
高知県 本山町

高知県本山町へご寄附をいただいた皆様に、
天空の郷より感謝をこめてお贈りします。

カタログ有効期限／2017年12月末　カタログコード5670

最新の情報はホームページ「ふるさとチョイス」にてご確認いただけます。
https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/39341

寄附の申込み、
使途に関するお問合せ

お礼の品に関するお問合せ

本山町役場 政策企画課　〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山504　
TEL.0887-76-3915（受付時間 平日 8:30～17:15）  FAX.0887-76-2943  メールアドレス kikaku@town.motoyama.kochi.jp

ふるさと納税商品お問合せセンター 
TEL.0120-977-050（営業時間／9:30～18:00　土・日・祝・12/29～1/3休み）

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後2週間～１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 ●お申込み後の「お
礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不良品の場合は速やかに対応させていただ
きます。 ●季節商品等はお届け情報をご確認ください。 ●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時
期までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 ●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載商品は印刷再
現上、色調が実物と異なる場合があります。 ●写真はすべてイメージです。小物類は商品に含まれません。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の
変更、メーカーや施設の都合など、やむを得ない事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

ふるさと納税 感謝特典制度のご案内
高知県 本山町

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトか
らお申込み、またはカ
タログの別紙「申込
書」をお送りください。

ご指定いただいた入
金方法をお選びいた
だき、ご入金をお願い
いたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。「寄附金受領証明書」は
申告者の氏名で発行します。再発行や発行後の氏名変
更はできませんのでご注意ください。 

※2：確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先団
体（自治体）に「申告特例申請書」を提出いただくことで、
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。但し年
間5自治体以内に限ります。

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除
されます。詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確
認ください。

①所得税・住民税で控除
 ②住民税で控除（※3）

入金方法
ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、
Yahoo!公金支払いの決済画面からご決済をお願いいたします。

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して7日程度でお届けします。最寄りの郵便
局からお振込みください。寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

クレジットカード

払込取扱票

手数料無料

手数料無料

四国銀行　本山支店　（普通）　口座番号　0112496　口座名　高知県本山町
会計管理者　コウチケンモトヤマチョウカイケイカンリシャ 
寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

銀行振込 手数料はご負担ください。

1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。

本山町内企業等の協力により、「お礼の品」を贈呈いたします。
●１０,０００円以上ご寄附をされた町外在住の方に寄附金額に応じてお礼の品を進呈します。
●年度内、何回でもご利用いただけます。 ●寄附金額の範囲に応じて、下記のパターンよりお選びいただけます。

　<お礼の品コース選択>
【寄附金額10,000円～20,000円未満の方】

①Aコース×2品
②Bコース×1品

【寄附金額20,000円～30,000円未満の方】
①Aコース×3品
②Bコース×2品
③Ｃコース×1品

【寄附金額30,000円～40,000円未満の方】
①Aコース×5品
②Bコース×3品
③Bコース×1品＋Cコース×1品
④Aコース×3品＋Bコース×1品
⑤Dコース×1品

【寄附金額40,000円～50,000円未満の方】
①Aコース×6品
②Bコース×4品
③Cコース×2品
④Aコース×5品＋Bコース×1品
⑤Bコース×2品＋Cコース×1品
⑥Bコース×1品＋Dコース×1品
⑦Eコース×1品

【寄附金額50,000円～以上の方】
①Aコース×8品
②Bコース×5品
③Bコース×3品＋Cコース×1品
④Bコース×1品＋Cコース×2品
⑤Bコース×1品＋Eコース×1品
⑥Aコース×3品＋Bコース×1品＋Cコース×1品
⑦Aコース×5品＋Cコース×1品
⑧Aコース×3品＋Dコース×1品
⑨Bコース×2品＋Dコース×1品
⑩Cコース×1品＋Dコース×1品
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　本山町は、高知県中央北部四国山脈の

