家さんが心を込めて育てた旬の野菜や、時にはフレッシュな

果物を詰め合わせにして皆様にお届けします。米は玄米。もち米のみ精米です。

冷蔵便

賞味期間：冷蔵3日

【内容】
旬の野菜4品目以上（約4kg）
・玄米5kg
・もち精米1kg

◆次期受付開始をお待ちください◆

※空き箱で簡易トイレが作れます！

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

隣町の四万十町のうなぎを、「うなぎの頭」からとった出汁と黒潮町産黒糖を使ったタ
レでふっくらと仕上げました。缶詰ならではの調理法で、骨までやわらかくなっており
ます。うなぎの蒲焼の缶詰とひつまぶしの缶詰を、黒潮町の豊かな食を活かした自慢の
グルメ缶詰とセットにしました。

[№5736-0067]
四万十うなぎ缶詰と
グルメ缶詰16缶セット

【内容】
四万十うなぎ蒲焼110g×2缶
四万十うなぎひつまぶし110g×2缶
柚子香るブリトロ大根×2缶

常温便

お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×2缶
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
計16缶

事業者：島津寒蘭倶楽部

寒蘭は東洋蘭の一種で、愛情を持って育てれば10月頃より芳香を放ちながら
気品ある花を咲かせてくれます。商品は水苔にて梱包の上、発送予定。

[№5736-0115]土佐寒蘭（四万十川の誉）

【内容】葉長約60～70cm

株数5株の成木 今季開花予定
【申込】11月末日まで
【配送】9月～12月

◆次期受付開始をお待ちください◆
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事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

エゴノキなどの自然の枝ぶりを活かし、土佐和紙を貼ったランプシェードです。1点ものです
ので、まったく同じものは作れませんが、サイズやイメージを参考にしてください。

[№5736-0020]
自然枝の
ランプシェード

【内容】
高さ約50～60×幅約40～50cm(自然の枝なので一様ではありません)

※一つ一つ手作りですので、制作に時間がかかります。注文集中の場合、発送
が遅くなることがありますので、ご了承ください。

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

土佐ヒノキのふくろう時計は、おめでたい贈り物として人気です。手作りのため、１つ１つ
表情が違っています。

[№5736-0038]
ふくろう時計

【内容】サイズ：約20×30×厚さ3cm

※一つ一つ手作りですので、制作に時間がかかります。注文集中の場合、発送
が遅くなることがありますので、ご了承ください。

事業者：株式会社 土佐西南黒潮観光

地元でとれた魚や自家栽培の野菜やハーブを使ったお料理です。新鮮なお造り等が味わ
える和食懐石か、自家製ハーブ等を使ったフレンチのディナーコースからお好きな方を
お選びできます。

[№5736-0018]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1泊2食

【内容】
宿泊施設：ネストウエストガーデン土佐
食事内容: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&クッキー

事業者：土佐ユートピアカントリークラブ

四国で唯一、宿泊と温泉施設を兼ね備えたゴルフ場です。すべて太平洋に面してレイアウ
ト。果てしない海に向かって、のびのびとダイナミックなプレーがお楽しみいただけます。
また、食事は旬の新鮮さ、活きの良さを盛り込んだ自慢の料理で、海の町黒潮町ならでは
の味わいです。
※ゴルフ&宿泊は予約が必要ですが、ご希望に添えない場合もあります。

[№5736-0050]
（平日）グルメパック

【内容】
ゴルフ1.0ラウンド（セルフ）＋宿泊＋朝・昼・夕食事付＋ボール

事業者：土佐ユートピアカントリークラブ

四国で唯一、宿泊と温泉施設を兼ね備えたゴルフ場です。すべて太平洋に面してレイアウ
ト。果てしない海に向かって、のびのびとダイナミックなプレーがお楽しみいただけます。
また、食事は旬の新鮮さ、活きの良さを盛り込んだ自慢の料理で、海の町黒潮町ならでは
の味わいです。※ゴルフ&宿泊は予約が必要ですが、ご希望に添えない場合もあります。

[№5736-0051]
（土日祝）グルメパック

【内容】
ゴルフ1.0ラウンド（セルフ）＋宿泊＋朝・昼・夕食事付

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

クギを使わず、伝統工法のほぞ組でしっかり作られた子ども椅子です。大人が座っても、まっ
たく問題ありません。自然塗料の植物オイルで仕上げました。使うほどに飴色になり、世代を
超えてご愛用頂けます。

