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高知県 黒潮町

［0717］四万十鶏やわらかガーリッ
クステーキ黒潮天日塩味７００ｇ

5,000円

黒潮天日塩とゴマだけのシンプルな
味付け。お手軽にお使いいただける
チキンステーキです。《事業者》明
弘食品㈱《容量》700g袋入り

［0714］黒潮町土佐佐賀産四万十鶏
セット３袋×５００ｇ

5,000円

ミネラル、アミノ酸の豊富な海藻や
肉の光沢や弾力を引き出す「ヨモギ
」「木酢」を与え、臭みが無く健康
に養鶏された四万十鶏をお届けしま
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
1500g（3袋×500g）

［0711］個食タイプ四万十鶏のやわ
らかテリヤキ丼７袋×９０ｇ

5,000円

疲労回復に効果のある「イミダペプ
チド」を豊富に含む四万十鶏の「鶏
むね肉」を使い、自社の特製加工技
術により柔らかく仕上げました。《
事業者》明弘食品㈱《容量》630ｇ
（7袋×90g）

［0708］蒲焼きPangasius(ナマズ）
山椒タレ付き６００ｇ

5,000円

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。《事業者》明弘食品㈱《容
量》600g（内容を3袋に小分け）

［0670］釜茹でちりめん〔春じゃこ
〕250ｇ×2袋

5,000円

初冬のころから残春たる初夏にかけ
て獲れる春じゃこを釜茹でし、澄み
きった青空の下で天日で干して風味
を与えたちりめんをお届けします。
《事業者》カネニ海産《容量》ちり
めん（カタクチイワシ）250g×2袋

［0665］カネニのカチリとちりめん
のセット各１袋

5,000円

柔らかなちりめんとカチリのセット
。創業90年の海産問屋がお届けする
本場の逸品です。《事業者》カネニ
海産《容量》春じゃこのカチリ150g
×1袋、ちりめん（カタクチイワシ
）250g×1袋

［0662］カネニのカチリ〔春じゃこ
〕150ｇ×2袋

5,000円

春じゃこを釜茹でし、澄みきった青
空の下で天日で干して風味を十分与
えた乾燥したちりめんです。創業90
年の海産問屋がお届けする本場の逸
品です。《事業者》カネニ海産《容
量》春じゃこのカチリ150g×2袋

［0653］白羊羹と黒羊羹のあまから
セット

5,000円

黒潮町の黒糖に天日塩。温暖な気候
で育った食材のやさしい味わいと食
感を活かした和菓子です。《事業者
》㈲ビオス《容量》薪釜糖の黒羊羹
約60g×2本、天日塩の白羊羹約60g
×3本、計5本入り

［0643］黒潮グルメ缶カツオとマグ
ロの食べ比べセット

5,000円

黒潮で育ったカツオとマグロの缶詰
のセット！《事業者》㈱黒潮町缶詰
製作所《容量》カツオとキノコのト
マト煮×1缶、カツオの和だし生姜
×1缶、黒潮オイルのマグロ×1缶、
黒潮オイルのマグロとキノコ×1缶

［0642］黒潮グルメ缶黒潮の一本釣
りカツオ缶詰4種セット

5,000円

一本釣りのカツオのグルメ缶詰セッ
トです。《事業者》㈱黒潮町缶詰製
作所《容量》カツオとキノコのトマ
ト煮×1缶、カツオの和だし生姜×1
缶、黒潮オイルのごろっとカツオ×
1缶、カツオｄｅオリーブ×1缶

［0616］とんぼ玉づくり体験

5,000円

炎の中で煌めく溶けたガラスと遊ぶ
体験です。《対象》満10歳以上《予
約》チケットお受取り後、お電話下
さい〔0880-43-4336〕《事業者》海
辺のガラス工房kiroroan《容量》と
んぼ玉2個作製(約40分)

［0603］四万十鶏やわらかサラダチ
キンの黒潮天日塩味１４００ｇ

5,000円

四万十鶏を黒潮町の天日塩と胡椒だ
けでシンプルに味付けし、柔らかく
蒸し上げました。サラダに最適です
。使いやすい200gの小袋真空包装で
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
1400g（200g×7袋）

※申込期間や配送期間等が限定されているお礼の品がございますので、詳細につきましては 
　お問い合わせください。　電話：０８８０－４３－２１１３（黒潮町役場　産業推進室）

作成日：2018.4.12
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［0591］まるみ屋の新鮮朝どれ特製
すり身７５０ｇ

5,000円

黒潮町で水揚げされた新鮮な小魚を
使ったまるみ屋特製のすり身です。
※確実に受け取れる日時をお知らせ
ください。《事業者》まるみ屋《容
量》すり身250g×3P

［0571］SH-4明神水産わら焼き戻り
かつおたたきとかつおの丼セット

5,000円

「わら焼き製法」で仕上げた戻りか
つおたたきと丼をお届け。《事業者
》㈱なぶら土佐佐賀《容量》たたき
1節（約250g）、わら焼きかつお丼7
0g×2袋、20mℓタレ×2袋、おろしに
んにく(5g×3袋)、おろししょうが(
8g×3袋)

［0507］子ども箸セット（名入れサ
ービス用）

5,000円

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。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。《事業者》は
ーと・らいふ村工房ポレポレ《容量
》子ども箸（約１５㎝）と箸袋のセ
ット１膳

［0506］子ども箸セット

5,000円

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。《事業
者》はーと・らいふ村工房ポレポレ
《容量》土佐ひのきの子ども箸（約
１５㎝）と箸袋のセット１膳

［0492］自然栽培生姜（水洗い４５
０ｇ）高知の黒潮町生まれ

5,000円

農薬や肥料を一切使用せず、他の作
物や草たちとの共存共栄により育ま
れる豊かな土壌で栽培しています。
水洗い生姜は、届いて直ぐに使えま
す。《事業者》まんま自然農園《容
量》水洗い生姜450g

［0490］自然栽培生姜（土付き５０
０ｇ）高知の黒潮町生まれ

5,000円

農薬や肥料を一切使用せず、他の作
物や草たちとの共存共栄により育ま
れる豊かな土壌で栽培しています。
土付き生姜は長く保存ができます。
《事業者》まんま自然農園《容量》
土付き生姜500ｇ

［0459］伊与木農園元気にら12袋

5,000円

農薬はできる限り使いません。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
る伊与木農園の自信作です。《事業
者》伊与木農園《容量》100ｇ×12
袋

［0421］いごてつの天日塩ＳＵＮ－
S

5,000円

黒潮町のきれいな海水を山の中腹ま
で運び、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です。《事業
者》天日塩いごてつ《容量》天日塩
小160ｇ×3袋

［0375］黒潮の恵み自然栽培しょう
がセットA

5,000円

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
で育った安心安全な生姜と、しょう
がパウダーのセット。《事業者》グ
リーンホッパー吉田農園《容量》生
姜300ｇ、しょうがパウダー1袋（25
ｇ）

［0373］黒潮の恵み自然栽培しょう
が700g

5,000円

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
安全です。《事業者》グリーンホッ
パー吉田農園《容量》生姜700ｇ

［0629］プリザーブドフラワーのオ
レンジ系ハーバリウム角瓶Ｓ

5,000円

高知県産の花を使ったマプロック製
のプリザーブドフラワーを主に使用
し、高級保存オイルでハーバリウム
を作りました。有名雑誌でも紹介さ
れ、若い女性を中心にインテリアと
しても大人気のハーバリウムは鮮や
かな色が特徴です。《事業者》有限
会社サザンウェーブ《容量》100mℓ
、底形×高さ：40×40×125㎜、数
量：1本

［0630］プリザーブドフラワーのブ
ルー系ハーバリウム角瓶Ｓ

5,000円

高知県産の花を使ったマプロック製
のプリザーブドフラワーを主に使用
し、高級保存オイルでハーバリウム
を作りました。有名雑誌でも紹介さ
れ、若い女性を中心にインテリアと
しても大人気のハーバリウムは鮮や
かな色が特徴です。《事業者》有限
会社サザンウェーブ《容量》100mℓ
、底形×高さ：40×40×125㎜、数
量：1本
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［0638］蜷川コロッケ（5個×3パッ
ク）

6,000円

かりっ。とろっ。ふわっ。の食感！
「であいの里」のモーニングで人気
の絶品コロッケです。お受取り可能
な日時をお知らせください。《事業
者》集落活動センターであいの里蜷
川《容量》さつまいもコロッケ5個
パック×3

［0554］神代楠の花器敷きナチュラ
ル〔小〕

6,000円

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ものです。
神代楠の根を厚さ１５㎜程度にカッ
トしています。【限定8】《事業者
》土居建具製作所《容量》花器敷き
１枚

［0372］貝塚伊吹の花器敷き〔小〕

6,000円

貝塚伊吹は、イチイのような赤身の
芯とアロマのようなかぐわしい香り
が特徴です。【限定6】《事業者》
土居建具製作所《容量》〔サイズ〕
約200×150×15㎜、〔表面〕ウレタ
ンクリア塗装、〔裏面〕天然木肌

［0627］プリザーブドフラワーのピ
ンク系ハーバリウム角瓶Ｍ

7,000円

高知県産の花を使ったマプロック製
のプリザーブドフラワーを主に使用
し、高級保存オイルでハーバリウム
を作りました。有名雑誌でも紹介さ
れ、若い女性を中心にインテリアと
しても大人気のハーバリウムは鮮や
かな色が特徴です。《事業者》有限
会社サザンウェーブ《容量》150mℓ
、底形×高さ：40×40×168㎜、数
量：1本

［0626］プリザーブドフラワーのパ
ープル系ハーバリウム角瓶Ｍ

7,000円

高知県産の花を使ったマプロック製
のプリザーブドフラワーを主に使用
し、高級保存オイルでハーバリウム
を作りました。有名雑誌でも紹介さ
れ、若い女性を中心にインテリアと
しても大人気のハーバリウムは鮮や
かな色が特徴です。《事業者》有限
会社サザンウェーブ《容量》150mℓ
、底形×高さ：40×40×168㎜、数
量：1本

［0581］isaデニム・スマホケース
〔ダークブルー〕

7,000円

腰ベルト吊り下げタイプのケース。
帆布生地なのでスマホをしっかり保
護します。《事業者》㈲じぃんず工
房大方《容量》本体H185×W135、ベ
ルト掛け紐の長さ250㎜、重さ約100
ｇ

［0551］黒潮薪（1箱【計0.04m3】
コース）

7,000円

広葉樹（シイ・カシ等）の薪です。
乾燥度合いのばらつきや、小さな虫
が入る場合があります。《事業者》
黒潮薪本舗《容量》0.04m3/箱=約15
～18kg、薪の長さ：約30㎝ダンボー
ル（465×325×295㎜）