中央部に位置する町の約９０％を森林が占

める山間の町です。明治４３年に町制を施

行し、平成２２年には１００周年を迎えました。

　町制の施行以来、暮らしと自然の調和が

取れた「水と緑、花と文化のまち」を掲げ、

地域産業の振興と教育、歴史、文化のまち

づくりに取り組んでいます。脈 と々受け継がれ

てきた伝統ある歴史と文化、素晴らしい自然

や環境といった誇るべき資源を未来へとつな

ぎ、住んでよかったと思えるふるさとづくり、住

民参加によるまちづくりを進めるひとつの手段

として、「本山町ふるさと支援基金」が設置

されました。

　本山町のまちづくり・ふるさとづくりに共感

いただける皆様の温かいご支援、ご協力を

よろしくお願いします。

特別栽培米「土佐天空の郷」は、良食味米を生み出すために室戸海洋深層水（にがり）の使用や大粒

でハリのよい良質なお米のみに選抜するなど、最大限にうまみを引き出す調整をしています。「土佐天空の

郷」は、室戸海洋深層水（にがり）を使用し、農薬や化学肥料の使用を抑え、大粒でハリのよいお米のみを

選抜した、本山町自慢のおいしいお米のブランドです。2016年のお米日本一コンテストでは、史上初となる

二度目の日本一に輝きました。

土佐あかうしは、生まれも育ちも高知県の褐毛の和牛です。飼育頭数が

年々減少し、年間500頭程度しか市場に出ない希少な牛です。その肉

質は程よい霜降りで飽きのこない脂に独特な風味があり、赤身のおいし

さが自慢です。ぜひ一度お召し上がりください。

商品番号 5670-0001 商品番号 5670-0002
特別栽培米  
土佐天空の郷 

「ヒノヒカリ」
●一般財団法人本山町農業公社 
●白米2kg　

特別栽培米  
土佐天空の郷 

「にこまる」
●一般財団法人本山町農業公社 
●白米2kg

土佐あかうし

1 2冷蔵便にてお届け冷蔵

濁酒「布姫の舞」
（甘口）2本

●田伝夢史 ●布姫の舞（甘口）720㎖×2本 
※お届けまで1ヶ月以上かかる場合があります。

商品番号 5670-0009 冷蔵

濁酒「布姫の雫」
（辛口）2本

●田伝夢史 ●布姫の雫（辛口）720㎖×2本 
※お届けまで1ヶ月以上かかる場合があります。

商品番号 5670-0010 冷蔵

土佐あかうし 
すき焼き＆焼肉
●株式会社れいほく畜産 
●すき焼き用（肩またはモモ・バラまたはロー
ス）300ｇ、焼肉用（カルビまたはロース）300ｇ 
※化粧箱入り ※賞味期間：冷蔵5日 
※お届け前にメールにてご案内いたします。

商品番号 5670-0015 冷蔵

土佐あかうし焼肉セット
●一般財団法人本山町農業公社 
●土佐天空の郷ヒノヒカリ・にこまる各白米3
合450ｇ、土佐あかうしロース400ｇ、焼肉のた
れ「あかうし」付き 
※お届け前にメールにてご案内いたします。

商品番号 5670-0044 冷蔵
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特別栽培米 土佐天空の郷

冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。酒類の未成年者の申し受けはいたしておりません。●ご注文の状況により、品切れが発生する 場合があります。詳細につきましては裏表紙の注意事項欄をご確認ください。

どぶろく特区認定の本山町で設立された濁酒製造所「田
でん

伝
でん

夢
む

史
し

」か

ら、地元産米を原料に醸した濁酒をお届けします。銘柄「布姫」は、この

地区に伝わる伝説の布を織る女性「布姫」にちなんで名づけられました。
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●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の酒類の申し受けはいたしておりません。 冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵 43

お米日本一コンテストにて2010年、
2016年と史上初二度の日本一に
輝いた「土佐天空の郷」と、同じお米
を使用した希少な濁酒「天空の郷」
をセットでお届けします。

四国の真ん中高知
県嶺北地域は、清流
吉野川が流れる豊か
な自然と、香り高い柚
子の産地として知ら
れています。「ゆずごこ
ち」は、嶺北産ゆずと
はちみつを使用した、
ほんのり甘くさわやか
なゆず飲料です。

