
※写真はイメージです。
内容量については変化する場合があります。





土佐あかうし赤身肉
ロース・もも・バラ すき焼用

きじ重 きじコロッケ

幻の和牛『赤うし』脂身は少なく、や
わらかくて、噛むほどに口の中に、独
特な肉の旨味が広がります。
■内容量：ロース・もも・バラ すき焼用
400g
※冷蔵発送
※冷蔵（消費期限3日）のお肉です。到
着日を希望される方は日時指定をお願
いします。

鶏肉に比べ、低ｶﾛﾘｰ・低脂質
高たんぱくなきじ肉。歯ごたえと
さっぱりとした味が特徴です。
■内容量：きじ肉スライス：120ｇ×2枚
きじ肉つみれ20ｇ（8個）、きじだしスー
プ400ml×2 、特性塩だれ40ｇ×2
※冷凍発送 ※消費期限：製造日から１
８０日

手箱“喜事”しお鍋セット

きじ出汁スープを混ぜ込んだ蒲
焼きだれが美味しい!きじ肉の
あっさりとした中に深みのある味
をお楽しみください。
■内容量：ｽﾗｲｽ肉（60ｇ×2枚）×3袋、
特製醤油だれ80ｇ×2個
※冷凍発送

ヘルシーながら、旨みたっぷりの
きじ肉をぜひ味わってみてくださ
い。
■内容量：きじコロッケ(80ｇ)×10個
※冷凍発送
※冷凍のまま揚げてください。
※消費期限：製造日から１８０日

刈谷農園 生姜 1kg

山はだを目の前にした自然豊かない
の町で、約50年、三代にわたり根菜
専門の農園を営んでいる刈谷農園。
本当にからだに良いものを手に取っ
てほしい、いつも安心・安全で、笑顔
でありたい。そんな気持ちで育てた
生姜をぜひご賞味ください
■内容量： 生姜1ｋｇ ※常温発送

岡林こんにゃくセット

5年連続水質日本一（国土交通省発
表）の仁淀川の水を使用したこん
にゃくのセットです。くさみがほとんど
無く、すっきりとした味わいに仕上げ
ています。
■内容量：高知の生芋（生芋100％丸こ
んにゃく婆味）×4個、鉄板焼きこんにゃく
(銀角×2袋・タレ2個、七味2個）×2袋、
引地橋こんにゃく×4個 消費期限製造
費から１２０日



土佐ジローたまご
1箱36個入り

土佐ジローたまご
1箱25個入り

放し飼いで育てた元気いっぱいの鶏
が産む有精卵は、濃厚な味わいが
特徴です。
■内容量：１箱25個
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：到着後は冷蔵保存で２週
間程度

土佐ジローたまご1箱6個入り＆
リサ・トマトケチャップ１瓶セット

放し飼いで育てた元気いっぱいの鶏
が産む有精卵は、濃厚な味わいが
特徴です。
■内容量：１箱36個
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：到着後は冷蔵保存で２週
間程度

放し飼いで育てた元気いっぱいの鶏
が産む有精卵は、濃厚な味わいが
特徴です。糖度の高いレッドトマトを
ベースとした爽やかなケチャップ。
■内容量：１箱６個
トマトケチャップ１瓶250ｇ
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：卵 到着後冷蔵保存で２週
間程度

土佐ジローたまご
1箱25個入＆鰹節１袋セット

放し飼いで育てた元気いっぱいの鶏
が産む有精卵は、濃厚な味わいが
特徴です。風味と香ばしさが感じら
れる鰹節のセット。
■内容量：１箱25個 鰹節１袋５０g
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：卵 到着後冷蔵保存で２週
間程度

放し飼いで育てた元気いっぱいの鶏
が産む有精卵は、濃厚な味わいが
特徴です。風味と香ばしさが感じら
れる鰹節のセット。
■内容量：１箱３６個 鰹節１袋５０g
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：卵 到着後冷蔵保存で２週
間程度

土佐ジローたまご
1箱36個入＆鰹節１袋セット

土佐ジローたまご1箱12個入り＆
リサ・トマトケチャップ１瓶セット

土佐ジローたまごとの相性が良い、
鶏肉と焼きガラスープのうまみが卵
かけご飯専用の甘辛みそとして誕生。
■内容量：１箱22個 卵かけご飯専用
みそ８０g×1袋
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：卵 到着後冷蔵保存で２週
間程度 卵かけ専用みそ製造日より６ヵ月

放し飼いで育てた元気いっぱいの鶏
が産む有精卵は、濃厚な味わいが
特徴です。糖度の高いレッドトマトを
ベースとした爽やかなケチャップ。
■内容量：１箱12個
トマトケチャップ１瓶250ｇ
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：卵 到着後冷蔵保存で２週
間程度

土佐ジローたまご1箱22個入り＆
卵かけご飯専用みそのセット

土佐ジローたまご６個入り×５パック
＆卵かけご飯専用みそのセット

土佐ジローたまごとの相性が良い、
鶏肉と焼きガラスープのうまみが卵
かけご飯専用の甘辛みそとして誕生。
■内容量： ６個入り×５パック 卵かけご
飯専用みそ120g×１瓶
※常温発送 夏場は冷蔵発送
※消費期限：卵 到着後冷蔵保存で２週
間程度 卵かけ専用みそ製造日より６ヵ月



酒と魚の晩酌セット

高知酒造の酒粕で漬けた季節
の魚、酒蔵いち押しの酒とのセッ
トです。
■内容量：お酒 300ml×2種類、酒粕
漬け5～6切れ
※冷蔵発送

鮎の風干し＆塩麹漬けセット

「にっぽんの宝物JAPANグランプリ
2018」にて塩麴漬けが部門別グラン
プリを受賞。仁淀川が育て天然鮎、
風干しと自家製塩麴漬のセット、ぜ
ひご賞味ください。
■内容量：鮎5～10匹
※冷凍（真空パック） 発送

吉野川源流の綺麗な空気と新鮮
な天然水で育ったうま味豊かなあ
めごです。
■内容量：あめごの甘煮×4、あめごの
から揚げ×4、あめご塩焼き×3、あめご
の燻製× 2
※冷蔵発送

あめごセット 旬の厳選 漬魚詰合せセット

いの町産の麹や酒粕を使い漬け
込んだ魚のｾｯﾄです。旬の新鮮
な魚を使っているので絶品です。
■内容量：西京漬け、幽庵漬け、塩麹
漬け、酒粕漬け：合計8～10切れ
※魚は季節によって変わります
※冷蔵発送

来春来福干支セット

清流仁淀川の水を使用した純米
酒と大国主の安鯛お守り＆造形
作家さんによる手作り紙ねんどの
干支人形のセットです。
■内容量：福大国純米酒720ml、福大
国純米原酒720ml、干支人形、椙本
神社の安鯛お守り 各1