［0494］「天日海塩」土佐の塩丸3
袋セット

7,000円

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。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。《事業
者》㈲ソルティーブ《容量》200g×
3袋

［0720］四万十鶏やわらかサラダチ
キンの黒潮天日塩味２４００ｇ

8,000円

四万十鶏を黒潮町の天日塩と胡椒だ
けでシンプルに味付けし、柔らかく
蒸し上げました。サラダに最適です
。使いやすい200gの小袋真空包装で
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
2400g（200g×12袋）

［0718］四万十鶏やわらかガーリッ
クステーキ黒潮天日塩味１２００ｇ

8,000円

黒潮天日塩とゴマだけのシンプルな
味付け。お手軽にお使いいただける
チキンステーキです。《事業者》明
弘食品㈱《容量》1200g袋入り

［0715］黒潮町土佐佐賀産四万十鶏
セット５袋×５００ｇ

8,000円

ミネラル、アミノ酸の豊富な海藻や
肉の光沢や弾力を引き出す「ヨモギ
」「木酢」を与え、臭みが無く健康
に養鶏された四万十鶏をお届けしま
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
2500g(5袋×500g)

［0712］個食タイプ四万十鶏のやわ
らかテリヤキ丼１２袋×９０ｇ

8,000円

疲労回復に効果のある「イミダペプ
チド」を豊富に含む四万十鶏の「鶏
むね肉」を使い、自社の特製加工技
術により柔らかく仕上げました。《
事業者》明弘食品㈱《容量》1,080
ｇ（12袋×90g）
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［0500］米飴・花はぶ茶

8,000円

米飴は、減農薬米と無農薬麦を使い
、伝統の製法で炊きあげています。
花はぶ茶も無農薬栽培で、満開の頃
に収穫したあざやかな黄色の花入り
です。《事業者》ともこ工房《容量
》米飴190mℓ×2瓶、花はぶ茶70g

［0486］あじ開き満腹セット

8,000円

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。瀬についた
鯵の薄塩仕立てで、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。《事業者》マルア海
産《容量》あじ開き中サイズ×20枚

［0481］ゆめのかけ箸セット(名入
れサービス用)

8,000円

「土佐ヒノキ」を手作業で削って作
りました。焼きペンでネームやワン
ポイントをお入れします。お名前を
メッセージ欄にご記入ください。《
事業者》はーと・らいふ村工房ポレ
ポレ《容量》土佐ひのき箸と箸袋の
セット１膳

［0480］ゆめのかけ箸セット

8,000円

「土佐ヒノキ」を、手作業で削って
作りました。驚くほど軽くて丈夫で
すので、一生ものとしてご愛用いた
だけます。《事業者》はーと・らい
ふ村工房ポレポレ《容量》土佐ひの
きの箸と箸袋のセット１膳

［0586］ごはんの友鯖ねぇ３個入り

9,000円

鯖サバした昔姉やんが、鯖にニンニ
クと柚子を効かせ手間暇かけて作っ
たご飯の友。おにぎりの具や冷やっ
こ、炒め物などにどうぞ。《事業者
》佐賀北部活性化推進協議会《容量
》100g×3個

［0535］黒潮グルメ缶栗ぜんざい×
6程よい甘さの和スイーツ

9,000円

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
ぜんざいです。《事業者》㈱黒潮町
缶詰製作所《容量》栗ぜんざい95ｇ
×6缶

［0528］黒潮ｸﾞﾙﾒ缶鰹三昧3種×2美
味しいカツオをご堪能下さい

9,000円

黒潮町の特産品であるカツオ3種の
缶詰セットです。《事業者》㈱黒潮
町缶詰製作所《容量》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
、カツオdeオリーブ90g×2缶

［0512］グルメ缶詰6缶セット

9,000円

そのままでも、何かと混ぜてアレン
ジしても美味しい、グルメ調理缶で
す。《事業者》㈱黒潮町缶詰製作所
《容量》カツオの和だし生姜×2缶
、トマトで煮込んだカツオ×2缶、
ブリトロ大根×1缶、お魚のパテ×1
缶

［0505］神代楠の「花器敷き」（大
）

9,000円

何らかの現象によって埋もれ木とな
った楠の巨樹(神代楠)の根を、厚さ
15㎜程度にカットしたものです。《
事業者》土居建具製作所《容量》〔
サイズ〕約400×250×15㎜、〔表面
〕ウレタンクリア塗装、〔裏面〕天
然木肌

［0489］黒潮町売れ筋焼き菓子とク
ッキーシューセット

9,000円

くじらのクッキーとＴシャツの塩ク
ッキー、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！《事業者》パン・ケーキぷちど
～る《容量》クッキーシュー×12ヶ
、Ｔシャツクッキー×6枚、クジラ
クッキー×10枚

［0470］半生うどん、釜玉だし、だ
しパック詰め合わせ

9,000円

国産小麦100％使用のこだわり半生
うどん。釜玉だしは土佐清水産の宗
田節の旨みが抜群！《事業者》㈱い
ろり食品《容量》半生うどん250g（
2人前）×3、釜玉だし（360mℓ)、土
佐の秘伝だし（だしパック9g×8包
）

［0469］シロチドリの塩壷

9,000円

焼き締めの一点もの。取っ手は「シ
ロチドリ」。この壷に塩を入れてお
くといつでもサラサラの状態でお使
いいただけます。お届けに1ヶ月半
ほどかかる場合があります。《事業
者》日常屋《容量》幅約90㎜×高さ
約90㎜



39428

高知県　黒潮町

［0467］どんぐり塩壷

9,000円

焼き締めのかわいいどんぐり型の塩
壷です。この壷に塩を入れておくと
、いつでもサラサラの状態でご使い
ただけます。お届けに1ヶ月半ほど
かかる場合があります。《事業者》
日常屋《容量》幅約90㎜×高さ約90
㎜

［0466］クジラの塩壷

9,000円

焼き締めの一点もの。取っ手は「ク
ジラ」。この壷に塩を入れておくと
、いつでもサラサラの状態でご使用
いただけます。お届けに１ヶ月半ほ
どかかる場合があります。《事業者
》日常屋《容量》幅約90㎜×高さ約
90㎜

［0462］こころのふるさと上林暁・
小伝上林暁2冊セット

9,000円

上林暁文学館の会館に寄せて発行さ
れた記念誌2冊のセットです。《事
業者》黒潮町役場《容量》『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)

［0456］天日塩付き・土佐の藁焼鰹
たたき0.5kg（2～4本）

9,000円

伝統の藁焼きで丁寧に焼き上げたタ
タキと、塩タタキ用天日塩のセット
です。《事業者》㈲土佐佐賀産直出
荷組合《容量》藁焼き鰹たたき５０
０ｇ（２～４節）、１節につきタレ
３０mℓ×２P、天日塩１６０ｇ

［0455］土佐藁焼かつお・ご家庭用

9,000円

伝統の藁焼きで丁寧に焼き上げたタ
タキです。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。《
事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組合《
容量》藁焼き鰹たたき700ｇ（3～5
節）、タレ30mℓ（6～10個）

［0452］お手軽！土佐沖天然ぶり丼
用

9,000円

土佐沖で獲れた天然ぶりを水揚げさ
れた鮮魚から捌き、自社の調味液に
漬け込んでいます。1人前包装なの
でお手軽です。《事業者》㈲土佐佐
賀産直出荷組合《容量》ぶり丼用14
0ｇ（70ｇ×2Ｐ）×4Ｐ

［0451］お手軽！土佐近海一本釣り
かつお漬け丼用

9,000円

土佐沖の1本釣りカツオを原料に、
水揚げされた鮮魚から捌き、自社の
調味液に漬け込んでいます。1人前
包装なのでお手軽です。《事業者》
㈲土佐佐賀産直出荷組合《容量》か
つお漬け丼用130ｇ（65ｇ×2Ｐ）×
4Ｐ

［0450］土佐天然ブリ藁焼たたき

9,000円

土佐沖で獲れた天然ぶりを、伝統の
藁焼きで丁寧に焼き上げています。
ブリの旨みと藁の風味が生きてます
。《事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組
合《容量》天然ブリ藁焼タタキ750
ｇ（5～8個）、タレ（30mℓ）付5～6
Ｐ

［0445］黒潮町おかず詰合せ

9,000円

化学調味料・保存料不使用の、揚げ
るだけで簡単調理のおかず詰合せ。
《事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組合
《容量》いか唐揚げ、きびなご唐揚
げ、きびなごフライ、かつお角煮、
アジフライ、うつぼの唐揚げ、サバ
の竜田揚げ、白身魚のフライ、いか
フライ等の中から５品目をお届けし
ます。

［0442］isaデニム・カフェエプロ
ン

9,000円

デニム地のシンプルな作り。裾には
機能的なスリット入りでDIY作業に
も便利。《事業者》㈲じぃんず工房
大方《容量》素材：綿100％、カラ
ー：ネイビー青色、サイズ：横幅７
３㎝×総丈６３㎝×腰ひも９５㎝(
２本)

［0399］空海ゆかりの里うまにのお
いしいお米（玄米）

9,000円

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稲が稔り
ます。《事業者》馬荷中山間組合《
容量》玄米5kg×1袋

［0398］空海ゆかりの里うまにのお
いしいお米（白米）

9,000円

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稲が稔り
ます。《事業者》馬荷中山間組合《
容量》白米5kg×1袋
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［0734］高知県黒潮町産グリーンア
スパラ1kg

10,000円

旬の初夏の時期には甘味がのって、
やわらかく美味しくなるグリーンア
スパラ。採れたてを産地からお届け
します。【限定40箱】《事業者》農
事組合法人小川アグリ《容量》アス
パラガス1kg（15本前後）

［0727］上樫森の黒糖とボカ（さと
うきび蜜）のセットS

10,000円

農薬や化学肥料を使わず育て、二百
年前と同じ製法で焚き上げています
。「ボカ(100％サトウキビ蜜)」は
優しい甘さと独自の風味があります
。《事業者》上樫森《容量》黒糖（
小）130g×4袋、ボカ（大）200g×1
本

［0725］米作りの伝統を守る小川ア
グリの新米こしひかり５kg（玄米）

10,000円

加持川と猿飼川に囲まれた田園より
、米作に適した粘土質の土壌と清ら
かな水で育った美味しい新米をお届
けします。《事業者》農事組合法人
小川アグリ《容量》早稲こしひかり
新米5kg、仕上げ：玄米

［0719］四万十鶏やわらかガーリッ
クステーキ黒潮天日塩味１６００ｇ

10,000円

黒潮天日塩とゴマだけのシンプルな
味付け。お手軽にお使いいただける
チキンステーキです。《事業者》明
弘食品㈱《容量》1600g袋入り

［0716］黒潮町土佐佐賀産四万十鶏
セット８袋×５００ｇ

10,000円

ミネラル、アミノ酸の豊富な海藻や
肉の光沢や弾力を引き出す「ヨモギ
」「木酢」を与え、臭みが無く健康
に養鶏された四万十鶏をお届けしま
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
4000g（8袋×500g）