どぶろく特区認定の本山町で設立され
た濁酒製造所「田

でん

伝
でん

夢
む

史
し

」から、地元
産米を原料に醸した濁酒をお届けしま
す。銘柄「布姫」は、この地区に伝わる
伝説の布を織る女性「布姫」にちなん
で名づけられました。

どぶろく特区認定の本山町で設立さ
れた濁酒製造所「田

でん

伝
でん

夢
む

史
し

」から、
地元産米を原料に醸した濁酒をお届
けします。銘柄「布姫」は、この地区に
伝わる伝説の布を織る女性「布姫」
にちなんで名づけられました。

濁酒「布姫の舞」（甘口）  
1本
●田伝夢史 ●布姫の舞（甘口）720㎖×1本 
※お届けまで1ヶ月以上かかる場合があります。

商品番号 5670-0003
濁酒「布姫の雫」（辛口） 
1本
●田伝夢史 ●布姫の雫（辛口）720㎖×1本 
※お届けまで1ヶ月以上かかる場合があります。

商品番号 5670-0004

四国三郎吉野川源流域で育っ
た柚子のゆず酢っぽんぽんと
土佐あかうしのおいしいコラボ！

自然豊かな地域で作られるこんにゃくをさっとゆで、刺身
こんにゃくでぽん酢と合わせてお楽しみください。

高知県本山町汗見川の豊かな自然で育てたしその
味わいをぎゅっと絞った抽出液を使用。赤しそ、青しそ
の風味がしっかりと味わえるストレートドリンクです。

土佐の森で生まれた色味豊かな木にレーザーカットを施
し、繊細な木のレースに仕上げたコースター＆マグネット
のセット。

リコピンたっぷり、世
界 初 の 犬 用トマト
ピューレ。犬の栄養・
消化を考え調味料
添加物は未使用。ワ
ンちゃんにそのまま
ご使用できます。

お米日本一コンテストに
て2010年、2016年と
史上初二度の日本一に
輝いた「土佐天空の郷」
で仕込みました。米作り
のプロと酒造りの匠が
共にこだわり抜いた高
知土佐の最高傑作。

【友好交流町の北海道浦臼町よりお届け！】
男爵は、甘みがあり、ビタミンCも豊富に含まれ、美
容、健康に適している食材です。

吉野川源流セット
●株式会社れいほく ●ゆず酢っぽんぽん（ポン酢）360㎖×2本、
和っ牛めしの素 1合用（70g）×2箱

商品番号 5670-0029

北山こんにゃく刺身セット
●一般財団法人本山町農業公社 ●北山こんにゃく180ｇ×2個、吉野
川柚子のぽん酢360㎖ ※賞味期間：冷蔵5日 ※出荷時期になりまし
たら、別途メールにてお届けについてのご案内をさせていただきます。

商品番号 5670-0041

すっきりさわやかしそごこち 
（12本入り）

●有限会社さめうらフーズ ●吉280㎖×12本 ※ペットボトル入り

商品番号 5670-0035

パグパグ畑（犬用）  
ぷぅ助のトマトピューレ 3個セット
●株式会社ウインドファミリー 
●パグパグ畑（犬用）トマトピューレ170g×3瓶

商品番号 5670-0037

郷の恵みお楽しみギフト 3-a
●ばうむ合同会社 ●もくレース コースターSサイズ×2枚 約90×
約90×5mm、もくレース マグネット（3個入り） 約40×約40×6mm

商品番号 5670-0060

郷の恵みお楽しみギフト 3-b
●有限会社さめうらフーズ ●ロックがおいしい！天空の郷 玄米仕込
み720㎖×1、湯割りがおいしい！天空の郷 白米仕込み720㎖×1

商品番号 5670-0061

馬鈴薯（男爵）
●JAピンネ ●10kg ●受付締切：2017年9月19日まで 
●出荷時期：2017年9月中旬～2017年10月中旬

商品番号 5670-0032

商品番号 5670-0024
ゆずごこち（12本入）
●有限会社さめうらフーズ 
●280㎖ペットボトル12本入り

吉野川源流の大自然の中で、太陽の光を
いっぱい浴びた、香り高い柚子と、その柚
子を使ったぽん酢とドリンクのセットです。

吉野川ゆずセット
●有限会社さめうらフーズ ●吉野川ゆずのぽん酢360㎖×1、吉
野川柚子のドリンク360㎖×1、手しぼり吉野川ゆず100㎖×1

商品番号 5670-0027

冷蔵 冷蔵

※お届けまで1ヶ月以上かかる場合があります。

濁酒「天空の郷」（芳醇）2本と 
ブランド米「土佐天空の郷」1個
●田伝夢史 ●天空の郷（芳醇）500㎖×2本、ブランド米「土佐天
空の郷（にこまる）」白米3合（約450g）×1個 

濁酒「天空の郷」（芳醇）1本と 
ブランド米「土佐天空の郷」2個
●田伝夢史 ●天空の郷（芳醇）500㎖×1本、ブランド米「土佐天
空の郷（にこまる）」白米5合（約750g）×2個  