福大国組み合わせセット

～いのには神が鎮座する紙がある～
オリジナル純米酒と純米原酒、椙本
神社のお守り、大国屋亭主が漉いた
土佐和紙がセットです。
■内容量：大国屋酒店オリジナル純米
酒と純米原酒各180ml×2本、【椙本神
社】 お守り2種類、亭主が漉いたオリジ
ナル土佐和紙×2枚

土佐酒アドバイザー中岡セレクト
特別純米酒セット

仁淀川流域3蔵の特別純米酒のセッ
トです。土佐酒は、高知の自然の恵
みと清流仁淀川の水と米を繊細か
つ大胆に匠の技を用い、淡麗辛口
にてキレ味よく、食材の味をよく引き
出します。
■内容量：高知酒造 瀧嵐 特別純米 、
亀泉酒造 亀泉 特別純米 、酔鯨酒造
酔鯨 特別純米 各720ml×1

土佐酒アドバイザー中岡セレクト
純米吟醸酒セット

仁淀川流域3蔵の純米吟醸のセット
です。自然の恵みに匠の技を加え、
発酵をより低温で行うことにより吟醸
香の薫りという究極を追求し、より高
みを目指した日本酒ができました。
■内容量：高知酒造 瀧嵐 純米吟醸 、
亀泉酒造 亀泉 純米吟醸 吟麓 、酔鯨
酒造 酔鯨 純米吟醸 吟麗 各720m×1



大国セット2

ｵﾘｼﾞﾅﾙのお酒を中心に、いの町大
国さま(椙本神社)のｸﾞｯｽﾞ、いの町名
産の生姜製品が一緒になった、福が
たくさん詰まったいの町ｾｯﾄです。
■内容量：お酒１升瓶 ×2本、椙本神社
枡×1、しゃもじ×1、手ぬぐい×1、しょう
が粉×1

高知麻紙

土佐和紙の町で生み出された日本
画用紙。岩絵の具との相性は抜群。
強靭な材質は重ね塗りに適していま
す。日本画制作に携わる方に一度
は手にしていただきたい逸品です。
■内容量：厚口ドウサ引き 3×6判
(97×188ｃｍ)×1枚

表紙には西陣織を使用、中身は
いの町の土佐和紙を使用した御
朱印帳は、和綴じと言われる製法
で1冊ずつ手作業で製本したもの。
■内容量： B5サイズ（高さ26ｃｍ幅19ｃ
ｍ厚み2ｃｍ） 本身120ページ×１冊
※後半30ページは、空白のページです

納経帳（御朱印帳 赤）

納経帳（御朱印帳 紺）

表紙には西陣織を使用、中身は
いの町の土佐和紙を使用した御
朱印帳は、和綴じと言われる製法
で1冊ずつ手作業で製本したもの。
■内容量： B5サイズ（高さ26ｃｍ幅19ｃ
ｍ厚み2ｃｍ） 本身120ページ×１冊
※後半30ページは、空白のページです

土佐まき紙と硯セット

独自の技術でみみ付き和紙を
ロール状にした「土佐まき和紙」と、
高知県三原村で生まれた土佐硯
のセットです。
■内容量：土佐まき和紙 11ｃｍ×500
ｃｍ×1、三原村土佐硯（直径9ｃｍ丸
形）×1

和紙御朱印帳と硯セット
（DRUMA/YUZU /UMI）

高知の名物や特産物をイメージした
デザインの御朱印帳と、高知県三原
村で生まれた土佐硯のセットです。
■内容量：三原村土佐硯×1 (9×13cｍ)、
御朱印帳×1(122ページ)
※下記3種から1冊選択してください

・DRUMA：赤 だるま夕日
・YUZU：黄 ゆず
・UMI：青 海

「活版カレンダ」和紙の風合いと、活
版印刷技術が見事にマッチし、1枚
で12か月をながめることができるカレ
ンダーです。やわらかい土佐和紙の
ちり紙はお肌にも優しい使いごこち。
■内容量：土佐和紙ちりかみ大
210×148×20㎜ （※100枚）、カレンダー
×1(37㎜×37㎜×140㎜) 

土佐和紙ちりかみ(大)
＆ カレンダセット

大国セット1

ｵﾘｼﾞﾅﾙのお酒を中心に、いの町大
国さま(椙本神社)のｸﾞｯｽﾞ、いの町名
産の生姜製品が一緒になった、福が
たくさん詰まったいの町ｾｯﾄです。
■内容量：お酒750ml×2、椙本神社お
みくじお守り×1、しょうが粉×1



土佐和紙ちりかみセット

やわらかい和紙のちり紙はお肌にも
優しく、鼻を拭く時や化粧落とし、あ
ぶらとり紙などにもお使いいただけま
す。
■内容量：土佐和紙ちりかみ大
210×148×20㎜（※100枚）
土佐和紙ちりかみ小 100×100×5㎜
×2個（※35枚）

土佐和紙ちりかみ（小）
＆ カレンダセット

「活版カレンダ」和紙の風合いと、活
版印刷技術が見事にマッチし、1枚
で12か月をながめることができるカレ
ンダーです。やわらかい土佐和紙の
ちり紙はお肌にも優しい使いごこち。
■内容量：土佐和紙ちりかみ小
100×100×5㎜×2個（※35枚）、カレン
ダー×1(37㎜×37㎜×140㎜) 

クリーンズファミリー
簡易トイレセット

災害・断水もしもの時の安心トイレ。
一家に一箱の常備品。非常時には
工具不要で組立て、すぐに簡易トイ
レとして使用できます。
■内容量：ソフトタイプシングル使用200
ｍ巻×12個、ポリ袋30枚、凝固剤30個

災害時・非常時に素早く簡易トイレ
として使用できるよう、簡易トイレに
必要なものを一箱にすべて同梱し
ました。
■内容量：簡易トレイ1個、200ｍ巻トイ
レットペーパー(真空パック1ロール)×4、
凝固剤100個、汚物処理袋100枚、汚物
保管袋10枚、結束バンド10本

クリーンズファミリー
簡易トイレ付トイレセット100回

トイレセット100回

非常時・災害時に一番深刻な問
題となるのはトイレです。既存のト
イレにセットして使用いただけます。
トイレ処理セット100回分に必要な
トイレットペーパーを同梱。
■内容量200ｍ巻トイレットペーパー
(真空パック1ロール)×2、凝固剤100個、
汚物処理袋100枚、汚物保管袋10枚

10年間保証 備蓄用
トイレットペーパー

通常の長さの4倍、芯ありでつぶ
れにくい、真空パックで衛生的、
備蓄計画が立てやすいトイレット
ぺーパーです。
■内容量：アルミ蒸着真空包装200ｍ
巻、
トイレットペーパー4ロール×3