[№5736-0019]
土佐ひのきの
子ども椅子

【内容】
土佐ひのきの子ども椅子(座面約27cm×25cm、高さ約46cm)
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事業者：黒潮薪本舗

自然豊かな高知県の天然林ですくすくと育った広葉樹（シイ・カシが中心）の薪で
す。伐採時期によって乾燥度合いにばらつきがあることがありますのでご了承くだ
さい。発送は受注の翌月となります。

[№5736-0102]
黒潮薪
（5箱【計0.2m3】コース）

【内容】
5箱（0.2m3）
※ 0.04m3／箱 =約 15～ 20kg、薪の長さ：約 30cm、ダンボール
（465×325×295mm）

事業者：アイランド ホーム トレーディング 幡多サーフ道場

波や風と一体となる。ただ眺めるだけでは得られない心地よさを肌で感じてください。どこまでも続く浜と大パノラマの
水平線、そして抜けるように青い空、きらきらと太陽の光を反射する海でサーフィン体験ができます。オーストラリア出
身の講師と共に海のエネルギーをダイレクトに感じて、日頃の疲れを癒し、自然からパワーをもらい心身ともにリラック
スしましょう。 通常日本語でのレッスンですが、外国の方や英語でレッスンを受けることも可能です。※講習用のボー
ドは、安全で乗りやすいソフトボードです。 事前に予約が必要となります。直接お問い合わせください。

[№5736-0111]どこまでも続くパノラマビーチでサーフィン体験ペアチケット
（オリジナルTシャツ付き）

【内容】
サーフィンスクール体験チケット（2名様）
サーフィンボード・ウェット・保険代込＆オリジナルTシャツ2枚付き
※要予約 ①9:30～12:00（土日・祝日は、②13:30～16:00もご用意しています。
【申込】10月31日まで
【配送】4月～11月
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事業者：カネイチ水産

カツオは大きい物ほど美味い。四国土佐沖での初鰹が今年も始まりました。早春のカツオ漁で賑わう土佐佐賀港に水揚
げされる一本釣りの初ガツオを港市場から直送します。初鰹は、贅沢な厚切りの刺身にして皿鉢に盛り、キレのある
さっぱりとした味をご賞味ください。さらに、藁焼きタタキでは、無塩の独特の香りが楽しめます。

【内容】
一本釣り初ガツオ 5.0～6.0kg玄人料理人向き豪快大物 1尾

[№5736-0240]2017年初鰹土佐佐賀港水揚げ豪快 5.0kg 1尾

※新鮮な状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中
の[黒潮町へのご意見・メッセージ欄]の項目に必ずご記入ください。
※水揚げ状況によって、大きさが多少変動します。
※カツオは、鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届け時間は、配送便の都合により午後2時以降になることを考
慮してご指定ください。
※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。
※天候及び水揚げ状況により、お手配できない場合はご連絡します。
※お客様の都合により商品を受け取らなかった場合、または受け取
りまでに期間がかかった場合は、生鮮品につき返品・再配送はいた
しかねますのでご了承ください。

冷蔵便 賞味期間：冷蔵3日
【申込】5月31日まで
【配送】2月初旬～6月中旬
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事業者：水野水産

長さが２０ｋｍを越える天然岩礁に繁茂する海藻林は日本の南限域に位置
するといわれる高知県黒潮町。この海藻林の中の豊富な餌で育った美味し
い伊勢海老を産地から直送します。

※生きたままの状態でお届けするため、確実に受け取れる日時を申込書中の〔黒
潮町へのご意見・メッセージ欄〕に必ずご記入ください。

※１月１０日以降のお届けとなります。
※水揚げ状況により、お送りする海老の大きさ・数量が変動します。

冷蔵便

【内容】約3kg 賞味期間：冷蔵2日
【申込】2017年3月31日まで
【配送】2017年1月10日～2017年4月30日

[№5736-0208]黒潮町天然伊勢海老約3kg

事業者：株式会社 魚彩

少量多品目の魚種が早朝に水揚げされるのが定置網漁の特徴です。何が獲れるかは季節の移り変わりや潮の流れに依存さ
れます。時にはまとまった大魚が一気に漁獲される醍醐味も魅力のひとつ。新鮮な朝獲れの魚をその場で氷詰めし、第2