商品番号 5670-0012 冷蔵商品番号 5670-0011 冷蔵

商品番号 5670-0013 冷蔵 商品番号 5670-0014 冷蔵

濁酒「天空の郷」（淡麗）2本と 
ブランド米「土佐天空の郷」1個
●田伝夢史 ●天空の郷（淡麗）500㎖×2本、ブランド米「土佐天
空の郷（にこまる）」白米3合（約450g）×1個 

濁酒「天空の郷」（淡麗）1本と 
ブランド米「土佐天空の郷」2個
●田伝夢史 ●天空の郷（淡麗）500㎖×1本、ブランド米「土佐天
空の郷（にこまる）」白米5合（約750g）×2個 

冷蔵

冷蔵

冷蔵

商品番号 5670-0066
土佐天空の郷 2種食べ比べセット
●一般財団法人本山町農業公社 ●ヒノヒカリ・にこま
る各白米2kgヒノヒカリ・にこまる各白米2kg

商品番号 5670-0067
土佐天空の郷 
ヒノヒカリ5㎏
●一般財団法人本山町農業公社 
●白米5kg

5670-0067

5670-0068

商品番号 5670-0068
土佐天空の郷 
にこまる5㎏
●一般財団法人本山町農業公社 
●白米5kg

商品番号 5670-0051
土佐天空の郷｢ヒノヒカリ｣と 
本山のおかずセット
●一般財団法人本山町農業公社 ●しいたけ煮・しい
たけ味噌各2つ、土佐天空の郷（ヒノヒカリ）白米2㎏

商品番号 5670-0052
土佐天空の郷｢にこまる｣と 
本山のおかずセット
●一般財団法人本山町農業公社 ●しいたけ煮・し
いたけ味噌各2つ、土佐天空の郷（にこまる）白米2㎏

本山町は原木しいたけにこだわる
産地です。こりこり食感と原木なら
ではの自然の香り。本物の味をご堪
能ください。

商品番号 5670-0053
本山の原木しいたけと 
ヒノヒカリ
●一般財団法人本山町農業公社 
●原木しいたけ（生、約700g）、土佐天空の
郷（ヒノヒカリ450ｇ）

商品番号 5670-0054
本山の原木しいたけと 
にこまる
●一般財団法人本山町農業公社 
●原木しいたけ（生、約700g）、土佐天空の
郷（にこまる450ｇ）

5670-0051 5670-0053

5670-0052 5670-0054

お米日本一コン
テストにて2010
年、2016年と
史上初二度の
日本一に輝いた

「 土 佐 天 空 の
郷」の中米で仕
込んだ本格焼酎
と土 佐 泡 盛 の
セット。

郷の恵み 満喫ギフト 5-b
●ばうむ合同会社 ●ロックが美味い！天空の郷 玄米仕込み720
㎖×1、湯割りが美味い！天空の郷 白米仕込み720㎖×1、土佐泡
盛REIHOKU 720㎖×1

商品番号 5670-0063
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本山町は原木しいたけにこだわる産地です。
そのしいたけを甘辛煮で味付けをした「しい
たけ煮。」原木しいたけとお味噌を合わせた

「しいたけ味噌。」高級ブランド米「土佐天空
の郷」と合わせてお召し上がりください。

標高は２５０ｍ～８５０ｍに位置し、非常に高い山々に
囲まれている本山町。昼夜の寒暖差が大きく味わい濃
厚な農産物を育てます。是非、本山の野菜をどうぞ。

本山の季節野菜詰め合わせセット
●一般財団法人本山町農業公社 ●本山町の季節の野菜を5種
類以上入れてお届けします。

商品番号 5670-0055 冷蔵

北海道浦臼神内ファーム21より、
夏採りマンゴーをお届けします。

北海道産 神内マンゴー 良2L 2玉入れ 1箱
●有限会社神内ファーム21 ●1箱2玉入り（良、2Lサイズ、1玉
350g以上）※糖度12度以上 ●受付締切：2017年7月末まで 
●出荷時期：2017年6月中旬～2017年7月末 ※出荷時期にな
りましたら、別途メールにてお届けについてのご案内をさせていただ
きます。※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

商品番号 5670-0040

土佐天空の郷は、お米の甘み旨みなどを高める為、室戸海洋深層水のにがりを散布します。また、大粒
厳選で食味の高い米粒だけを集めたブランド米です。2010年の「お米日本一コンテストｉｎしずおか」で
は食味日本一となり、2016年には史上初となる二度目の日本一に輝きました。しっかりもちもち食感の
ヒノヒカリと、柔らかもちもち食感のにこまるのセット。棚田の恵みが詰まったお米をご堪能ください。