大人用 紙おむつセット

介護をする方、される方の意見に耳
を傾け、弱酸性素材使用で肌にやさ
しく臭いを防止、安心してお使いい
ただけるよう、おへそまでかくれてしっ
かりはけるパンツタイプになっていま
す。
■内容量：Mサイズ(waist or hip)55-
90cm×20枚×4パック

はちはちﾄｰﾄセット

四国八十八ヵ所霊場開創千二百年
祭のﾄｰﾄﾊﾞｯｸを中心に、いの町特
産の和紙や土付き生姜などを加え
たセットにです。
■内容量：ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ2種類（約21×約
29.5）、耳付き和紙2種類、巻き土佐和紙
×1、筆ﾍﾟﾝ×1、生姜×1



ふんわり優しいトイレットペーパーと
バラの香りフェイシャルティッシュの
セット
■内容量：黒バラの香りトイレットペー
パー 12ロール（2枚重ね30ｍ）×2個
※香り、プリント入り
エルビラ バラ ティッシュボックス8個
（400枚200組）※プリント入り

四国特紙 バラセット

白檀の香りと和墨の香りの高級トイ
レットペーパーのセット
■内容量：白檀の香りトイレットペーパー
18ロール（2枚重ね30ｍ）※香り、プリント
入り
和墨の香りトイレットペーパー 18ロール
（2枚重ね30ｍ）※香り、プリント入り

四国特紙 プレミアムセット

高級ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
ダブル 8ロール

手漉き和紙の技術を応用して作った
高級ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰです。ﾊﾞﾗの透
かし入りで今までにない肌触りの質
感です。
■内容量：ﾊﾞﾗの透かし入り、無臭、ダブ
ル１巻30m×8ロール（ピンク4ロール、グ
リーン4ロール）

高級ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
ダブル 20ロール

手漉き和紙の技術を応用して作った
高級ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰです。ﾊﾞﾗの透
かし入りで今までにない肌触りの質
感です。
■内容量：ﾊﾞﾗの透かし入り、無臭、ダブ
ル１巻30m×20ロール（ピンク10ロール、グ
リーン10ロール）

高級ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
ダブル 40ロール

手漉き和紙の技術を応用して作った
高級ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰです。ﾊﾞﾗの透
かし入りで今までにない肌触りの質
感です。
■内容量：ﾊﾞﾗの透かし入り、無臭、ダブ
ル１巻30m×40ロール（ピンク20ロール、グ
リーン20ロール）

いの大国さま来福祈願
御祝いの贈物

初めての誕生日のお祝いフルセット。
健やかな成長と御多幸を祈願して、
紙・神と水のまち「高知県いの町」の
特選をお届けします。
■内容量：紅白一升もち、紙製背負い
袋×1、紙の草履×1、和紙色紙×1、手
形用スタンプ台×1、子どもお守り×1、
絵馬×1、特製木箱×1

四国特紙
藤の香りプレミアムセット

「藤の香り」を中心にした高級トイレッ
トペーパーのセットです。
■内容量：藤の香り トイレットロール
4ロール（2枚重ね30ｍ）×5パック ※香り、
プリント入り 白檀の香り トイレットペー
パー12ロール（2枚重ね30ｍ）×1パック
※香り、プリント入り 和墨の香り トイレッ
トペーパー1ロール（2枚重ね30ｍ）×3個
※香り、プリント入り

※お申込みはお祝いの３週間前までに
お願いします。

四国特紙 白檀セット

白檀の高貴な香りのトイレットペー
パーとバラのプリントティッシュペー
パーのセット
■内容量：白檀の香りトイレットペーパー
12ロール（2枚重ね30ｍ）×2個 ※香り、
プリント入り
エルビラ バラ ティッシュボックス8個
（400枚200組）※プリント入り



生姜の國のﾁｮｺﾚｰﾄ

いの町産の生姜とｸｰﾍﾞﾙﾁｭｰﾙ規
格の高級ﾁｮｺとのｺﾗﾎﾞ商品。包装
には土佐和紙典具帳紙を使用、高
級感満載のﾁｮｺﾚｰﾄ製品です。
■内容量：板ﾁｮｺ 1枚、
缶入りﾁｮｺ(12個程度)2缶、
ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾄﾘｭﾌ 4個

日本一美しい川、仁淀川の恵み「清
酒・仁淀川」をｶﾞﾅｯｼｭ仕様のﾄﾘｭﾌ
にしました。ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾄﾘｭﾌと一緒に
お楽しみください。ビターミルクもｸｰ
ﾍﾞﾙﾁｭｰﾙ規格のﾁｮｺﾚｰﾄです。
■内容量：仁淀川ﾄﾘｭﾌ 4粒、ｼﾞﾝｼﾞｬｰ
ﾄﾘｭﾌ 4粒、ｼﾞﾝｼﾞｬｰｼｮｺﾗ(ﾋﾞﾀｰ･ﾐﾙｸ)
各37ｇ

生姜の國のﾁｮｺﾚｰﾄ
仁淀川ﾄﾘｭﾌｾｯﾄ

生姜セット
(ジンジャーシロップり）

いの町産の生姜と生姜の加工品の
ｾｯﾄです。刈谷農園の生姜は、香り、
風味ともに自慢の一品です。それぞ
れの味をお楽しみください。
■内容量：しょうがのど飴10個、しょうがお
こし36g、くず湯3枚、金華糖70g、ジン
ジャーシロップ150ml、しょうが粉15g、有
機しょうが300g

ひなたふぁーむ
オリジナルセット

黒にんにくとジンジャーシロップ、ジ
ンジャーソースと超低農薬で育てた
季節の野菜のオリジナル詰め合わせ
セットです。
■内容量：黒にんにく(450グラム) ジン
ジャーシロップ200ｍｌ ジンジャーソース
200ｍｌ 季節の野菜

ゆずドリンクセット

高知特産のゆず果汁と、北海道の
甜菜糖のみをブレンドし作ったゆずド
リンク。切れのよい甘さで、さっぱりと
したドリンクに仕上げています。
保存料、香料などの合成品や添加
物を使用していないので、お子様に
も安心してお飲みいただけます。
■内容量：ゆずドリンク200ｍｌ×6本

高知アイスの無添加ゆずドリンク
「希釈用」1L×1本

保存料、香料などの合成品や添加
物を一切使用せず、高知県産のウイ
ズ果汁と北海道のてん菜で作りまし
た。無添加なのでお子様にも安心し
てお飲みいただけます。
■内容量：1000ｍｌ×1
※6倍希釈です。お好みの濃さに調整し
てお楽しみください。消費期限：製造から
１２０日