［0713］個食タイプ四万十鶏のやわ
らかテリヤキ丼１６袋×９０ｇ

10,000円

疲労回復に効果のある「イミダペプ
チド」を豊富に含む四万十鶏の「鶏
むね肉」を使い、自社の特製加工技
術により柔らかく仕上げました。《
事業者》明弘食品㈱《容量》1,440
ｇ（16袋×90g）

［0709］蒲焼きPangasius(ナマズ）
山椒タレ付き１３００ｇ

10,000円

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。《事業者》明弘食品㈱《容
量》1300g（内容を7袋に小分けして
います）

［0707］【防災・アウトドアに！】
発熱材付きグルメ缶詰４個セット

10,000円

黒潮町の防災士監修のお手軽非常食
セット。温かい食事をとれるように
発熱材付きです。《事業者》㈱黒潮
町缶詰製作所《容量》カツオの和だ
し生姜×1、黒潮オイルのマグロと
キノコ×1、柚子香るブリトロ大根9
5g×1、黒糖の濃厚和ショコラ×１
、発熱材×2、耐熱袋×2、シール×
2、スプーン×4

［0705］旬の魚シリーズ手釣りレン
コダイ1.6kg前後

10,000円

レンコダイは別名キダイとも呼ばれ
、基本的な料理は「塩焼き」で、古
くは結婚式などの折り詰めの鯛に使
われていました。しっかりと脂のの
った旬の鯛をご賞味ください。《事
業者》カネイチ水産《容量》1.6kg
前後（3～5尾）

［0673］春じゃこづくしとアジ・サ
バ干物のおかずセット

10,000円

ちりめんとカチリとカエリ、それに
地元で獲れたアジとサバのひらきを
セットで《事業者》カネニ海産《容
量》カチリ150g×1、カエリ150g×1
、ちりめん250g×1、アジのひらき3
枚（約260g)、サバ（片身）ひらき2
枚（約270g）

［0671］釜茹でちりめん〔春じゃこ
〕250ｇ×4袋

10,000円

初冬のころから残春たる初夏にかけ
て獲れる春じゃこを釜茹でし、澄み
きった青空の下で天日で干して風味
を与えたちりめんをお届けします。
《事業者》カネニ海産《容量》ちり
めん（カタクチイワシ）250g×4袋

［0668］カネニの春じゃこづくし１
１２

10,000円

乾燥したカチリとカエリは酢の物に
最適。それぞれ献立にあわせてお使
いください。《事業者》カネニ海産
《容量》春じゃこのカチリ150g×1
袋、カエリ150g×1袋、ちりめん（
カタクチイワシ）250g×2袋
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［0666］カネニのカチリとちりめん
のセット各２袋

10,000円

柔らかなちりめんとカチリのセット
。創業90年の海産問屋がお届けする
本場の逸品です。《事業者》カネニ
海産《容量》春じゃこのカチリ150g
×2袋、ちりめん（カタクチイワシ
）250g×2袋

［0663］カネニのカチリ〔春じゃこ
〕150ｇ×4袋

10,000円

春じゃこを釜茹でし、澄みきった青
空の下で天日で干して風味を十分与
えた乾燥したちりめんです。創業90
年の海産問屋がお届けする本場の逸
品です。《事業者》カネニ海産《容
量》春じゃこのカチリ150g×4袋

［0652］らく・はや・簡単！お魚惣
菜セット

10,000円

調理済みのお魚を解凍し、お好みの
野菜と合わせるだけ。《事業者》㈲
土佐佐賀産直出荷組合《容量》さば
南蛮漬け（140g）、白身魚のケチャ
ップ煮（140g）、ぶり甘酢あんかけ
（140g）、豆アジ南蛮漬け（130g）
、各1パック

［0645］黒潮グルメ缶黒潮の一本釣
りカツオ缶詰4種8缶セット

10,000円

一本釣りのカツオと町特産のしめじ
・黒糖・天日塩を使ったグルメ缶詰
セット。《事業者》㈱黒潮町缶詰製
作所《容量》カツオとキノコのトマ
ト煮×2、缶カツオの和だし生姜×2
、缶黒潮オイルのごろっとカツオ×
2、など計8缶

［0639］黒潮の畑からお届けジョブ
なしろグァバセットA

10,000円

障がい者福祉施設「ジョブなしろ」
の施設の方々が丹精込めて育てたグ
ァバの加工品のセット。《事業者》
㈱黒潮町缶詰製作所《容量》グァバ
ドリンク：180mℓと360mℓを各1個、
グァバゼリー：170g×1、グァバテ
ィー：4種を各1品

［0633］竹製手編みザル（M）

10,000円

完全竹製の手編みザル。美しい編み
模様は、熟練された技の成せる逸品
です。お届けにお時間がかかる場合
があります。《事業者》黒潮町竹製
品組合《容量》1個、直径280㎜×深
さ40㎜、重さ190ｇ

［0623］黒潮町のさとうきびから生
まれた黒糖酒720ｍｌ

10,000円

甘い香りとすっきりとした飲み口。
ラム酒とも黒糖焼酎とも異なる深い
味わいをお楽しみください。【限定
20本】《事業者》㈲ビオス《容量》
720mℓ×1、アルコール分：32度、酒
類：スピリッツ、原材料名：黒糖

［0618］「ミナモ」シリーズ一輪挿
し

10,000円

海に潜って見上げた景色。そんな気
分の器たちです。お届けに概ね1ヶ
月を要します。サイズは若干の誤差
あり。《事業者》海辺のガラス工房
kiroroan《容量》一輪挿し（高さ16
0㎜×最大径65㎜）×1、重さ：350g

［0617］とんぼ玉づくり体験ペア券

10,000円

炎の中で煌めくガラスと遊ぶ体験。
《対象》満10歳以上《予約》チケッ
トお受取り後にお電話ください〔08
80-43-4336〕《事業者》海辺のガラ
ス工房kiroroan《容量》一人当たり
とんぼ玉2個作製(約40分)

［0604］四万十鶏やわらかサラダチ
キンの黒潮天日塩味３２００ｇ

10,000円

四万十鶏を黒潮町の天日塩と胡椒だ
けでシンプルに味付けし、柔らかく
蒸し上げました。サラダに最適です
。使いやすい200gの小袋真空包装で
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
3200g（200g×16袋）

［0594］熊本城の復興を応援する缶
詰６缶セット

10,000円

このお礼の品は、商品代の一部を「
熊本城復興支援金」として熊本市へ
寄附させていただきます。《事業者
》㈱黒潮町缶詰製作所《容量》カツ
オの和だし生姜×6缶(復興支援青ラ
ベルと赤ラベルを各3缶)

［0592］貝塚伊吹の花器敷きナチュ
ラル〔大〕

10,000円

貝塚伊吹は、イチイのような赤身の
芯とアロマのようなかぐわしい香り
が特徴です。【限定：10】《事業者
》土居建具製作所《容量》約250×2
30×20㎜、仕上げ：塗装無しの天然
木肌
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［0584］サクサク！土佐のあじフラ
イ

10,000円

土佐沖でとれた真あじを原料として
使用。1枚で食べごたえある大きさ
。少量の個包装なので使い勝手抜群
！《事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組
合《容量》200g(2～3枚）×5袋

［0583］サクサク！沖うるめフライ

10,000円

土佐沖でとれた「沖ウルメ（ニギス
）」を原料として使用。身がやわら
かく上品な旨みが特徴です。少量の
個包装なので使い勝手抜群！《事業
者》㈲土佐佐賀産直出荷組合《容量
》150g(3～5枚入り）×6袋

［0582］めひかり唐揚げ

10,000円

土佐沖でとれた「めひかり」を使用
。頭やワタを丁寧に下処理している
のでお子様でも食べやすいです。少
量の個包装なので使い勝手抜群！《
事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組合《
容量》110g入り×6袋

［0573］SR-10明神水産わら焼き戻
りかつおの塩たたき3節セット

10,000円

高鮮度戻りかつおを「わら焼き製法
」でたたきに。《事業者》㈱なぶら
土佐佐賀《容量》かつおたたき3節
（合計約750g）、天日塩10g×1袋、
30mℓタレ×6袋、おろしにんにく(5g
×3袋)、おろししょうが(8g×3袋)

［0572］JS-6明神水産わら焼き戻り
かつお2節・かつお刺身2節セット

10,000円

高鮮度戻りかつおの、たたきと刺身
のセットです。《事業者》㈱なぶら
土佐佐賀《容量》たたき2節（約500
g）、かつお刺身2節（約260g）、80
mℓタレ×1袋、おろしにんにく(5g×
3袋)、おろししょうが(8g×3袋)

［0561］黒潮の森、乾燥薪15キロ（
ナラ）

10,000円

伐採から1年以上の乾燥した薪です
。焚きつけようではありません。大
割、中割が混ざっています。【限定
25】《事業者》グリーンホッパー吉
田農園《容量》15キロ、薪の長さ：
約40㎝、箱サイズ：41㎝Ｘ33㎝Ｘ32
㎝

［0560］黒潮の森、乾燥薪15キロ（
サクラ）

10,000円

伐採から1年以上の乾燥した薪です
。焚きつけようではありません。大
割、中割が混ざっています。【限定
27】《事業者》グリーンホッパー吉
田農園《容量》15キロ、薪の長さ：
約40㎝、箱サイズ：41㎝Ｘ33㎝Ｘ32
㎝

［0555］神代楠の花器敷きナチュラ
ル〔大〕

10,000円

本製品は、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(
神代楠)の根を厚さ１５㎜程度にカ
ットしたものです。【限定７】《事
業者》土居建具製作所《容量》花器
敷き１枚

［0544］自然栽培生姜セット（生姜
、生姜しろっぷ、粉末生姜）

10,000円

生姜、生姜しろっぷ、スパイス生姜
(生姜パウダー)のセット。濃厚でキ
レのある辛さが特徴です。《事業者
》まんま自然農園《容量》水洗い生
姜300g、生姜しろっぷ200mℓ×1本、
スパイス生姜12g×1本

［0540］自然栽培生姜（水洗い１．
０ｋｇ）高知の黒潮町生まれ

10,000円

農薬や肥料を一切使用せず、他の作
物や草たちとの共存共栄により育ま
れる豊かな土壌で栽培しています。
水洗い生姜は届いて直ぐに使えます
。《事業者》まんま自然農園《容量
》水洗い生姜1.0ｋg

［0511］還暦祝い長寿箸（名入れサ
ービス用）

10,000円

土佐ヒノキで作られたお箸です。焼
きペンでネームやワンポイントをお
入れします。お名前をメッセージ欄
にご記入ください。《事業者》はー
と・らいふ村工房ポレポレ《容量》
土佐ヒノキの箸21㎝、ちりめん箸袋