●ご注文の状況により、品切れが発生する場合があります。詳細につきましては裏表紙の注意事項欄をご確認ください。
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●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の酒類の申し受けはいたしておりません。 冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵 65

Bコース 1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

高級ブランド米「土佐天空の郷」と四季折々の野菜をご堪能ください。 土佐天空の郷は、お米の甘み
旨みなどを高める為、室戸海
洋深層水のにがりを散布しま
す。また大粒厳選で食味の高
い米粒だけを集めたブランド米
で、お米日本一コンテストにて
2010年、2016年と史上初
二度の日本一に輝きました。

原料の生産から加工まで自社
生産で行っている、トマト農家が
つくった無添加トマトピューレ。

漁獲量が少なく普段なかなか流通することのない鮎
です。実生のゆずと合わせてどうぞ。

様々な柄とひとつひとつ異なる木肌がお楽
しみいただける、もくレースコースターセット。

本 品 は 高 知 県 の 嶺 北 間 伐 杉を
100%使用しています。

お部屋を素敵で温かみある空間にできる
もくレースシリーズを集めた贅沢なセット。

本 品 は 高 知 県 の 嶺 北 間 伐 杉を
100%使用しています。

青空レストランの宮川大輔が「う
まいっ！！」と絶賛したたまごかけご
はんです。

お米日本一コンテストにて2010年、2016年と史上初二
度の日本一に輝いた「土佐天空の郷」の中米で仕込んだ
3種類の本格焼酎と土佐泡盛720㎖サイズ計6本セット。

土佐天空の郷｢ヒノヒカリ｣と本山
の野菜（6月・12月の2回お届け）
●一般財団法人本山町農業公社 ●5季節の野
菜（10種類程度）と土佐天空の郷（ヒノヒカリ）白
米5kgを2回（6月と12月）にお届けします。

土佐天空の郷（ヒノヒカリ）30kg 一等米 玄米
●一般財団法人本山町農業公社 ●土佐天空の郷30kg（玄米） 

商品番号 5670-0069
土佐天空の郷｢にこまる｣と本山
の野菜（6月・12月の2回お届け）
●一般財団法人本山町農業公社 ●季節の野
菜（10種類程度）、土佐天空の郷（にこまる）白
米5kgを2回（6月と12月）にお届けします。

土佐天空の郷（にこまる）30kg 一等米 玄米
●一般財団法人本山町農業公社 ●土佐天空の郷30kg（玄米） 

商品番号 5670-0070

トマトピューレ 3個セット
●株式会社ウインドファミリー ●パグパグ畑 トマトピューレ 430g×
3瓶 ●出荷時期：2017年8月頃

商品番号 5670-0038 吉野川源流域のあゆセット ※クレジット決済のみ
●一般財団法人本山町農業公社 ●あゆ3～5尾（約500ｇ）、とんが
りゆず120㎖、土佐天空の郷｢ヒノヒカリ｣白米5合（750ｇ） ●受付締
切：2017年10月15日まで ●出荷時期：2017年8月上旬～2017
年11月末 ※ご入金確認後、お届けまで約1ヶ月程度かかります。

商品番号 5670-0042

※お届けまで一ヶ月以上かかる場合があります。

郷の恵み 満喫ギフト 5-a
●ばうむ合同会社 ●もくレース コースター Sサイズ
×3枚 サイズ約90×約90×5mm、もくレース コース
ター Mサイズ×2枚 サイズ約110×約110×5mm

WOOD COASTER 
ディズニーMサイズ4種セット
●ばうむ合同会社 ●WOOD COASTERミッキー
スター･WOOD COASTERミニーハート･WOOD 
COASTERドナルドスター･WOOD COASTERプー
クローバー 各Mサイズ 各1枚 計4枚 化粧箱入り 

商品番号 5670-0062
商品番号 5670-0072

郷の恵み 贅沢ギフト 10-a
●ばうむ合同会社 ●もくレース ティッシュBOX1
個 サイズ260×130×80mm、もくレースコース
ターSサイズ2枚 サイズ約90×約90×5mm、
もくレースフォトフレームL判1個 サイズ148×
113mm、もくレースコースターMサイズ2枚 サイ
ズ約110×約110×5mm