高知アイスの無添加ゆずドリンク
「希釈用」1L×2本

保存料、香料などの合成品や添加
物を一切使用せず、高知県産のウイ
ズ果汁と北海道のてん菜で作りまし
た。無添加なのでお子様にも安心し
てお飲みいただけます。
■内容量：1000ｍｌ×2
※6倍希釈です。お好みの濃さに調整し
てお楽しみください。消費期限：製造から
１２０日

高知アイスの無添加ゆずドリンク
「希釈用」1L×6本

保存料、香料などの合成品や添加
物を一切使用せず、高知県産のウイ
ズ果汁と北海道のてん菜で作りまし
た。無添加なのでお子様にも安心し
てお飲みいただけます。
■内容量：1000ｍｌ×6
※6倍希釈です。お好みの濃さに調整し
てお楽しみください。消費期限：製造から
１２０日



高知の自然の中、さんさんと照る太
陽のもと育ったゆず、ぽんかん、清ら
かな水で育まれた煎茶など、素材に
こだわり作られたアイスクリームです。
■内容量：8種類のフレーバー×2個 合
計16個 【・アイスクリン、・ミレービスケッ
トアイス、・いのいちごアイス 、・池川せ
ん茶アイス、・天日塩ジェラート、・土佐
ジローバニラ、・ゆずシャーベット 、・山
北シャーベット】

高知アイス16個セット 高知アイス4個セット

高知県の代表的なお菓子ミレービス
ケットや乳酸菌飲料リープルとコラボ
し作ったアイス、特産品の柚子
シャーベットなど高知県を味わうアイ
スのセットです。
■内容量：4種類のフレーバー×1個 合
計4個 【・アイスクリン、・ミレービスケッ
ト、・アイス、・リープルアイス、・ゆず
シャーベット】

利休 けずり芋ギフトセット
（土佐和紙手帳付き）

2017年に、高知家うまいもの大賞を
受賞した「けずり芋荒けずり」と
チップスタイプの「芋の花」に、土佐
和紙手帳が付いたセットになります。
■内容量：けずり芋荒けずり６袋（各30g 
（てんさい糖、しお、生姜）×2袋）
芋の花（50ｇ）3個入り 土佐和紙手帳
1冊（サイズ14.1㎝×10.1㎝）消費期限：
製造日より6ヵ月

高知アイス
もなかアイス12個セット

いい素材を探し続け安心で美味しい
ものをお届けしたい。美味しいを走っ
て探すCOMPANY高知アイスのアイ
スギフトです。
■内容量：6種類のフレーバー×2個
合計１２個 【アイスクリンもなか・土佐ジ
ローバニラもなか・天日塩もなか・吉本牛
乳もなか・ドトールコーヒーもなか・本気で
すっぱいゆずもなか】

高知アイス おすすめ
シャーベット１２個セット

いわずと知れた高知アイス「アイスク
リン」を筆頭に口当たりさっぱりな
シャーベット系のアイスを詰め込みま
した。
■内容量：高知アイス夏のおすすめアイ
ス１２個セット（６種×２個）【アイスクリン・
ゆずシャーベット・ぽんかんシャーベット・
文旦シャーベット・匠利休抹茶シャーベッ
ト・天日塩シャーベット】（各２個 合計１２
個）

高知アイス
おすすめドリンク１２本セット

ゆずは、高知県産ゆず果汁。とまと
ぶんたんは、高知県産トマト果汁と
土佐文旦果汁。みかぽんは、高知
県産うんしゅうみかん果汁とぽんかん
果汁です。
■内容量：【ゆずドリンク・とまとぶんたん
ドリンク・みかぽんドリンク】 各４本 合計
１２本 （１本あたり200ml）消費期限：製造
から１２０日

高知アイス 無添加ゆずドリンク
「希釈用」200ml ２本セット

全国でも有数のゆずの産地・高知県。
その中でも香りが最もゆずドリンクに
適した仁淀川流域産のものを厳選し、
自然な甘みのてんさい糖を加えて
作った希釈タイプのゆずドリンクです。
■内容量：希釈用200ml×2本
※お湯を入れれば、ゆずホットに。焼酎
や炭酸で割っても、おいしくいただけます。
消費期限：製造より１２０日

利休 生芋けんぴと
チャイのコラボセット

高知県うまいもの大賞受賞の「けずり
芋」で知られた利休さんの新商品、
生けんぴをベースとしたティータイム
におすすめ。いの町枝川の水田さん
の生姜チャイをセットにしました。
■内容量：生けんぴ（45ｇ）×３袋 芋の
花（50ｇ）×3袋 高知生姜チャイ（９.5ｇ
×5パック）消費期限：製造日より6ヵ月



木製マグネット6種セット

いの町では、「いの町温室効果ガス
吸収間伐推進プロジェクト」により、
町有林の間伐を進めています。間伐
材を加工して、かわいいヒノキのマグ
ネットを作りました。
■内容量：うさぎ・しか・りす・木・きのこ・
木の実 各１個(合計６個) ■サイズ：直
径 ４.５ｃｍ、厚さ ５ｍｍ

いの町では、「いの町温室効果ガス
吸収間伐推進プロジェクト」により、
町有林の間伐を進めています。間伐
材を加工して、かわいいヒノキのコー
スターを作りました。
■内容量：源太さん①・源太さん②・源
太さん③ 各１枚(合計３枚)■サイズ：直
径 １１ｃｍ、厚さ ５ｍｍ

木製コースター
<源太さん>3種セット

源太さんコースター
＆<動物>マグネットセット

いの町では、「いの町温室効果ガス
吸収間伐推進プロジェクト」により、
町有林の間伐を進めています。
間伐材を加工して、かわいいヒノキ
のコースター・マグネットセットを作り
ました。

【コースター】 ■内容：源太さん①・源
太さん②・源太さん③ 各１枚(合計３
枚) ・サイズ：直径 １１ｃｍ、厚さ ５ｍｍ
【マグネット】 ■内容： うさぎ・しか・りす
各１個(合計３個)
・サイズ： 直径 ４.５ｃｍ、厚さ5ｍｍ

源太さんコースター
＆<植物>マグネットセット

いの町では、「いの町温室効果ガス
吸収間伐推進プロジェクト」により、
町有林の間伐を進めています。
間伐材を加工して、かわいいヒノキ
のコースター・マグネットセットを作り
ました。

【コースター】 ■内容：源太さん①・源
太さん②・源太さん③ 各１枚(合計３
枚) ・サイズ：直径 １１ｃｍ、厚さ ５ｍｍ
【マグネット】 ■内容： 木・きのこ・木の
実 各１個(合計３個)
・サイズ： 直径 ４.５ｃｍ、厚さ5ｍｍ

古くから土佐和紙が
盛んに作られている紙の町・いの町。
土佐和紙の発展に貢献した
「土佐紙業界の恩人」
吉井 源太氏をモチーフにした
いの町紙の博物館公認
キャラクターです。