［0510］還暦祝い長寿箸

10,000円

土佐ヒノキで作られたお箸です。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。
《事業者》はーと・らいふ村工房ポ
レポレ《容量》土佐ヒノキの箸21㎝
、ちりめん箸袋
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［0491］自然栽培生姜（土付き１．
２ｋｇ）高知の黒潮町生まれ

10,000円

農薬や肥料を一切使用せず、他の作
物や草たちとの共存共栄により育ま
れる豊かな土壌で栽培しています。
土付き生姜は長く保存ができます。
《事業者》まんま自然農園《容量》
土付き生姜1.2kg

［0479］さくら箸

10,000円

山桜で作った箸とさくら猫柄箸袋で
す。※寄附金の一部を「黒潮町メス
猫不妊手術推進事業補助金」として
、町内の野良猫不妊手術費用に使用
します。《事業者》はーと・らいふ
村工房ポレポレ《容量》山桜の箸、
箸袋

［0472］コロコロアニマル

10,000円

土佐ひのき、杉など無垢の天然木で
作ったおもちゃ。いろいろな動物の
形がそろっていて、プレゼントにも
ピッタリです。《事業者》はーと・
らいふ村工房ポレポレ《容量》サイ
ズ20×11㎝

［0460］伊与木農園元気にら28袋

10,000円

農薬はできる限り使いません。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。《事業者》伊与木農園
《容量》100ｇ（小袋入り）×28袋

［0454］黒潮町のお弁当応援団！

10,000円

電子レンジで暖めるだけのボリュー
ムあるお弁当のおかずセット。《事
業者》㈲土佐佐賀産直出荷組合《容
量》白身魚のバジルマヨネーズ焼き
、白身魚のケチャップ煮、白身魚の
梅シソチーズ焼き、かつおのケチャ
ップ煮、白身魚のペッパーマヨネー
ズ焼き、かつお味付けフレーク、白
身魚の青しそチーズ焼き、さごしの
味噌マヨネーズ焼き、のうち５種を
選定しお届け。

［0417］黒潮水産の天然大粒チャン
バラ貝1kg（ボイル用）

10,000円

大粒のものを選りすぐりお届けしま
す。※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
。《事業者》黒潮水産《容量》チャ
ンバラ貝1.0kg（ボイル用）40～60
個程度。

［0412］黒潮町土佐佐賀産四万十鶏
セット３kg

10,000円

ミネラル、アミノ酸の豊富な海藻や
肉の光沢や弾力を引き出す「ヨモギ
」「木酢」を与え、臭みが無く健康
に養鶏された四万十鶏をお届けしま
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
四万十鶏むね肉500ｇ×6袋

［0408］四万十鶏のガーリックステ
ーキとテリヤキ丼セット小

10,000円

「四万十鶏むね肉」を使った、ガー
リックステーキとテリヤキ丼のセッ
ト。お子様のお夜食などにどうぞ。
《事業者》明弘食品㈱《容量》四万
十鶏のガーリックステーキ600g×1
個、四万十鶏のテリヤキ丼90g×5袋

［0396］黒潮町季節の菜園Cセット

10,000円

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。《事業者》名：JAにこにこ市
組合（JA高知はた大方支所経済課）
《容量》旬の野菜3品目以上（1kg程
度）

［0376］黒潮の恵み自然栽培しょう
がセットB

10,000円

農薬、化学肥料を一切使用せず、刈
り草、落ち葉など植物性有機物のみ
で育った安心安全な生姜と、しょう
がパウダーのセット。《事業者》グ
リーンホッパー吉田農園《容量》生
姜1ｋｇ、しょうがパウダー1袋（25
ｇ）

［0374］黒潮の恵み自然栽培しょう
が1．5kg

10,000円

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
安全です。《事業者》グリーンホッ
パー吉田農園《容量》生姜1.5ｋｇ

［0371］貝塚伊吹の花器敷き〔大〕

10,000円

貝塚伊吹は、イチイのような赤身の
芯とアロマのようなかぐわしい香り
が特徴です。【限定：15】《事業者
》土居建具製作所《容量》〔サイズ
〕約300×250×20㎜、〔表面〕ウレ
タンクリア塗装、〔裏面〕天然木肌
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［0365］isaIB006帆布トートバッグ
〔小〕ホワイト×レッド

10,000円

帆布生地一枚のシンプルなマチあり
台形トートバッグ。ジーンズ工場な
らではの丁寧な縫製です。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》素材
：綿100％、倉敷帆布6号×8号、サ
イズ：W200×D130×H200㎜

［0364］isaIB006帆布トートバッグ
〔小〕ホワイト×オリーブ

10,000円

帆布生地一枚のシンプルなマチあり
台形トートバッグ。ジーンズ工場な
らではの丁寧な縫製です。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》素材
：綿100％、倉敷帆布6号×8号、サ
イズ：W200×D130×H200㎜

［0363］isaIB006帆布トートバッグ
〔小〕ホワイト×ネイビー

10,000円

帆布生地一枚のシンプルなマチあり
台形トートバッグ。ジーンズ工場な
らではの丁寧な縫製です。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》素材
：綿100％、倉敷帆布6号×8号、サ
イズ：W200×D130×H200㎜

［0362］isaIB006帆布トートバッグ
〔小〕ホワイト×イエロー

10,000円

帆布生地一枚のシンプルなマチあり
台形トートバッグ。ジーンズ工場な
らではの丁寧な縫製です。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》素材
：綿100％、倉敷帆布6号×8号、サ
イズ：W200×D130×H200㎜

[0301]元祖浜焼きメジカの燻製2匹
セット

10,000円

旬の時季に黒潮町で水揚げされた脂
ののった新鮮なメジカを松の木で燻
す元祖浜焼き。昔ながらの手づくり
の味をご賞味ください。《事業者》
まるみ屋《容量》メジカ（宗田鰹）
燻製加工２匹、鮮魚状態での重量60
0ｇ～800ｇ

[0299]いごてつの天日塩ＳＵＮ－Ｂ

10,000円

海水を山の中腹まで運び、太陽と風
の力だけでゆっくり結晶させた天日
塩。マイルドな辛みとふくよかな甘
味で素材の味を引き立てます。《事
業者》天日塩いごてつ《容量》天日
塩大400ｇ×2袋、小160ｇ×１袋

［0504］砂浜美術館ミュージアムグ
ッズ

17,000円

砂浜美術館のミュージアムグッズセ
ット。《事業者》特定非営利活動法
人NPO砂浜美術館《容量》『砂浜美
術館ノートⅡ』・てぬぐい・クジラ
フィギュア・ピンバッチ・ひらひら
マスキングテープ・ふせん・クリア
ファイル、各1個

［0722］黒潮町佐賀北部産こしひか
り新米5kg（玄米）

11,000円

昼夜の寒暖差が大きい黒潮町佐賀北
部で採れたこしひかりの新米をお届
けします。[限定50]《事業者》佐賀
北部活性化推進協議会《容量》こし
ひかり新米5kg(玄米)

［0624］ジャパニーズラム龍馬

12,000円

甘い香りとすっきりとした飲み口が
特徴のスピリッツ（蒸留酒）で、ロ
ックがお勧めです。《事業者》㈲ビ
オス《容量》720mℓ×1、アルコール
分：32度、酒類：スピリッツ、原材
料名：黒糖

［0520］ゆめのかけ箸夫婦箸セット
（名入れサービス用）

12,000円

「土佐ヒノキ」を、手作業で削って
作りました。焼きペンでネームやワ
ンポイントをお入れします。お名前
をメッセージ欄にご記入ください。
《事業者》はーと・らいふ村工房ポ
レポレ《容量》土佐ひのきの箸×2
膳、箸袋×2

［0519］ゆめのかけ箸夫婦箸セット

12,000円

「土佐ヒノキ」を、手作業で削って
作りました。一生ものとしてご愛用
いただけます。箸袋もすべて手作り
です。《事業者》はーと・らいふ村
工房ポレポレ《容量》土佐ひのきの
箸×2膳、箸袋セット×2

［0658］缶詰スイーツと焼き菓子の
セット

13,000円

和風と洋風のスイーツ缶詰と特産品
を使って仕上げた焼き菓子をセット
にしました。《事業者》㈱黒潮町缶
詰製作所《容量》栗と黒糖やわらか
寄せ95g×3、黒糖の濃厚和ショコラ
95g×3、黒糖バウムクーヘン42g×5
、パウンドケーキ53g×5
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［0370］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔オリーブ〕

13,000円

ファスナー付きのシンプルなマチあ
り台形トートバッグです。ジーンズ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》素材：綿100％、倉敷帆布8号、サ
イズ：W255㎜（底）×D150㎜×H355
㎜（側面）

［0369］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔レッド〕

13,000円

ファスナー付きのシンプルなマチあ
り台形トートバッグです。ジーンズ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》素材：綿100％、倉敷帆布8号、サ
イズ：W255㎜（底）×D150㎜×H355
㎜（側面）

［0368］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔イエロー〕

13,000円

ファスナー付きのシンプルなマチあ
り台形トートバッグです。ジーンズ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》素材：綿100％、倉敷帆布8号、サ
イズ：W255㎜（底）×D150㎜×H355
㎜（側面）

［0367］ファスナー付き帆布トート
バッグ〔ネイビー〕

13,000円

ファスナー付きのシンプルなマチあ
り台形トートバッグです。ジーンズ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》素材：綿100％、倉敷帆布8号、サ
イズ：W255㎜（底）×D150㎜×H355
㎜（側面）

［0732］黒潮町産歯ごたえの良い根
付きらっきょう3kg

13,000円

カリッとしたらっきょう漬けをお求
めの方に、根つきの状態でお届け。
黒潮町産のらっきょうは、南国特有
の潮風と波の音で育っています。【
限定40】《事業者》JA高知はた大方
支所《容量》根付きらっきょう３kg

［0648］isaボディバッグ〔ダーク
ブルーデニム〕

14,000円

isaオリジナル新作ボディバッグで
す。以前のボディバッグとファスナ
ーのカラーが変更になりました。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》素材：綿100％、カラー：ダーク
ブルー、サイズ：H360㎜×W220㎜×
D80㎜

［0465］土佐の塩丸とクジラの塩壷

14,000円

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と、取
っ手が『クジラ』の塩壺の、ギフト
BOX入りセットです。《事業者》特
定非営利活動法人NPO砂浜美術館《
容量》天日塩200ｇ×1袋、塩壷×１
個

［0729］高知県産極早生米新品種「
よさ恋美人」白米3kg

14,000円

14年かけて独自に開発した新品種「
よさ恋美人」が今夏から販売。極早
生米は、粒が大きくコシヒカリ並み
の食味の良さが特徴。美味しい新米
をご賞味ください。【限定10袋】《
事業者》まるみ屋《容量》よさ恋美
人３㎏