WOOD COASTER ディズニー
M・Lサイズ 6枚セット
●ばうむ合 同 会 社 ● WOOD COASTERミッキー
レース･WOOD COASTERドナルドレース･WOOD 
COASTERプーフラワー 各 Mサイズ 各１枚 計４枚 
WOOD COASTERミッキースター、WOOD COASTER
ミニーハート 各Lサイズ 各1枚 計2枚 化粧箱入り

商品番号 5670-0064 商品番号 5670-0071

商品番号 5670-0049 冷蔵

商品番号 5670-0050 冷蔵

土佐ジローの卵かけごはんセット
●一般財団法人本山町農業公社 ●土佐ジローのたまご1箱（25個
入り）、土佐天空の郷（ヒノヒカリ）白米5㎏ ※ご入金確認後、お届け
まで1～2ヶ月以上かかる場合があります。※出荷時期になりましたら、
別途メールにてお届けについてのご案内をさせていただきます。

冷蔵商品番号 5670-0045

郷の恵み 贅沢ギフト 10-b
●ばうむ合同会社 ●ロックが美味い！天空の郷 玄米仕込み720
㎖×2、湯割りが美味い！天空の郷 白米仕込み720㎖×2、土佐泡
盛REIHOKU 720㎖×2

商品番号 5670-0065
冷凍

商品番号 5670-0016
濁酒「布姫の舞」（甘口）3本と 
ブランド米「土佐天空の郷」3個
●田伝夢史 ●布姫の舞（甘口）720㎖×3本、ブランド米

「土佐天空の郷（にこまる）」白米5合（約750g）×3個

商品番号 5670-0021
濁酒「布姫の雫」・「天空の郷」と 
ブランド米のセット
●田伝夢史 ●「布姫の雫（辛口）」720㎖×2本、「天空の
郷（淡麗）」500㎖×2本、ブランド米「土佐天空の郷（にこま
る）」白米3合（約450g）×2個

商品番号 5670-0020
濁酒「布姫の舞」・「天空の郷」と 
ブランド米セット
●田伝夢史 ●「布姫の舞（甘口）」720㎖×2本、「天空の
郷（芳醇）」500㎖×2本、ブランド米「土佐天空の郷（にこま
る）」白米3合（約450g）×2個

商品番号 5670-0018
濁酒「天空の郷」（淡麗）4本と 
ブランド米「土佐天空の郷」2個
●田伝夢史 ●天空の郷（淡麗）500㎖×4本、ブランド米

「土佐天空の郷（にこまる）」白米5合（約750g）×2個

商品番号 5670-0017
濁酒「布姫の雫」（辛口）3本と 
ブランド米「土佐天空の郷」3個
●田伝夢史 ●布姫の雫（辛口）720㎖×3本、ブランド米

「土佐天空の郷（にこまる）」白米5合（約750g）×3個

商品番号 5670-0019
濁酒「天空の郷」（芳醇）4本と 
ブランド米「土佐天空の郷」2個
●田伝夢史 ●天空の郷（芳醇）500㎖×4本、ブランド米

「土佐天空の郷（にこまる）」白米5合（約750g）×2個

5670-0018 5670-0019

※ご入金確認後、翌月以降の初回から2回（6月と12月）お届けします。※出荷時期になりましたら、別途メー
ルにてお届けについてのご案内をさせていただきます。※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。

四国の真ん中
高知県嶺北地
域は、清流吉野
川が流れる豊か
な自然と、香り
高い柚子の産
地として知られ
ています。

【友好交流町の北海道浦臼町よりお届け！】
肥沃な大地で育んだホワイトコーンは、シャキシャキ！
糖度が非常に高くて深い味わいが楽しめます。

土佐あかうしは、年間５００頭程
度しか市場に出ません。独特な
風味がとてもおいしいです。

高知県産の柚子を使用した調味料など。日々の食
卓に爽やかな香りを添えてくれる詰め合わせです。

【友好交流町の北海道浦臼町よりお届け】
表皮が柔らかく生でも食べられるほど際立つ甘さの
イエロー品種「味来（みらい）」にこだわっています。

四国４県の特産果実〈ゆず〉〈いよかん〉〈すだ
ち〉〈オリーブ〉のおいしさをアイスにしました。

リコピン２倍の夏秋高糖度トマト！標高７６０mの高原の
農場ハウスで育ったトマトは手塩をかけじっくり熟させま
す。太陽たっぷり、糖度が高まりリコピンを多く含みます。