「源太さん」ご紹介…

いの町では、「いの町温室効果ガス
吸収間伐推進プロジェクト」により、町
有林の間伐を進めています。間伐材
を加工して、かわいいヒノキのコース
ターを作りました。
■内容量：うさぎ・しか・りす 各１枚(合計

３枚)■サイズ：直径 １１ｃｍ、厚さ ５ｍｍ

木製コースター
<動物>3種セット



猫砂楽園
植物だから

しっかり固まる・燃やせる、トイレに流
せる猫砂！！
■内容量：7L×6袋
※１有機酸塩が猫の尿特有のニオイ成
分を消臭。クエン酸と植物抽出成分配
合で糞尿臭を中和消臭。さわやかな草
原の香りでマスキング消臭。
※ ２ , ３ 種 類 の 抗 菌 成 分 配 合 。
アース・ペット（株）（製造協力企業）

包丁・舟行165mm
土佐和紙貼箱入り

一般的な刃渡り165㎜で、「肉も魚も
野菜も一本の包丁で」という方にお
すすめの家庭包丁です。いの町で
漉かれた土佐和紙を貼った紙箱に
入れてお届けします。
■内容量：包丁×1(舟行165mm)
土佐和紙貼箱入り×1

高知クラフトコーラsawachina

(数量に限りがあります)
世界中のスパイスに、高知県産の8
つの素材を加えた完全無添加のク
ラフトコーラの素です。高知の美味し
さが1本に詰まった新しい味わいをど
うぞお楽しみくださいませ。
■内容量 ： 720ml 1本

または 200ml 2本

イメージ画

山茶セット

自然の茶木を自然農法により大切に
育て釜炒り茶として仕上げることで熟
成度の増した味、香りともに深くまろ
やかな山茶(有機茶）をご賞味くださ
い。
■内容量：りぐり山茶 宙 50g、りぐり薮北
荒ほうじ 50g、りぐり山茶 風蘭香 30g,
一服全種セット(3g×8種類)賞味期限：お
茶 製造日から２年（生姜入り茶1年 りぐ
り薮北 荒ほうじ３年）

柳野セット

高級量販店でもめったに流通しない
肉厚で香り豊かな高級乾燥椎茸な
どがセットになった、いの町柳野地区
の商品を集めたセットです。
■内容量りぐり山茶（有機茶） 宙50g、り
ぐり山茶（有機茶）と生姜の金華糖 箱入
り ×30個、ごりやくさまの手拭い 山鳩
色、干ししいたけ40g、水車びきそば粉
180g 賞味期限：お茶 製造日から２年
（生姜の金華糖１年）

りぐり山茶

自然の茶木を自然農法により大切に
育て釜炒り茶として仕上げることで熟
成度の増した味、香りともに深くまろ
やかな山茶(有機茶）を是非ご賞味く
ださい。
■内容量：野生茶三種のみくらべセット
（一服用 龍・蜜蘭香・長春花 各3ｇ）、
りぐり山茶 ティーバッグ 1包×2袋 賞
味期限：製造日から２年



高知県いの町に来たことはありますか？
次の旅行は是非高知県いの町に遊びに来てください観光・宿泊

※チケット紛失された際の再発行はいたしかねます

ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ作り体験ﾁｹｯット 【グリーン・パークほどの】

グリーンパークほどの
〒７８１－２５１１
吾川郡いの町清水上分９７３番地８

電話 ０８８－８６７－３７０５
いの町のグリーン・パークほどのは、仁淀ブ
ルーの聖地「にこ淵」に最も近い宿泊施設
です。山の緑と渓流に囲まれ、森や4つの
滝、小川に広場などそれぞれ違った魅力
を満喫できるスポットです。 「パークゴルフ
コース」、 「バンガロー」や「オートキャンプ
場」の宿泊施設、渓流では「キャッチ＆リ
リース」の区間があり、「アメゴ」や「ニジマ
ス」などの清流ならではの魚がいるので、
初心者の方も「渓流釣り」を楽しんでいただ
けます。

参考：http://www.gp-hodono.jp/experience/

自然豊かなグリーンパークほどので炭
火を使ったバウムクーヘンの手作りを
ぜひ体験しませんか？
土佐ジローの卵を使った焼きたての味
をぜひ現地で堪能してみてください。
4～5人前になるので複数人で参加す
るのがおすすめです。
※ﾁｹｯﾄに有効期限はありません
■内容：バウムクーヘン手作り体験 2本分
(4名～5名分)
※チケットを紛失された際の再発行はでき
ません。
※随時発送
※チケットはバウムクーヘン作り体験のみ
有効でその他の宿泊や、施設体験等の料
金は含まれておりませんので、ご了承くださ
い。

土佐和紙工芸村 くらうど
ペア宿泊券（1泊夕食朝食付）

清流仁淀川のほとりに佇む土佐和紙工芸村
「くらうど」。
豊かな自然に包まれた静けさの中、ゆったり
としたひとときをお過ごし下さいませ。
ホテル指定の特別日を除く、平日ご利用の
宿泊券です。
休前日、ホテル指定の特別日など、ご希望
日によっては追加料金が発生する場合がご
ざいます。
※ご利用期限は発行日より1年間です。
■内容：ペア宿泊券(1泊夕食朝食付き)
※チケットを紛失された際の再発行はできません。

参考：土佐和紙工芸村くらうど http://www.qraud-kochi.jp/



かんぽの宿伊野
１名様分宿泊券（1泊2食付き）

高知自動車道・伊野ICから車で約5km、JR伊
野駅から車で約2.5km、仁淀川沿いの高台に
位置し、いの町紙の博物館まで徒歩約19分の
距離です。アクセスに便利で、全室リバー
ビュー、仁淀川の眺望を楽しめる！！仁淀川
を見下ろす高台にあり、清流を眺めながらくつ
ろげます。
部屋から眺める土讃線の列車も気分をたかめ
ること必至です。
土曜日、祝前日等の加算額は各自でのご負
担となります。
※本券有効期間は発行日より半年間です。

■内容：お1人様分宿泊券（1泊2食付き）
※チケットを紛失された際の再発行はできません。

参考：かんぽの宿
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/ino/

いの町温泉等共通入浴券10枚綴り

水質日本一に輝いた、「仁淀川」「吉野川」を育
んだ自然の中にあるいの町4店舗でご使用いた
だける、共通入浴券10枚綴りです。
※ﾁｹｯﾄに有効期限はありません。

【利用店舗】
かんぽの宿伊野、土佐和紙工芸村くらうど
吾北むささび温泉、木の香温泉

■かんぽの宿伊野：泡風呂、列車の音色に旅情
を感じる露天風呂、寝湯、打たせ湯などお風呂
多彩。
■土佐和紙工芸村くらうど：心と体を癒す、様々
な薬草が入ったブレンド湯、露天風呂、サウナ
■吾北むささび温泉：鉄分を多く含んだあかね
色のお湯。歩行浴、サウナ、トレーニングルーム
（歩行浴利用時には水着とキャップの着用が必要）※
歩行浴の料金は含まれておりません