［0726］米作りの伝統を守る小川ア
グリの新米こしひかり５kg（白米）

15,000円

加持川と猿飼川に囲まれた田園より
、米作に適した粘土質の土壌と清ら
かな水で育った美味しい新米をお届
けします。《事業者》農事組合法人
小川アグリ《容量》早稲こしひかり
新米5kg(白米)

［0721］黒潮町佐賀北部産こしひか
り新米5kg（白米）

15,000円

昼夜の寒暖差が大きい黒潮町佐賀北
部で採れたこしひかりの新米をお届
けします。[限定50]《事業者》佐賀
北部活性化推進協議会《容量》こし
ひかり新米5kg(白米)

［0706］旬の魚シリーズ手釣りレン
コダイ3.0kg前後

15,000円

レンコダイは別名キダイとも呼ばれ
、基本的な料理は「塩焼き」で、古
くは結婚式などの折り詰めの鯛に使
われていました。しっかりと脂のの
った旬の鯛をご賞味ください。《事
業者》カネイチ水産《容量》3.0kg
前後（5～8尾）

［0647］ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑと缶詰のｾｯﾄ～かわ
いいとおいしいの組み合わせ～

15,000円

黒潮町の「おいしい」缶詰と「かわ
いい」ハーバリウムをセットに。《
事業者》㈱黒潮町缶詰製作所《容量
》トマトで煮込んだカツオとキノコ
×1、カツオとタケノコのアヒージ
ョ×1、お魚のパテグリーンペッパ
ージュレ×1、黒糖の濃厚和ショコ
ラ×1、栗と黒糖やわらか寄せ×1、
ハーバリウム(258g)×2
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［0640］黒潮の畑からお届けジョブ
なしろグァバセットB

15,000円

障がい者福祉施設「ジョブなしろ」
の施設の方々が丹精込めて育てたグ
ァバの加工品のセット。《事業者》
㈱黒潮町缶詰製作所《容量》グァバ
ドリンク：180mℓ×3と360mℓ×2、グ
ァバゼリー：170g×3個、グァバテ
ィー：4種を各1品

［0614］吹きガラス体験

15,000円

飴色に輝くガラスと遊ぶ体験。勝負
は短い時間で決まります。《対象》
小学生以上《予約》チケットお受取
り後、お電話ください〔0880-43-43
36〕《事業者》海辺のガラス工房ki
roroan《容量》グラス2個作製(約1
時間)

［0574］FN-1明神水産わら焼き戻り
かつおの塩たたき1.2ｋｇ(4～7節)

15,000円

高鮮度戻りかつおを「わら焼き製法
」でたたきに。大容量の1.2kg。《
事業者》㈱なぶら土佐佐賀《容量》
かつおたたき4～7節、30mℓタレ×12
袋、おろしにんにく×6袋、おろし
しょうが×6袋、天日塩10g×3袋

［0483］特別栽培メダカ米(玄米)

15,000円

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。《
事業者》はーと・らいふ村工房ポレ
ポレ《容量》特別栽培メダカ米（玄
米）5kg米袋入り

［0482］特別栽培メダカ米(白米)

15,000円

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。《事業
者》はーと・らいふ村工房ポレポレ
《容量》特別栽培メダカ米（白米）
米袋入り※玄米５ｋｇを精米してお
届けします。

［0477］特産七立栗染めシルクスト
ール

15,000円

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。《事業
者》はーと・らいふ村工房ポレポレ
《容量》シルク＆コットンストール
１枚（40×198㎝房付）

[0300]元祖浜焼きサバの燻製2匹セ
ット

15,000円

旬の時季に黒潮町で水揚げされた脂
ののった新鮮なサバを松の木で燻す
元祖浜焼き。昔ながらの手づくりの
味をご賞味ください。《事業者》ま
るみ屋《容量》サバ（ゴマサバ）燻
製加工２匹、鮮魚状態での重量６０
０ｇ～８００ｇ

［0730］高知県黒潮町産こしひかり
新米5㎏白米

15,000円

年間平均気温が17度で年間降水量は
約3,000㎜の温暖多雨な黒潮町。恵
まれた地域で採れる新米こしひかり
を精米してお届けします。《事業者
》明弘食品株式会社《容量》こしひ
かり新米5㎏

［0495］「天日海塩」土佐の塩丸7
袋セット

16,000円

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。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。《事業者》㈲ソ
ルティーブ《容量》200g×7袋

［0733］黒潮町産洗いらっきょう・
らっきょう酢セット

16,000円

潮風で育った色白で歯ごたえが良く
、辛みがおすすめの洗いらっきょう
で、らっきょう漬けをお楽しみくだ
さい。《事業者》JA高知はた大方支
所《容量》洗いらっきょう1.0kg×3
袋、らっきょう酢1.8ℓ×1本

［0610］トートバッグセット〔ホワ
イト×レッド〕

17,000円

帆布生地一枚のシンプルなマチあり
台形トートバッグ。《事業者》㈲じ
ぃんず工房大方《容量》素材：綿10
0％、倉敷帆布6号×8号、糸原産国
：日本、サイズと重量：（小）W300
×D130×H200㎜300g、（ミニ）W170
×D70×H80㎜45g

［0608］トートバッグセット〔ホワ
イト×イエロー〕

17,000円

帆布生地一枚のシンプルなマチあり
台形トートバッグ。《事業者》㈲じ
ぃんず工房大方《容量》素材：綿10
0％、倉敷帆布6号×8号、糸原産国
：日本、サイズと重量：（小）W300
×D130×H200㎜300g、（ミニ）W170
×D70×H80㎜45g
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［0596］2018年初鰹土佐佐賀港水揚
げ１．０kg２尾

17,000円

一本釣りの初ガツオを港市場から直
送します。鮮度保持のため下処理は
いたしません。確実に受け取れる日
時をお知らせください。《事業者》
カネイチ水産《容量》カツオ1㎏前
後を2尾（約2㎏）

［0530］黒潮グルメ缶鰹三昧4種×3
美味しいｶﾂｵをご堪能下さい

17,000円

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。《事業
者》㈱黒潮町缶詰製作所《容量》カ
ツオの和だし生姜、トマトで煮込ん
だカツオとキノコ、カツオdeオリー
ブ、黒潮オイルのカツオ、各3缶

［0522］四万十うなぎ缶詰とグルメ
缶詰7缶セット

17,000円

自慢のグルメ缶詰と【四万十うなぎ
】の缶詰をセットにしました。《事
業者》㈱黒潮町缶詰製作所《容量》
四万十うなぎ蒲焼き110g×1缶、グ
ルメ缶詰4種6缶、計7缶

［0521］グルメ缶詰と栗ぜんざいセ
ット

17,000円

そのままでも、何かと混ぜてアレン
ジしても美味しいグルメ缶詰と、ほ
どよい甘さが美味しい栗ぜんざいの
缶詰のセットです。《事業者》㈱黒
潮町缶詰製作所《容量》栗ぜんざい
×6缶、グルメ缶詰4種6缶、計12缶

［0518］四万十うなぎ缶詰セット

17,000円

四万十町のうなぎを黒潮町産の黒糖
を使ったタレでしっとりと仕上げま
した。《事業者》㈱黒潮町缶詰製作
所《容量》四万十うなぎ蒲焼110g×
1缶、四万十うなぎひつまぶし110g
×1缶

［0496］天日塩作り体験(お土産付
き)ﾍﾟｱﾁｹｯﾄ

17,000円

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
のある方におすすめ。《事業者》㈲
ソルティーブ天日塩作り体験(約１
時間30分程度)

［0485］土佐のひのき夫婦箸・子ど
も箸・箸袋ｾｯﾄ（名入れｻｰﾋﾞｽ用）

17,000円

「土佐ヒノキ」を削って作りました
。焼きペンでネームやワンポイント
をお入れします。お名前をメッセー
ジ欄にご記入ください。《事業者》
はーと・らいふ村工房ポレポレ《容
量》大人箸と箸袋×2セット、子ど
も箸と箸袋×1セット

［0484］土佐のひのき夫婦箸・子ど
も箸・箸袋ｾｯﾄ

17,000円

「土佐ヒノキ」を、手作業で削って
作りました。一生ものとしてご愛用
いただけます。《事業者》はーと・
らいふ村工房ポレポレ《容量》大人
箸と箸袋×2セット、子ども箸と箸
袋×1セット

［0471］上樫森の黒糖とボカ（さと
うきび蜜）のセット

17,000円

農薬や化学肥料を使わず育て、二百
年前と同じ製法で焚き上げています
。「ボカ(100％サトウキビ蜜)」は
優しい甘さと独自の風味があります
。《事業者》上樫森《容量》黒糖13
0g×5袋、ボカ200g×2本

［0468］クジラとどんぐりの塩壷セ
ット

17,000円

締めの塩壷２個をセットにしました
。この壷に塩を入れておくと、いつ
でもサラサラの状態でご使用いただ
けます。お届けまで１ヶ月半ほどか
かる場合があります。《事業者》日
常屋《容量》サイズ：幅約90㎜×高
さ約90㎜

［0461］大方町史1冊

17,000円

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・民族の九編に分け書き下ろ
した貴重な資料です。《事業者》黒
潮町役場《容量》『大方町史』(2.3
kg・A5サイズ・1460ページ・平成6
年2月発行)

［0458］土佐・うつぼの唐揚げ

17,000円

うつぼの味わいは食通をうならせる
贅沢な味わい。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
を堪能できます。【限定：100】《
事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組合《
容量》うつぼ唐揚げ60g×8P
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［0457］天日塩付き・土佐の藁焼鰹
たたき1.5kg（4～6本）

17,000円

伝統の藁焼きで丁寧に焼き上げたタ
タキと、こだわりの天日塩のセット
です。塩タタキでお楽しみください
。《事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組
合《容量》藁焼き鰹たたき1.5ｋｇ
（4～6節）、タレ（30ml）1節につ
き1個、天日塩160ｇ

［0449］土佐の藁焼鰹たたき(食べ
きりサイズ）

17,000円

伝統の藁焼きで丁寧に焼き上げ、カ
ツオの旨みをとじこめています。食
べきりサイズなので使い勝手抜群。
《事業者》㈲土佐佐賀産直出荷組合
《容量》藁焼鰹たたき1.8kg(8～12
個)、タレ（30ml）1節につき1個

［0448］お手軽！土佐沖天然ぶり刺
身とぶり漬丼用

17,000円

土佐沖獲れ天然ぶりを使用。漬丼は
自社の調味液に漬け込んでいます。
刺身用はスライス済みです。【限定
：100】《事業者》㈲土佐佐賀産直
出荷組合《容量》ぶり刺身100g×4
袋、ぶり丼140g(70g×2P)×4袋