水曜日にお届けします。
【主に水揚げされる魚種】
アジ、サバ、ネイリ、シマアジ、サワラ、トビウオ、エバ、イセギ、タチウオ、カマス、イカ、スマガツオなど

※お届けする魚は鮮度保持のため下処理はいたしません。
※お届けする魚種は、水揚げに依りますのでご指定はできません。
※海の状況等により指定日に間に合わない場合は別途ご連絡いたします。

冷蔵便

[№5736-0212]朝獲れ新鮮定置網漁 5ヶ月頒布便

【内容】高知県黒潮町の朝獲れの新鮮な鮮魚の頒布便。
1箱2.5～3.0kg相当（4～8種類）を、5ヶ月間連続毎月1回第2
水曜日にお届けします。

【申込】1月末日まで
【配送】12月14日～6月14日

賞味期間：冷蔵2日



モンパエビは、とても希少な天然のエビです。怪獣を思わせる風貌ですが、
その食味はイセエビにも似て、透き通る薄オレンジ色の美しい身。そして、
ほのかな甘味でのプリプリの食感は絶品です。甘味はイセエビ以上と言わ
れていますが、濃厚な出汁は出にくく、鍋よりもお造り向きかと思います。

今回は、根強い人気のタビエビとセットで、御歳暮お正月用に特別仕立て
しました。

※50箱限定
※エビは、鮮度保持のため生きたままでお届けします。
※お取り扱いにあたっては、素手では絶対さわらないようご注意ください。
※生鮮品ですので、お届け日はお電話でご確認をさせていただきます。
※最終出荷は、12月30日の午前中までとします。

冷蔵便

【内容】
・モンパエビ 2.0kg（2～4尾、体長25～35cm前後）
・タビエビ 1.0kg（5～8尾、体長14～18cm前後）
※水揚げ状況によって、エビの大きさ・数量が変動します。
【申込】12月20日まで
【配送】12月1日～12月30日

[№5736-0186]幻の海老モンパとタビエビのセット B

賞味期間：冷蔵3日事業者：水野水産

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

災害時など、もしもの時のカロリーや栄養などのバランスを考えた「ほっ」として美味しいグルメ備蓄缶詰と、そのまま
でも、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、毎日食べたくなるグルメ缶詰のセットにカツオのタタキ、特産品の黒糖と
塩なども加えたセットにしました。
※常温・冷蔵便の2個口での配送となります。

[№5736-0035]備蓄・グルメ缶詰と特産品セット

【内容】
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×6缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×6缶
柚子香るブリトロ大根95g×3缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×3缶
カツオたたき(タレ付き)150g×2節

常温便 冷凍便

塩ぜよ20g×2個
黒砂糖100g×1個
2種類のお肉のすき焼き95g×8缶
野菜とひじきのあまから煮90g×8缶
野菜のあまから煮(シイラ入り)90g×8缶
お魚のパテ100g×8缶
つぶつぶコーンと10種類の野菜スープ100g×8缶
栗ぜんざい90g×8缶

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

隣町の四万十町のうなぎを、「うなぎの頭」からとった出汁と黒潮町産黒糖を使ったタレで
ふっくらと仕上げました。缶詰ならではの調理法で、骨までやわらかくなっております。うな
ぎの蒲焼の缶詰とひつまぶしの缶詰を栗ぜんざいの缶詰とセットにしました。

[№5736-0068]
四万十うなぎ缶詰と
栗ぜんざいセット2

【内容】
四万十うなぎ蒲焼110g×5缶
四万十うなぎひつまぶし110g×5缶

常温便

栗ぜんざい95g×6缶
計16缶

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

災害時など、もしもの時のカロリーや栄養などのバランスを考えた「ほっ」として美味しいグ
ルメ備蓄缶詰と、そのままでも、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、毎日食べたくなるグ
ルメ缶詰のセットです。ご家庭用の備蓄食としてもどうぞ。

[№5736-0034]
備蓄缶詰と
グルメ缶詰セット

【内容】
2種類のお肉のすき焼き95g×8缶
野菜とひじきのあまから煮90g×8缶
野菜のあまから煮(シイラ入り)90g×8缶
お魚のパテ100g×8缶
つぶつぶコーンと10種類の野菜スープ100g×8缶

常温便

栗ぜんざい90g×8缶
カツオの和だし生姜煮こごり風95g×8缶
トマトで煮込んだカツオとキノコ90g×8缶
柚子香るブリトロ大根95g×4缶
お魚のパテグリーンペッパージュレ100g×4缶