■木の香温泉：泉質も優しい塩化物温泉。露天
風呂(春は桜を愛でながら、冬は雪見温泉を眺めるこ

とが出来ます)、サウナ

参考：http://ur0.work/p8Ua

山荘しらさ ペア宿泊券

令和3年4月末にリニューアルオープンしました「山荘しらさ」
のペア宿泊券です。
高知県いの町から仁淀川上流沿いに車を走らせること2時間。
愛媛県と高知県の県境に沿って東西に広がる石鎚山系を代
表する瓶が森にあるロッジ式の宿泊施設です。
全6棟（定員3名：3棟、定員4名：3棟）のロッジは全室、ベッ
ド・ユニットバス・トイレはもちろん、キッチンまで完備されてい
るため、ゆったりとした自分時間をリラックスして過ごすことが
できます。
高知県木材の木のぬくもりをからだ全体で感じることのできる
お部屋は、アウトドアブランドの「ロゴスプレミアム」のアイテム
がたくさん使用されているため、アウトドア好きの方にもぴった
りです。
本プランは、宿泊施設指定の特別日を除く、平日ご利用の
宿泊券です。
休前日、宿泊施設指定の特別日など、ご希望日によっては
追加料金が発生する場合がございますので、あらかじめご了
承ください。また、お食事は本プランには含まれておりません
が、オプションにて付けることができます。ご予約時にご相談
ください。
ご利用期限は発行日より1年間です。ただし、11月下旬～4月
上旬は冬季閉鎖（ＵＦＯライン含む）となるため、ご宿泊する
ことができません。
■※バリアフリー対応ロッジあり
※毎週水曜日は定休日となります。（水曜日にご宿泊いただ
くことはできません）
※未就学児は、添い寝が可能な場合のみ宿泊無料となりま
す。

参考：https://sansoshirasa.com



お墓掃除代行サービス

遠方に住んでいてお墓参りに行けない、高齢・ケガなどでお
墓掃除が困難など、様々な理由でお墓掃除やお墓参りがで
きないお客様に代わり、ふるさと納税でいの町のお墓のお手
入れをご依頼いただけます
【まずはシルバー人材センターへご相談ください。】
・お墓の場所・日程等を確認し、実施が可能か確認するため、
お申込み前にいの町シルバー人材センターへお電話くださ

い。
いの町シルバー人材センター 電話088-893-2322

【サービス内容】
・合唱、一礼。ご依頼者様に代わってお手入れを行うことを伝
えます。
・ごみや落ち葉拾い、雑草抜きなどの周辺掃除をします。
・墓石を水で洗浄、拭き上げをします。
・お掃除後のお墓の状態を写真撮影します。
・ご依頼者へ完了報告を行い、写真をお届けします。
※お墓掃除代行サービス①はお供えはありません。お供え（シ
キミ等）をご希望の場合はお墓掃除代行サービス②をお申込
みください。

【注意事項】
※いの町外にお住みの方で、いの町（旧伊野地区・旧吾北地
区）に
お墓がある方が対象です。

※1回のお申込みに対し、対応個所は1か所です。
※おおむね4㎡以下のお墓が対象です。
※内容により、立地上実施が困難である等お受けできないこ
とがあります。

①供花なし

②供花あり



※２０２１年7月１3日時点の情報です。
季節限定品については、ご寄附の時期によっては、金額が変更となる場合があります。
また、SOLD OUTのお品でも、発注可能な場合がございます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。

季節限定品

いの町役場 総合政策課
ふるさと納税係

TEL 088-893-1129

おいしいものをつめこみました！ をぜひご賞味ください



幻の和牛「土佐あかうし」
焼き肉用ロース 200ｇ

（8月～10月頃発送予定）

1～2人で食べれるのみ最適な量で、
赤みが美味しい土佐あかうしを堪能
するにはモモ肉が特におすすめ。
■内容量：焼肉用モモ300ｇ
※冷蔵発送 ※消費期限：発送日を含
め３日

幻の和牛「土佐あかうし」
焼き肉用モモ 300ｇ

幻の和牛「土佐あかうし」
焼き肉用ロース＆カルビ 500ｇ

幻の和牛「土佐あかうし」
焼き肉用ロース＆カルビ 800ｇ

幻の和牛「土佐あかうし」
焼き肉用ロール＆モモ 800ｇ

（8月～10月頃発送予定）

脂身は少ないのにやわらかくて、口
の中で溶け出すような独特の旨さ。
■内容量：焼肉用ロース２00ｇ
※冷蔵発送 ※消費期限：発送日を含
め３日

（8月～10月頃発送予定）

2～３人で食べれるのに最適な量で
肉のうまみを感じるロースとカルビの
セットです。
■内容量：焼肉用ロース＆カルビ500ｇ
※冷蔵発送 ※消費期限：発送日を
含め３日

（8月～10月頃発送予定）

4～５人で食べれるのに最適な量で
肉のうまさを感じるロースとカルビの
セットです。
■内容量：焼肉用ロース＆カルビ800ｇ
※冷蔵発送 ※消費期限：発送日を
含め３日

（8月～10月頃発送予定）
4～５人で食べれるのに最適な量で
土佐あかうしの特徴でもある赤身の
旨さを一番に感じるモモ肉と脂のうま
さを感じるセットです。
■内容量：焼肉用ロース＆モモ800ｇ
※冷蔵発送 ※消費期限：発送日を
含め３日

芽生姜の甘酢漬け ３パック

（数量に限りがあります）
シャキシャキとした食感とさわやかな
味わいは、お酒のおつまみに、ご飯
のおともに、お寿司、焼き魚とご一緒
に、カレーの付け合わせにも相性◎。
■内容量：100ｇ×3パック
※冷蔵発送 ※消費期限：６ヵ月

芽生姜の甘酢漬け 5パック 芽生姜の甘酢漬け 10パック

（数量に限りがあります）
シャキシャキとした食感とさわやかな
味わいは、お酒のおつまみに、ご飯
のおともに、お寿司、焼き魚とご一緒
に、カレーの付け合わせにも相性◎。
■内容量：100ｇ×5パック
※冷蔵発送 ※消費期限：６ヵ月

（数量に限りがあります）
シャキシャキとした食感とさわやかな
味わいは、お酒のおつまみに、ご飯
のおともに、お寿司、焼き魚とご一緒
に、カレーの付け合わせにも相性◎。
■内容量：100ｇ×10パック
※冷蔵発送 ※消費期限：６ヵ月