［0447］土佐藁焼鰹たたきと天然ぶ
りたたき

17,000円

伝統の藁焼きで丁寧に焼き上げてい
ます。高知産ゆず使用のポン酢はま
ろやかな味わい。《事業者》㈲土佐
佐賀産直出荷組合《容量》鰹たたき
750ｇ（4～6個）、天然ぶりたたき7
50ｇ（5～8個）、タレ（30ml）1節
につき1個

［0446］黒潮町こだわりの調味料

17,000円

当社自慢の天然調味料セット。《事
業者》㈲土佐佐賀産直出荷組合《容
量》きびなごフィレ70ｇ×1、かた
くちいわし魚醤100mℓ×1、パジルペ
ースト60ｇ×1、きびなご魚醤100mℓ
×1、きびなごペースト60ｇ×1、き
びなごレモン100mℓ×1

［0444］黒潮町の黒タオル〔バス・
フェイスセット〕

17,000円

黒タオル（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
。《事業者》㈲じぃんず工房大方《
容量》素材：綿１００％、サイズ：
バス〔１１６㎝×６１㎝〕、フェイ
ス〔９５㎝×３３㎝〕

[0342]漁師におまかせの鮮魚セット
B

17,000円

土佐湾近海で獲れた新鮮な魚で旬の
美味しさを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。何が届くかは配送の季節と漁師
におまかせの商品です。《事業者》
カネイチ水産《容量》約2kg

［0443］isaデニム・ワークエプロ
ン

18,000円

ジーンズ工場ならではのワークテイ
ストなエプロン。疲れにくい仕様で
す。《事業者》㈲じぃんず工房大方
《容量》素材：綿100％、カラー：
ダークブルー、サイズ：横幅70㎝×
総丈79㎝×腰ひも85㎝(2本)、首ひ
も71㎝

［0723］ごはんの友、鯖ねぇと新米
こしひかり3kg白米〔ザル付き〕

20,000円

新米こしひかり、おかず味噌「ごは
んの友、鯖ねぇ」、竹製手編ザルの
セット。[限定50]《事業者》佐賀北
部活性化推進協議会《容量》「ごは
んの友、鯖ねぇ」100g×2、こしひ
かり新米3kg（白米）、竹製手編ザ
ル1枚（2合用）

［0710］蒲焼きPangasius(ナマズ）
山椒タレ付き2000ｇ〔ギフト用〕

20,000円

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。《事業者》明弘食品㈱《容
量》2000g（内容を11袋に小分けし
ています）

［0698］ジャパニーズラム酒を愉し
む手作りグラスと缶詰のセット

20,000円

黒糖を原料としたジャパニーズラム
に最も合う缶詰をセレクトしました
。《事業者》㈱黒潮町缶詰製作所《
容量》黒糖の濃厚和ショコラ×１、
ジャパニーズラム龍馬720mℓ（アル
コール分：32度、酒類：スピリッツ
、原材料名：黒糖）×１、黒潮オイ
ルのマグロとキノコ×１、お魚のパ
テグリーンペッパージュレ×１、グ
ラス１個（約60mm×60mm）

［0672］釜茹でちりめん〔春じゃこ
〕250ｇ×10袋お徳用

20,000円

初冬のころから残春たる初夏にかけ
て獲れる春じゃこを釜茹でし、澄み
きった青空の下で天日で干して風味
を与えたちりめんをお届けします。
《事業者》カネニ海産《容量》ちり
めん（カタクチイワシ）250g×10袋
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［0669］カネニの春じゃこづくし２
２４

20,000円

乾燥したカチリとカエリは酢の物に
最適。それぞれ献立にあわせてお使
いください。《事業者》カネニ海産
《容量》春じゃこのカチリ150ｇ×2
袋、カエリ150g×2袋、ちりめん（
カタクチイワシ）250g×4袋

［0667］カネニのカチリとちりめん
のセット各５袋お徳用

20,000円

柔らかなちりめんとカチリのセット
。創業90年の海産問屋がお届けする
本場の逸品です。《事業者》カネニ
海産《容量》春じゃこのカチリ150g
×5袋、ちりめん（カタクチイワシ
）250g×5袋

［0664］カネニのカチリ〔春じゃこ
〕150ｇ×10袋お徳用

20,000円

春じゃこを釜茹でし、澄みきった青
空の下で天日で干して風味を十分与
えた乾燥したちりめんです。創業90
年の海産問屋がお届けする本場の逸
品です。《事業者》カネニ海産《容
量》春じゃこのカチリ150g×10袋

［0641］黒潮の畑からお届けジョブ
なしろグァバセットC

20,000円

障がい者福祉施設「ジョブなしろ」
の施設の方々が丹精込めて育てたグ
ァバの加工品のセット。《事業者》
㈱黒潮町缶詰製作所《容量》グァバ
ドリンク：180mℓ×4と360mℓ×3、グ
ァバゼリー：170g×5、グァバティ
ー：4種を各1品

［0612］吹きガラス体験＆とんぼ玉
づくり体験

20,000円

美しい空と海に囲まれてガラスづく
り！《対象》満10歳以上《予約》チ
ケットお受取り後、お電話ください
〔0880-43-4336〕《事業者》海辺の
ガラス工房kiroroan《容量》グラス
2個＆とんぼ玉2個(約1時間40分)

［0731］黒潮町産歯ごたえの良い根
付きらっきょう5kg

20,000円

カリッとしたらっきょう漬けをお求
めの方に、根つきの状態でお届け。
黒潮町産のらっきょうは、南国特有
の潮風と波の音で育っています。【
限定40】《事業者》JA高知はた大方
支所《容量》根付きらっきょう5kg

［0728］高知県産極早生米新品種「
よさ恋美人」白米5kg

20,000円

14年かけて独自に開発した新品種「
よさ恋美人」が今夏から販売。極早
生米は、粒が大きくコシヒカリ並み
の食味の良さが特徴。美味しい新米
をご賞味ください。【限定10袋】《
事業者》まるみ屋《容量》よさ恋美
人5㎏

［0463］黒潮町史１冊

20,000円

先行研究を基に、旧大方町、旧佐賀
町の歴史を取りまとめ、平成の大合
併後の取り組みを追記したふるさと
を見つめ直す一冊。《事業者》黒潮
町役場《容量》サイズ：A4版642ペ
ージ、発行：平成29年3月

［0438］isaIB006帆布トートバッグ
〔中〕ホワイト×レッド

20,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W245×D145×H285㎜、素材：綿10
0%

［0437］isaIB006帆布トートバッグ
〔中〕ホワイト×オリーブ

20,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W245×D145×H285㎜、素材：綿10
0%

［0436］isaIB006帆布トートバッグ
〔中〕ホワイト×ネイビー

20,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W245×D145×H285㎜、素材：綿10
0%

［0435］isaIB006帆布トートバッグ
〔中〕ホワイト×イエロー

20,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W245×D145×H285㎜、素材：綿10
0%
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［0413］黒潮町土佐佐賀産四万十鶏
セット７kg

20,000円

ミネラル、アミノ酸の豊富な海藻や
肉の光沢や弾力を引き出す「ヨモギ
」「木酢」を与え、臭みが無く健康
に養鶏された四万十鶏をお届けしま
す。《事業者》明弘食品㈱《容量》
四万十鶏むね肉500ｇ×14袋

［0409］四万十鶏のガーリックステ
ーキとテリヤキ丼セット大

20,000円

「四万十鶏むね肉」を使った、ガー
リックステーキとテリヤキ丼のセッ
ト。お子様のお夜食などにどうぞ。
《事業者》明弘食品㈱《容量》四万
十鶏のガーリックステーキ1400g×1
個、四万十鶏のテリヤキ丼90g×12
袋

［0395］黒潮町季節の菜園Bセット

20,000円

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。《事業者》名：JAにこにこ市
組合（JA高知はた大方支所経済課）
《容量》旬の野菜3品目以上（2kg程
度）

［0724］ごはんの友、鯖ねぇと新米
こしひかり5kg白米

25,000円

新米こしひかりと、新鮮な鯖をベー
スにしたおかず味噌「ごはんの友、
鯖ねぇ」のセット。[限定50]《事業
者》佐賀北部活性化推進協議会《容
量》「ごはんの友、鯖ねぇ」100ｇ
×3個、新米こしひかり5kg白米仕立
て

［0597］2018年初鰹土佐佐賀港水揚
げ２．０kg１尾

25,000円

一本釣りの初ガツオを港市場から直
送します。鮮度保持のため下処理は
いたしません。確実に受け取れる日
時をお知らせください。《事業者》
カネイチ水産《容量》初鰹2.0kg前
後1尾

［0595］熊本城の復興を応援する缶
詰１６缶セット

25,000円

このお礼の品は、商品代の一部を「
熊本城復興支援金」として熊本市へ
寄附させていただきます。《事業者
》㈱黒潮町缶詰製作所《容量》カツ
オの和だし生姜×16缶(復興支援青
ラベルと赤ラベルを各8缶)

［0593］IRECHOKIYABOX〔ホワイト
〕

25,000円

木製収納ボックス。2ℓのペットボト
ルが12本収納可能。天然杉板を白色
塗装しています。軽くて運搬しやす
く、衣類やオモチャの収納に便利。
《事業者》ATOMHANDS《容量》5.8kg
、345×630×250㎜

［0580］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕XL

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※画像は
イメージです。（着用カラーはダー
クブルー）《事業者》㈲じぃんず工
房大方《容量》着丈77㎝、ウエスト
80㎝、ヒップ100㎝、裾幅69㎝

［0579］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕L

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※画像は
イメージです。（着用カラーはダー
クブルー）《事業者》㈲じぃんず工
房大方《容量》着丈77㎝、ウエスト
76㎝、ヒップ96㎝、裾幅67㎝

［0578］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕M

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※画像は
イメージです。（着用カラーはダー
クブルー）《事業者》㈲じぃんず工
房大方《容量》着丈77㎝、ウエスト
72㎝、ヒップ94㎝、裾幅65㎝

［0577］デニム・ロングスカート〔
ライトブルー〕S

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※画像は
イメージです。（着用カラーはダー
クブルー）《事業者》㈲じぃんず工
房大方《容量》着丈77㎝、ウエスト
68㎝、ヒップ90㎝、裾幅63㎝

［0576］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕XL

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※モデル
身長156㎝。着用サイズS。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》着丈
77㎝、ウエスト80㎝、ヒップ100㎝
、裾幅69㎝
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［0575］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕L

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※モデル
身長156㎝。着用サイズS。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》着丈
77㎝、ウエスト76㎝、ヒップ96㎝、
裾幅67㎝

［0546］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕Ｍ

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※モデル
身長156㎝。着用サイズS。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》着丈
77㎝、ウエスト72㎝、ヒップ94㎝、
裾幅65㎝