【配送】2016年3月中旬頃～
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事業者：株式会社 土佐西南黒潮観光

黒潮町でとれた、調味料のさ・し・す・せ・そ(砂糖・塩・酢・醤油・
味噌)を使った黒潮町ならではの懐石料理です。2名様でのご利用になり
ます。

【内容】
宿泊施設：ネストウエストガーデン土佐
食事内容:黒潮町の恵み懐石
お部屋:デラックスツインor海側和室

[№5736-0021]黒潮町の恵み懐石プラン 2名様 1泊2食付

事業者：はーと・らいふ村 工房ポレポレ

土佐ひのきや杉を使い、伝統工法で丈夫に作りました。中には、積み木が入っています。おもちゃ
を片づけたり、引っ張ったり、乗ることもできます。出産のお祝い品としても、大変喜ばれます。

[№5736-0022]
おもちゃ箱

【内容】
サイズ：幅約20×長さ40×高さ24cm

事業者：アトムハンズ

人気の渋めのカントリー調のおままごとキッチン。コンロ台の下部が開き戸のみのシンプルなバー
ジョンです。まな板と包丁も付いています。コンロは2つとも取り外し可能で、まな板を置いたりお
皿を並べたりすることができます。一点ものですので木の模様は様々で、一つ一つの製品も少しずつ
違っていますが、それもハンドメイドの味としてお楽しみいただけると幸いです。お家のインテリア
も邪魔しない「あたたかい木のキッチン」をお子様の誕生日やお節句の贈り物にいかがでしょう。

[№5736-0232]カントリー調おままごとキッチン

【内容】
本体サイズ：H790×W635×D325mm
コンロ台までの高さ：約40cm
本体重量：10kg

事業者：島津寒蘭倶楽部

寒蘭は東洋蘭の一種で、愛情を持って育てれば10月頃より芳香を放ちながら気品
ある花を咲かせてくれます。商品は水苔にて梱包の上、発送予定。

[№5736-0116]土佐寒蘭（豊雪）

【内容】
葉長が約60cm
芽数が5株の成木今季開花予定
【申込】11月末日まで
【配送】9月～12月

※一つ一つ手作りですので、制作に時間がかかります。注文集中の場合、発送が遅くなること
がありますので、ご了承ください。

◆次期受付開始をお待ちください◆
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人気の渋めのカントリー調おままごとキッチンにオーブンと子どもたちの大好きな鏡を付けて、ままごと遊び
の多様性を極めたスペシャルバージョンです。鏡はミラーシートなので割れる心配が無く安心して遊べます。
まな板と包丁も付いています。コンロは2つとも取り外し可能で、まな板を置いたりお皿を並べたりすることが

できます。一点ものですので木の模様は様々で、一つ一つの製品も少しずつ違っていますが、それもハンド
メイドの味としてお楽しみいただけると幸いです。お家のインテリアも邪魔しない「あたたかい木のキッチン」
をお子様の誕生日やお節句の贈り物にいかがでしょう。

[№5736-0233]カントリー調おままごとキッチンオーブン付き

事業者：アトムハンズ

【内容】
本体サイズ：H790×W635×D325mm
コンロ台までの高さ：約40cm
本体重量：12kg

事業者：株式会社黒潮町缶詰製作所

災害時など、もしもの時のカロリーや栄養などのバランスを考えた「ほっ」として美味し
いグルメ備蓄缶詰と、そのままでも、何かと混ぜてアレンジしても美味しい、毎日食べた
くなるグルメ缶詰のセットにカツオのタタキ、特産品の黒糖と塩なども加えたセットにし
ました。
※常温・冷凍便2個口での配送となります。
※2回目の発送は1回目の発送の約3ヵ月後となります。

[№5736-0036]
備蓄・グルメ缶詰と
特産品セット（頒布）

【内容】
1回目の配送

No5736-0034の商品を発送します。

常温便冷凍便

2回目の配送
No5736-0035の商品を発送します。

事業者：黒潮薪本舗

自然豊かな高知県の天然林ですくすくと育った広葉樹(シイ・カシが中心)の薪です。
伐採時期によって乾燥度合いにばらつきがあることがありますのでご了承ください。

発送は入金後の翌月となります。

[№5736-0024]黒潮薪（ 20箱【計0.8m3】コース)