仁淀川天然鮎
4匹～8匹セット

初夏を思わす若鮎も美味ですが、夏
本番の仁淀川の鮎も最盛期を迎え
ております。真夏の鮎もまた格別で
すので、ぜひご賞味ください。
■内容量： 4匹～8匹セット

※6月～9月は、冷蔵発送です。
※10月以降は全て真空パックで冷凍発
送になります。※消費期限：出荷日から
冷蔵保存約３日

仁淀川天然鮎
8匹～15匹セット

初夏を思わす若鮎も美味ですが、夏
本番の仁淀川の鮎も最盛期を迎え
ております。真夏の鮎もまた格別で
すので、ぜひご賞味ください。
■内容量： 8匹～15匹セット

※6月～9月は、冷蔵発送です。
※10月以降は全て真空パックで冷凍発
送になります。 ※消費期限：出荷日から
冷蔵保存約３日

（４月初旬～10月末頃発送予定）
かつお本来の香り、旨味、食感をお
楽しみください。
■内容量：1～2節（約600ｇ）
旬の野菜2～3種類（トマトや玉ねぎなど
のたたきとご一緒に）ニンニク 白ポン
（かつおのたたきタレ）
※冷蔵発送 ※天然魚の為、多少見た
目の大きさが変わることもあります。
※消費期限：到着日を含む２日

生で直送！かつおのたたき
と野菜セット

自然豊かないの町の、いわずと知れ
た清流仁淀川で釣った天然鮎です。
新鮮なまま冷凍することで解凍して
もふっくらといたします。
■内容量：1kg 10～18匹 ※時期や
サイズにより変動します。※冷凍発送
※消費期限：冷凍で半年程度

自然豊かないの町の、いわずと知れ
た清流仁淀川で釣った天然鮎です。
新鮮なまま冷凍することで解凍して
もふっくらといたします。
■内容量：500g 5～９匹 ※時期や
サイズにより変動します。※冷凍発送
※消費期限：冷凍で冷凍で半年程度

フレッシュマートキシモト
さんの天然鮎 500ｇ

フレッシュマートキシモト
さんの天然鮎 1ｋｇ

（４月初旬～10月末頃発送予定）
カツオマイスターのご主人の目利き
で選ばれた藁の香りをたっぷり含ん
だ生かつおのたたき。
■内容量：５００g 1～2節※時期やサ
イズにより変動します。にんにく2～3片
ゆずぽん酢（100ｍｌ）
※冷蔵発送※消費期限：発送から２日

本格藁焼き！
生かつおのたたき 4～5人前

本格藁焼き！
生かつおのたたき 10～１２人前

（４月初旬～10月末頃発送予定）
カツオマイスターのご主人の目利き
で選ばれた藁の香りをたっぷり含ん
だ生かつおのたたき。
■内容量：12００g 3～4節※時期や
サイズにより変動します。にんにく2～3片
ゆずぽん酢（100ｍｌ）×2
※冷蔵発送※消費期限：発送から２日

配達地域限定（北海道・東北・沖縄・離島は不可） 配達地域限定（北海道・東北・沖縄・離島は不可）



土佐文旦 5kg 
（森本果樹園）

(2月～3月頃発送予定)
土佐文旦は高級贈答用果実として
大変喜ばれます。まだ召し上がった
ことのない方は是非土佐文旦をお試
しください。
■内容：8玉～12玉（5ｋｇ）
※常温発送

（2月中旬～3月頃発送予定）
人と自然にやさしい農法で丁寧に
作った春をつげる味をぜひご賞味く
ださい。収穫後、1か月以上追熟させ
たものを発送します。
■内容量：土佐文旦贈答用5kg 7玉～

10玉
※常温発送

高知ふるさと農園
土佐文旦（贈答用5ｋｇ）

（3月中旬～4月初旬頃発送予定）
贈答品ではなく、少しの傷や点々が
あったりするものがありますが、皮を
むけば果肉はとてもキレイ。家庭で
食べるのに量を求める人に大変おす
すめです。ぜひご賞味ください。
■内容量：土佐文旦家庭用10ｋｇ（大き
さは大小あり）
※常温発送

土佐文旦（家庭用10kg）

（４月下旬～8月頃発送予定）
繊維質が少なくとろける食感のｱｰ
ｳｨﾝ種ﾏﾝｺﾞｰ。
農薬・化学肥料をほとんど使用せず、
植物のｴｷｽ等の自然なものを使っ
て栽培しています。
■内容量：1玉
※常温発送
※夏場冷蔵発送

ぶどう 3房～4房
（森本果樹園）

(8月～9月頃発送予定)
昼夜の温度差のある雲の上のお山
で育てた色よし鮮度よしの、もぎ取り
ぶどうです。品種はピオーネ、藤みの
り、ベニイズ、ブラックビートの4種類
からのセットです。発送時期によって、
セットが変わります。
■内容：3房～4房
※冷蔵発送 ※賞味期限：出荷日から
冷蔵保存で１週間程度

土佐マンゴー
1玉

（４月下旬～8月発送予定）
繊維質が少なくとろける食感のｱｰ
ｳｨﾝ種ﾏﾝｺﾞｰ。
農薬・化学肥料をほとんど使用せず、
植物のｴｷｽ等の自然なものを使っ
て栽培しています。
■内容量：2～5玉
※サイズや個数はその都度変動します。
※常温発送 ※夏場冷蔵発送

土佐マンゴー
2～5玉

（10月～12月頃発送予定）
清流仁淀川を育む水が流れる、いの
町上東地域の棚田で作ったお米で
す。今は流通に出回っていない絶品
米をご賞味ください。
■内容量：無洗米10ｋｇ ※常温発送

※減農薬で栽培しているので米に黒い
粒のような物が 混じる場合がございます
が、有害なものではございません。

上東産仁淀米
無洗米10ｋｇ

（9月中旬～10月中旬発送予定）
一年の内約1か月間しか収穫できな
い希少なまいたけ。天然ものに近い
状態で生産されたワンランク違う芳
醇な香り、歯ごたえ、味は、まいたけ
の名の通り一度口にしたら舞い踊る
ようなおいしさです。
■内容量：1ｋｇ
※冷蔵発送 ※賞味期限：出荷日＋冷
蔵保存４日

氷室原木まいたけ 1ｋｇ



（2月～３月頃発送予定）
冬どれの紅いダイヤモンド、色・艶・
糖度とも最高といわれる佐藤錦を冬
場の2～3月に出荷できるのは、気候
風土にめぐまれた南国土佐だからこ
そです。ぜひ、この時期、最高級の
佐藤錦を味わってみませんか？
■内容量：Lサイズ(48粒)約300g
※桐箱入り
※常温発送。冷蔵発送も承ります。