［0545］デニム・ロングスカート〔
ダークブルー〕S

25,000円

デニム生地のライトオンスなので、
軽くて着こなしも楽です。※モデル
身長156㎝。着用サイズS。《事業者
》㈲じぃんず工房大方《容量》着丈
77㎝、ウエスト68㎝、ヒップ90㎝、
裾幅63㎝

［0499］新鮮なカツオで豪快な藁焼
きタタキ体験

25,000円

新鮮なカツオ1本を使って、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。《事業
者》黒潮一番館タタキ体験隊《容量
》体験時間は[10：00～15：00]の間
で、お食事の時間を含み約2時間で
す。

［0441］isaデニムハーフパンツmen
'sLサイズ

25,000円

頑固なジーンズ職人が初めて作った
短パン。こだわりポイントは「生地
感」。あえてゴワゴワにしカジュア
ル感を演出。《事業者》㈲じぃんず
工房大方《容量》素材：綿１００％
、カラー：ネイビー濃紺、サイズ：
L〔３６インチ〕

［0440］isaデニムハーフパンツmen
'sMサイズ

25,000円

頑固なジーンズ職人が初めて作った
短パン。こだわりポイントは「生地
感」。あえてゴワゴワにしカジュア
ル感を演出。《事業者》㈲じぃんず
工房大方《容量》素材：綿１００％
、カラー：ネイビー濃紺、サイズ：
M〔３４インチ〕

［0439］isaデニムハーフパンツmen
'sSサイズ

25,000円

頑固なジーンズ職人が初めて作った
短パン。こだわりポイントは「生地
感」。あえてゴワゴワにしカジュア
ル感を演出。《事業者》㈲じぃんず
工房大方《容量》素材：綿１００％
、カラー：ネイビー濃紺、サイズ：
S〔３２インチ〕

［0422］いごてつのにがり18リット
ル

25,000円

海の水とお日様と潮風で手間ひまか
けて作り上げた「いごてつのにがり
」。ミネラルが豊富で多用途に利用
できます。《事業者》天日塩いごて
つ《容量》18リットル1個（バロン
ボックススクリーン入り）、重量約
20kg

［0402］IRECHOKIYABOX（ナチュラ
ル）

25,000円

木製収納ボックス。2ℓのﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙが
12本収納可能。OSB合板は断熱性、
防虫性に優れた材質。お子様のオモ
チャやキッチン周りの収納に便利で
す。《事業者》ATOMHANDS《容量》6
kg、345×630×250㎜

［0381］ホエールウォッチング

25,000円

土佐湾を泳ぐ「ﾆﾀﾘｸｼﾞﾗ」を見に行
こう！ｸｼﾞﾗとの出会い、ｲﾙｶの群れ
、圧巻のｼﾞｬﾝﾌﾟのﾄﾋﾞｳｵなど海の仲
間との一期一会をどうぞ。《事業者
》NPO砂浜美術館《容量》乗船券（
大人1名）、ｸｼﾞﾗﾌｨｷﾞｭｱ×1個

[0352]IRECHOKIYABOX（ブラック）

25,000円

木製収納ボックス。2ℓのﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙが
12本収納可能。OSB合板は断熱性、
防虫性に優れた材質。お子様のオモ
チャやキッチン周りの収納にどうぞ
。《事業者》ATOMHANDS《容量》5.8
kg、345×630×250㎜

[0351]IRECHOKIYABOX（OSB合板）

25,000円

木製収納ボックス。2ℓのﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙが
12本収納可能。OSB合板は断熱性、
防虫性に優れた材質。お子様のオモ
チャやキッチン周りの収納にどうぞ
。《事業者》ATOMHANDS《容量》6kg
、345×630×250㎜
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[0341]漁師におまかせの鮮魚セット
A

25,000円

土佐湾近海で獲れた新鮮な魚で旬の
美味しさを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。何が届くかは配送の季節と漁師
におまかせの商品です。《事業者》
カネイチ水産《容量》約3kg

［0615］吹きガラス体験ペア券

30,000円

飴色に輝くガラスと遊ぶ体験です。
《対象》小学生以上《予約》チケッ
トお受取り後、お電話ください〔08
80-43-4336〕《事業者》海辺のガラ
ス工房kiroroan《容量》一人当たり
グラス2個(約1時間)

［0550］黒潮薪（5箱【計0.2m3】コ
ース）

30,000円

広葉樹（シイ・カシ等）の薪です。
乾燥度合いのばらつきや、小さな虫
が入る場合があります。※発送は受
注月の翌月となります。《事業者》
黒潮薪本舗《容量》0.04m3(約15～1
8kg)×5箱、計0.2m3

［0509］特別栽培メダカ米(玄米)10
kg

30,000円

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。《
事業者》はーと・らいふ村工房ポレ
ポレ《容量》特別栽培メダカ米（玄
米）10ｋｇ米袋入り

［0508］特別栽培メダカ米(白米)約
10kg

30,000円

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。《事業
者》はーと・らいふ村工房ポレポレ
《容量》特別栽培メダカ米（白米）
米袋入り※玄米10ｋｇを精米してお
届けします。

［0434］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕ホワイト×レッド

30,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W510×D190×H330㎜、素材：綿10
0%

［0433］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕ホワイト×オリーブ

30,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W510×D190×H330㎜、素材：綿10
0%

［0432］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕ホワイト×ネイビー

30,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W510×D190×H330㎜、素材：綿10
0%

［0431］isaIB006帆布トートバッグ
〔大〕ホワイト×イエロー

30,000円

ｼﾝﾌﾟﾙなﾏﾁあり台形ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。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。ｼﾞｰﾝｽﾞ
工場ならではの丁寧な縫製です。《
事業者》㈲じぃんず工房大方《容量
》W510×D190×H330㎜、素材：綿10
0%

［0403］黒潮町産天然蜜蜜セット

30,000円

幡多地域の原野に咲く花から和蜂が
採蜜した自然蜜（百花蜜）と、自家
栽培のサトウキビから採蜜した琥珀
糖蜜をセットで。【限定10箱】《事
業者》千鳥ケ浜工房《容量》百花蜜
500ｇ×1瓶、琥珀糖蜜500ｇ×1瓶

[0355]びく～アウトドアでもインド
アでも～

30,000円

完全手づくりで見事な曲線が特徴の
逸品。花器やインテリアとしても美
しいデザインがお部屋に馴染みます
。《事業者》黒潮町竹製品組合《容
量》上部口径200㎜、高さ300㎜、底
辺180㎜×100㎜、重さ約330ｇ

［0703］旬の魚シリーズ手釣りキア
マダイ1.2kg前後

35,000円

白身で肉が柔らかいので下ごしらえ
では薄塩をするのがポイントで、特
に煮凝り（ゼラチン）が素晴らしい
魚です。丁寧な手釣り漁法で獲れた
新鮮なキアマダイをご賞味ください
。《事業者》カネイチ水産《容量》
1.2kg前後（2～3尾）
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［0661］IV001MensデニムベストM

35,000円

アウトでもインでも気軽に着こなせ
る逸品は、必須アイテムのひとつに
したい。フロントボタンはオリジナ
ルのホエールテールのマークです。
《事業者》㈲じぃんず工房大方《容
量》Mサイズ、着丈：63㎝、身幅：5
1㎝、肩幅：37㎝

［0660］IV001MensデニムベストL

35,000円

アウトでもインでも気軽に着こなせ
る逸品は、必須アイテムのひとつに
したい。フロントボタンはオリジナ
ルのホエールテールのマークです。
《事業者》㈲じぃんず工房大方《容
量》Lサイズ、着丈：66㎝、身幅：5
3㎝、肩幅：39㎝

［0533］黒潮グルメ缶四万十うなぎ
セット3種4缶

35,000円

四万十うなぎの缶詰3種のセット。
骨までやわらかく、ふっくらとした
仕上げました。【限定：30セット】
《事業者》㈱黒潮町缶詰製作所《容
量》うなぎ蒲焼き×1缶、うなぎひ
つまぶし×2缶、うなぎ贅沢アヒー
ジョ×1缶

［0524］四万十うなぎ缶詰と栗ぜん
ざいセット

35,000円

四万十うなぎの缶詰と栗ぜんざいの
缶詰をセットにしました。《事業者
》㈱黒潮町缶詰製作所《容量》四万
十うなぎ蒲焼き110g×2缶、四万十
うなぎひつまぶし110g×2缶、栗ぜ
んざい95ｇ×2缶

［0514］グルメ缶詰24缶セット

35,000円

黒潮町の豊かな食を活かしたグルメ
缶詰のセットです。《事業者》㈱黒
潮町缶詰製作所《容量》カツオの和
だし生姜煮×8缶、トマトで煮込ん
だカツオとキノコ×8缶、ブリトロ
大根×4缶、お魚のパテ×4缶

［0501］黒潮町で旬なお食事・宿泊
プラン(1名様1泊2食付)

35,000円

地元産の魚を使った旬な和食膳のプ
ランです。お部屋からは太平洋が一
望でき、海から昇る朝日を眺めるこ
とも。《事業者》ネスト・ウエスト
ガーデン土佐《容量》食事：旬な和
食膳、お部屋：デラックスツインor
海側和室

［0493］これまでもこれからも大切
に・・・お墓掃除のお手伝い

35,000円

心を込めてお墓掃除いたします。《
事業者》黒潮町シルバー人材センタ
ー《容量》墓地1区画の・除草・墓
石洗い・榊orしきみお供え・作業前
後の写真を郵送いたします、対象：
黒潮町内の墓地で場所が明確である
こと

[0340]土佐湾鮮魚のお造りセットB

35,000円

土佐湾近海で獲れた新鮮な魚でお造
り用を選りすぐり、まるごと新鮮な
状態でお届けします。色鮮やかな鮮
魚のお造りセットをお楽しみくださ
い。《事業者》カネイチ水産《容量
》お造り用鮮魚4～7種、重量：3～5
kg

［0613］吹きガラス体験＆とんぼ玉
づくり体験ペア券

40,000円

美しい空と海に囲まれてガラスづく
り！《対象》満10歳以上《予約》チ
ケットお受取り後、お電話ください
〔0880-43-4336〕《事業者》海辺の
ガラス工房kiroroan《容量》一人当
たりグラス2個＆とんぼ玉2個(約1時
間40分)

［0699］旬の魚シリーズ手釣りアカ
アマダイ1.2kg前後

50,000円

白身で肉が柔らかいので下ごしらえ
では薄塩をするのがポイントで、特
に煮凝りが素晴らしい魚です。丁寧
な手釣り漁法で獲れた新鮮なアカア
マダイをご賞味ください。《事業者
》カネイチ水産《容量》1.2kg前後
（2～3尾）

［0619］「ミナモ」シリーズセット

50,000円

海に潜って見上げた景色、そんな気
分の器たちです。《事業者》海辺の
ガラス工房kiroroan《容量》トレー
(径21㎝)×1枚、ロックグラス(径8
㎝×高8㎝)×2個、一輪挿し(高16㎝
)×1個