【内容】
20箱(0.8m3)
※0.04m3/箱=約15～20kg薪の長さ:約30cm

事業者：特定非営利活動法人NPO砂浜美術館

土佐湾を泳ぐ、海の貴婦人「ニタリクジラ」を見に行こう！日常とは違う、大自然

の中でクジラたちと出逢う特別な体験。そんなホエールウォッチングに出かけてみま
せんか。自然豊かな土佐湾では、クジラだけでなくイルカにも出逢えます。海の魅力
を面白く、分かりやすく伝えるガイドも一緒に乗船します！

[№5736-0023]ホエール
ウォッチング(貸切)

【申込】2016年8月31日入金分まで
【配送】2016年4月下旬～10月

※出航時間は1日3便（8時・10時・12時）。約4時間の乗船時間です。3日前

までの予約が必要です。

◆次期受付開始をお待ちください◆

事業者：黒潮薪本舗

自然豊かな高知県の天然林ですくすくと育った広葉樹（シイ・カシが中心）の薪
です。伐採時期によって乾燥度合いにばらつきがあることがありますのでご了承
ください。発送は受注の翌月となります。

[№5736-0101]黒潮薪（10箱【計0.4m3】コース）

【内容】
10箱(0.4m3)
※0.04m3/箱=約15～20kg 薪の長さ:約30cm、ダンボール
（465×325×295mm）
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事業者：黒潮薪本舗

自然豊かな高知県の天然林ですくすくと育った広葉樹(シイ・カシが中心)の薪です。
2ヶ月間、1ヶ月毎に20箱ずつ発送します。
伐採時期によって乾燥度合いにばらつきがあることがありますのでご了承ください。
発送は入金後の翌月となります。

[№5736-0025]黒潮薪(40箱【計1.6m3】コース)

【内容】40箱(1.6m3)
※0.04m3/箱=約15～20kg薪の長さ:約30cm

事業者 株式会社：黒潮町缶詰製作所

大切な記念日にオリジナル引出物缶詰を作りませんか？結婚祝い・内祝い・還暦祝い
のお礼の品にどうぞ！商品の中身は弊社で製造している缶詰の中から、2種類をお選び
いただけます。ラベル（横面、上面）は、写真、イラストなどを使って、ご自由にデ
ザインしていただけます。化粧箱はお選びいただけませんが、シール（4色印刷）は色
や文字をお選びいただけます。詳しい内容は商品詳細ページをご覧ください。

[№5736-0214]黒潮グルメ缶
オリジナル引出物缶詰を作り
ませんか？)

事業者 株式会社：黒潮町缶詰製作所

ご結婚、初節句、新築などのお祝いごと、新入学や退職などの記念の品とし
て贈り物にどうぞ！ご家族やご友人とのパーティーに、大切な人へのプレゼ
ントに、オリジナル缶詰を作りませんか？商品の中身は弊社で製造している
缶詰の中から、1種類をお選びいただけます。ラベル（横面、上面）は、写
真、イラストなどを使って、ご自由にデザインしていただけます。詳しい内
容は商品詳細ページをご覧ください。

[№5736-0215]黒潮グルメ缶
大切な記念日にオリジナル缶
詰を作りませんか？

※1 ご注文いただきましたら、商品の詳細について事業者より御連絡を差上げます。
※2 お届け先は1箇所のみとさせていただきます。
※3 商品の荷姿は以下の3種類よりお選びいただけます。
（1）3個入りの箱にて納品 3個/箱×160箱＝480個（10個口で発送致します）※簡易
のしの対応が可能です。
（2）6個入りの箱にて納品 6個/箱×80箱＝480個（10個口で発送致します）※ギフト
包装の対応が可能です。
（3）48個入りの箱にて納品 48個/箱×10箱＝480個（10個口で発送致します）
※4 限定5セット

【内容】
内容量80g～100g
数量300個

【 申 込 】12/31 ま で
【配送】2/20～3/20

【 申 込 】12/31 ま で
【配送】2/20～3/20

【内容】
内容量80g～100g
数量480個

※1 ご注文いただきましたら、商品の詳細について事業者より御連絡を差上げます。
※2 お届け先は1箇所のみとさせていただきます。
※3 商品は2種類で計300缶となります。
※4 限定5セット
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お問い合わせ

黒潮町役場 産業推進室 産業推進係

〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野2019-1
電話 0880-43-2113（直通）
ファックス 0880-43-2060
E-mail：50101040@town.kuroshio.lg.jp