極みさくらんぼ Ｌサイズ約300ｇ

（佐藤錦）

シャインマスカット 2房
（森本果樹園）

(8月下旬～9月中旬頃発送予定)
昼夜の温度差のある雲の上のお山
で育てた色よし鮮度よしの、シャイン
マスカットです。高い糖度を誇りなが
らも、すっきりとした味、口当たりもよく、
種無しで大きな粒を皮ごと食べられ
ます。
■内容：2房
※冷蔵発送

秋月梨 7玉～11玉
（森本果樹園）

（8月中旬頃発送予定）
最近生まれた新品種、（新高梨×豊
水)×幸水を掛け合わせた梨の良い
ところ総取り。香り良し、甘くて柔らか
く、みずみずしい美人梨です。
■内容量： 1玉300g～500gを7玉～11

玉
※常温発送

新高梨 約３㎏
（森本果樹園）

（9月下旬頃～発送予定）
当園の新高梨は、高知県の秋季果
樹品評会にて、通算７回農林水産
大臣を受賞。味わいは実に繊細。
ｼｬｷｼｬｷという歯ごたえとともに溢
れてくる果汁が口いっぱいになります。
冷暗所なら常温でも日持ちします。
■内容量： 1玉600g～1kgを3玉～6玉
※常温発送 ※賞味期限：常温で１０日
程度

新高梨 Lサイズ 3個（2.5kg）
（森本農園）

（10月初旬頃発送予定）
中山間部特有の温度差を活かし、
甘くて果汁いっぱいの新高梨（にい
たかなし）ができました。冷暗所にて
保存1週間程度。到着後はなるべく
お早めにお召し上がりください。
■内容量：L3個 2.5ｋｇ程度
※常温発送

新高梨 ＬＬサイズ 2個（2ｋｇ）
（森本農園）

（10月初旬頃発送予定）
中山間部特有の温度差を活かし、
甘くて果汁いっぱいの新高梨（にい
たかなし）ができました。冷暗所にて
保存1週間程度。到着後はなるべく
お早めにお召し上がりください。
■内容量： ＬＬ2個 2ｋｇ程度
※常温発送

新高梨 Ｍサイズ 6個（4ｋｇ）
（森本農園）

（10月初旬頃発送予定）
中山間部特有の温度差を活かし、
甘くて果汁いっぱいの新高梨（にい
たかなし）ができました。冷暗所にて
保存1週間程度。到着後はなるべく
お早めにお召し上がりください。
■内容量： M6個 4ｋｇ程度
※常温発送

新高梨 Lサイズ 5個（4ｋｇ）
（森本農園）

（10月初旬頃発送予定）
中山間部特有の温度差を活かし、
甘くて果汁いっぱいの新高梨（にい
たかなし）ができました。冷暗所にて
保存1週間程度。到着後はなるべく
お早めにお召し上がりください。
■内容量： L5個 4ｋｇ程度
※常温発送



水田さんのフルーツトマト
約２kg 

(2月～6月頃発送予定)
普通のトマトの水分を控え、ストレス
を与えることによってできる甘くて、ﾌ
ﾙｰﾃｨｰな味のトマトです。
■内容：2ｋｇ ※常温発送
配達日指定はお受けできません。平日
着か土日着のどちらかと、時間帯は選択
可能です。ご希望がある方は発送に関
する事項にご記入ください。

水田さんのフルーツトマト
約1kg 

(2月～6月頃発送予定)
普通のトマトの水分を控え、ストレス
を与えることによってできる甘くて、ﾌ
ﾙｰﾃｨｰな味のトマトです。
■内容：約1kg ※常温発送
配達日指定はお受けできません。平日
着か土日着のどちらかと、時間帯は選択
可能です。ご希望がある方は発送に関
する事項にご記入ください。

水田さんのポコトマト
約２kg 

(12月～6月頃発送予定)
フルーツトマトより皮が柔らかく、食べ
やすい昔ながらの味がするトマトで
す。
■内容：2ｋｇ ※常温発送
配達日指定はお受けできません。平日
着か土日着のどちらかと、時間帯は選択
可能です。ご希望がある方は発送に関
する事項にご記入ください。

（5月中旬～6月上旬頃発送予定）
種を気にせず豪快に食べられる種
無すいか。
種無なので小さいお子さんなどにも
安心です。
■内容量：1玉
※常温発送

すいか
1玉

宮脇農園 綿（わた）トマト
【４パック】

（12月～6月上旬発送予定）
一般的なものに比べて糖度が高く、
トマトの香りがとても強いのが特徴で
す。香りよし、糖度よしの愛情たっぷり
かけた「綿（わた）トマト」です。
■内容量：4パック
（1パックが約200g、3～5個）
※常温発送
※冷蔵庫保管で1週間～2週間
配達日指定はお受けできません。

宮脇農園 綿（わた）トマト
【12パック】

（12月～6月上旬発送予定）
一般的なものに比べて糖度が高く、
トマトの香りがとても強いのが特徴で
す。香りよし、糖度よしの愛情たっぷり
かけた「綿（わた）トマト」です。
■内容量：12パック
（1パックが約200g、3～5個）
※常温発送
※冷蔵庫保管で1週間～2週間
配達日指定はお受けできません。

宮脇農園 綿（わた）トマト
【約2㎏ １箱】

（12月～6月上旬発送予定）
一般的なものに比べて糖度が高く、
トマトの香りがとても強いのが特徴で
す。香りよし、糖度よしの愛情たっぷり
かけた「綿（わた）トマト」です。
■内容量：約2kg 1箱

※常温発送
※冷蔵庫保管で1週間～2週間
配達日指定はお受けできません。

しいたけ
12～15個 2セット

(11月～2月中旬頃発送予定)
土佐の日曜市で人気の「吾北のしい
たけ屋」さんが、自然豊かないの町
吾北地区で育てた菌床しいたけで
す。大ぶりで肉厚なのが特徴で、し
いたけの甘みを感じられる一品です。
ぜひご賞味ください。
■内容：12～15個 2セット
※冷蔵発送





■お申込み方法 ふるさと納税サイトから

いの町 ふるさと納税 検索

ふるさとチョイス 楽天

https://www.furusato-tax.jp/city/product/39386 https://www.rakuten.co.jp/f393860-ino/

ご寄附は２４時間受け付けております。お問合せは、平日 8:30－17:15の間にお願いいたします。
いの町総合政策課ふるさと納税係TEL088-893-1129





寄附金の使い道

豊かな自然と生活が
共存するまちづくり事業

元気いっぱいのい
の町をつくる事業

「ふるさと納税」制度により、当町へご寄附いただくにあたって、寄附金の

使途を下記の3項目の中からご指定いただくことが可能です。

皆様からいただきます寄附金につきましては、いの町をより良い町にする

ために有効に活用させていただきます。

子どもたちを
守り育てる事業



高知県いの町
ふるさと納税