［0598］2018年初鰹土佐佐賀港水揚
げ３．０kg１尾

50,000円

一本釣りの初ガツオを港市場から直
送します。鮮度保持のため下処理は
いたしません。確実に受け取れる日
時をお知らせください。《事業者》
カネイチ水産《容量》初鰹3.0～4.0
g1尾※玄人料理人向き
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［0525］四万十うなぎ缶詰とグルメ
缶16缶セット

50,000円

自慢のグルメ缶詰と四万十うなぎの
缶詰のセットです。《事業者》㈱黒
潮町缶詰製作所《容量》うなぎ蒲焼
き×2缶、うなぎひつまぶし×2缶、
カツオの和だし生姜、トマトで煮込
んだカツオとキノコ、などグルメ缶
詰4種16缶

［0515］グルメ缶詰36缶セット

50,000円

黒潮町の豊かな食を活かしたグルメ
缶詰のセットです。《事業者》㈱黒
潮町缶詰製作所《容量》カツオの和
だし生姜×12缶、トマトで煮込んだ
カツオとキノコ×12缶、ブリトロ大
根×6缶、お魚のパテ×6缶

［0502］懐石料理or洋食ディナーコ
ース料理プラン（1名様1泊2食付）

50,000円

地元産の魚や自家栽培野菜・ハーブ
使用のお料理のプランです。《事業
者》ネスト・ウエストガーデン土佐
《容量》お食事：和食懐石or洋食デ
ィナー、お部屋：デラックスツイン
or海側和室、お土産：ハーブソルト
&ハーブティー

［0497］完全手づくり竹製の磯かご

50,000円

潮干狩りの必需品「磯かご」。熟練
技法の手作りは心で編む竹細工。時
代が移り変わっても作り手の暖かさ
が伝わってきます。《事業者》黒潮
町竹製品組合《容量》サイズ：高さ
23㎝×底辺〔25㎝×25㎝〕×口径φ
21㎝

［0488］（土日祝）グルメパック

50,000円

四国で唯一、宿泊と温泉施設を兼ね
備えたゴルフ場。旬を盛り込んだ自
慢の料理とともに。《事業者》㈱土
佐西南企画/土佐ユートピアカント
リークラブ《容量》ゴルフ1.0ラウ
ンド（セルフ）＋宿泊＋朝・昼・夕
食事付

［0487］（平日）グルメパック

50,000円

四国で唯一、宿泊と温泉施設を兼ね
備えたゴルフ場。旬を盛り込んだ自
慢の料理とともに。《事業者》㈱土
佐西南企画/土佐ユートピアカント
リークラブ《容量》ゴルフ1.0ラウ
ンド（セルフ）＋宿泊＋朝・昼・夕
食事付＋ボール

［0473］スツール

50,000円

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。使え
ば使うほどに飴色になって味わいが
出てきます。《事業者》はーと・ら
いふ村工房ポレポレ《容量》座面約
23×高さ約40㎝

[0339]土佐湾鮮魚のお造りセットA

50,000円

土佐湾近海で獲れた新鮮な魚でお造
り用を選りすぐり、まるごと新鮮な
状態でお届けします。色鮮やかな鮮
魚のお造りセットをお楽しみくださ
い。《事業者》カネイチ水産《容量
》お造り用鮮魚4～7種、重量：6～7
kg

［0549］黒潮薪（10箱【計0.4m3】
コース）

55,000円

広葉樹（シイ・カシ等）の薪です。
乾燥度合いのばらつきや、小さな虫
が入る場合があります。※発送は受
注月の翌月となります。《事業者》
黒潮薪本舗《容量》0.04m3(約15～1
8kg)×10箱、計0.4m3

［0704］旬の魚シリーズ手釣りキア
マダイ3.0kg前後

60,000円

白身で肉が柔らかいので下ごしらえ
では薄塩をするのがポイントで、特
に煮凝り（ゼラチン）が素晴らしい
魚です。丁寧な手釣り漁法で獲れた
新鮮なキアマダイをご賞味ください
。《事業者》カネイチ水産《容量》
3.0kg前後（4～6尾）

［0701］旬の魚シリーズ手釣りシロ
アマダイ1.2kg前後

60,000円

シロアマダイの白身は柔らかく、塩
焼きにしただけでもふっくらと焼き
あがり、豊潤な旨みは極めて美味。
皮に旨みがあるので焼き霜造りにし
ても絶品。《事業者》カネイチ水産
《容量》1.2kg前後（1～2尾）

［0478］ふくろう時計

60,000円

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。針は赤や黒などもあります。
《事業者》はーと・らいふ村工房ポ
レポレ《容量》約20×30×厚さ3㎝
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［0637］季節の美味しいおかずの頒
布会〔年4回発送〕

65,000円

年4回（2月、5月、8月、11月）の頒
布です。《事業者》㈲土佐佐賀産直
出荷組合《容量》2月：天然ぶりた
たき1.3㎏、5月：初鰹たたき1.2㎏
、8月：お魚フライ・唐揚げセット1
0種類2.0㎏、11月：お惣菜セット8
種類1.3㎏

［0474］土佐ひのきの子ども椅子

65,000円

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。
《事業者》はーと・らいふ村工房ポ
レポレ《容量》土佐ヒノキの子ども
椅子(座面27㎝×25㎝、高さ約46㎝)

［0700］旬の魚シリーズ手釣りアカ
アマダイ3.0kg前後

80,000円

白身で肉が柔らかいので下ごしらえ
では薄塩をするのがポイントで、特
に煮凝りが素晴らしい魚です。丁寧
な手釣り漁法で獲れた新鮮なアカア
マダイをご賞味ください。《事業者
》カネイチ水産《容量》3.0kg前後
（2～5尾）

［0599］2018年初鰹土佐佐賀港水揚
げ５．０kg１尾

80,000円

一本釣りの初ガツオを港市場から直
送します。鮮度保持のため下処理は
いたしません。確実に受け取れる日
時をお知らせください。《事業者》
カネイチ水産《容量》初鰹5.0～6.0
kg1尾※玄人料理人向き

［0475］自然枝のランプシェード

80,000円

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。《事業者》はー
と・らいふ村工房ポレポレ《容量》
高さ約50～60×幅約40～50㎝(自然
の枝なので一様ではありません)

［0401］カントリー調おままごとキ
ッチン

80,000円

人気のカントリー調おままごとキッ
チン。コンロ台下部が開き戸のみの
シンプルなバージョン。《事業者》
ATOMHANDS《容量》本体サイズ：H78
5×W605×D285㎜、コンロ台までの
高さ：約40㎝、本体重量：10ｋｇ

［0526］四万十うなぎ缶詰と栗ぜん
ざいセット2

85,000円

四万十うなぎの缶詰と栗ぜんざいの
缶詰をセットにしました。《事業者
》㈱黒潮町缶詰製作所《容量》うな
ぎ蒲焼き×5缶、うなぎひつまぶし
×5缶、栗ぜんざい×6缶

［0517］備蓄缶詰とグルメ缶詰セッ
ト

85,000円

災害時など、もしものときのカロリ
ーや栄養などのバランスを考えた災
害備蓄缶詰と、グルメ缶詰のセット
です。《事業者》㈱黒潮町缶詰製作
所《容量》備蓄缶詰6種48缶、グル
メ缶詰4種24缶、計72缶

［0503］黒潮町の恵み懐石プラン2
名様1泊2食付

85,000円

黒潮町産の調味料(砂糖・塩・酢・
醤油・味噌)を使った懐石料理です
。2名様でのご利用になります。《
事業者》ネスト・ウエストガーデン
土佐《容量》お食事：黒潮町の恵み
懐石、お部屋：デラックスツインor
海側和室

［0498］完全手づくりの竹製バスケ
ット

85,000円

軽くて丈夫で長持ちし、使うほどに
飴色に変化する、使う人の優しさを
大切にする竹製バスケット。ピクニ
ック等に最適です。《事業者》黒潮
町竹製品組合《容量》縦25㎝×横30
㎝×高さ20㎝、自量：約760g

［0476］おもちゃ箱

95,000円

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。《
事業者》はーと・らいふ村工房ポレ
ポレ《容量》幅20×長さ40×高さ24
㎝

［0702］旬の魚シリーズ手釣りシロ
アマダイ3.0kg前後

100,000円

シロアマダイの白身は柔らかく、塩
焼きにしただけでもふっくらと焼き
あがり、豊潤な旨みは極めて美味。
皮に旨みがあるので焼き霜造りにし
ても絶品。《事業者》カネイチ水産
《容量》3.0kg前後（2～4尾）
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［0655］土佐寒蘭（豊雪)

100,000円

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。水苔
にて根回りを梱包のうえお届け。《
事業者》嶋津寒蘭倶楽部《容量》葉
長：約70㎝、芽数：5株、状態：成
木

［0620］「水の環」シリーズセット

100,000円

砂浜と海をイメージした作品。《事
業者》海辺のガラス工房kiroroan《
容量》ボウルM(径18㎝×高8㎝)×1
、ボウルS(径13㎝×高6㎝)×2、ピ
ルスナー(径7㎝×高13.5㎝)×2、ロ
ックグラス(径8㎝×高8㎝)×2、ペ
ーパーウェイト一輪挿し(径9㎝)×1

［0547］黒潮薪(20箱【計0.8m3】コ
ース)

110,000円

広葉樹（シイ・カシ等）の薪です。
乾燥度合いのばらつきや、小さな虫
が入る場合があります。※発送は受
注月の翌月となります。《事業者》
黒潮薪本舗《容量》0.04m3(約15～1
8kg)×20箱、計0.8m3

［0400］カントリー調おままごとキ
ッチン(オーブン付き)

120,000円

カントリー調おままごとキッチンに
オーブンが付いた、おままごと遊び
の多様性を極めたバージョンです。
《事業者》ATOMHANDS《容量》本体
サイズ：H785×W605×D300㎜、コン
ロ台までの高さ：約40㎝、重量：12
kg

［0382］ホエールウォッチング（貸
し切り）

170,000円

土佐湾を泳ぐ「ﾆﾀﾘｸｼﾞﾗ」を見に行
こう！海の魅力をわかりやすく伝え
るｶﾞｲﾄﾞも乗船します。海の仲間と
の一期一会を。《事業者》NPO砂浜
美術館《容量》乗船券（大人8名）
、ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ×1名

［0548］黒潮薪(40箱【計1.6m3】コ
ース)(2ヶ月連続頒布)

200,000円

広葉樹（シイ・カシ等）の薪です。
乾燥度合いのばらつきや、小さな虫
が入る場合があります。※受注月の
翌月と翌々月に、20箱ずつ発送。《
事業者》黒潮薪本舗《容量》0.04m3
(約15～18kg)×20箱を2回発送、計1
.6m3
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