本山町の豊かな自然で育てた、しそと
柚子のジュースです。

スィートコーン（ホワイト）
●JAピンネ ●5kg（14本入り） ●受付締切：2017年8月11日ま
で ●出荷時期：2017年8月中旬～2017年9月上旬 ※賞味期
間：冷蔵7日 

商品番号 5670-0033

土佐あかうし 小間切れ
●株式会社れいほく ●小間切れ550g（275g×2パック）
※賞味期間：冷蔵5日 ※お届け前にメールにてご案内いたします。

商品番号 5670-0030

JA土佐れいほくのゆずセット
●土佐れいほく農業協同組合 ●ゆずジャム190g、お山の柚子み
そ190g、わんぱくゆず茶420g、和風ゆずドレッシング300㎖、土佐
れいほくゆずゴマ300㎖、郷のゆずぽん酢しょうゆ360㎖、ゆず酢っ
ぽんぽん360㎖

商品番号 5670-0028

スィートコーン（イエロー）
●JAピンネ ●5kg（14本入り） ●受付締切：2017年8月11日ま
で ●出荷時期：2017年8月中旬～2017年9月上旬 ※賞味期
間：冷蔵7日 

商品番号 5670-0034

四国の特産果実アイスセット
●有限会社さめうらフーズ ●ゆずシャーベットカップ130㎖×2、すだちシャーベッ

トカップ130㎖×2、いよかんシャーベットカップ130㎖×2、オリーブシャーベット
カップ130㎖×2、ゆずアイスキャンデー90㎖×2、すだちアイスキャンデー90
㎖×2、いよかんアイスキャンデー90㎖×2、オリーブアイスキャンデー90㎖×2

商品番号 5670-0026

パグパグ畑 花まるトマト 2kg
●株式会社ウインドファミリー ●夏の高糖度トマト 約2kg 箱入り
●受付締切：2017年6月末まで ●出荷時期：2017年6月中旬
～2017年7月末 ※賞味期間：常温7日

商品番号 5670-0039

ほっとひといき・すっきりさわやか
ドリンク24本セット
●有限会社さめうらフーズ ●ほっとひといきゆず
ごこち・すっきりさわやかしそごこち各280㎖×
12本／計24本 ※ペットボトル入り

商品番号 5670-0036
商品番号 5670-0025

ゆずごこち（24本入）
●有限会社さめうらフーズ 
●280㎖ペットボトル24本入り

冷蔵

冷蔵 冷蔵

冷凍

土佐あかうしは、年間５００頭程
度しか市場に出ません。独特な
風味がとてもおいしいです。

土佐あかうし ハンバーグ
●株式会社れいほく ●土佐あかうしハンバーグ100g×8

商品番号 5670-0031 冷凍

※出荷時期になりましたら、別途メールにてお届けについてのご案内をさせていただきます。※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 
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土佐天空の恵みと
にこまるのセット
●一般財団法人本山町農業公社 ●玄米グラ
ノーラ（210ｇ／計2袋）、せんべい（80ｇ／計3
袋）、ポン粉スープ（45ｇ／計3袋）、神社エール

（300㎖／計2本） 土佐天空の郷（にこまる2㎏）

商品番号 5670-0057

高級ブランド米「土佐天空の郷」から
生まれた様々な商品。

土佐天空の郷
2種食べ比べセット
●一般財団法人本山町農業公社 ●玄米グラノー
ラ（210ｇ／計2袋）、せんべい（80ｇ／計3袋）、ポ
ン粉スープ（45ｇ／計3袋）、神社エール（300㎖／
計2本）、土佐天空の郷（ヒノヒカリ2㎏）

商品番号 5670-0056

願開舟は祈願で病
が治ったお礼にさい
銭を入れ川へ流した
小舟が、奇跡的に出
雲にたどり着た出雲
大社の宝物殿に飾
られる実話です。願
開舟のように奇跡
と、神社のエールがあ
りますようにとあなた
に繋げる商品です。

願開舟 神社エール
●一般財団法人本山町農業公社 ●神社エール300㎖×3本
※箱入り ※生姜入りの甘酒ではありますが、一切アルコール成分は
入っておりません。 

商品番号 5670-0043

5670-0057

5670-0056

●ご注文の状況により、品切れが発生する場合があります。詳細につきましては裏表紙の注意事項欄をご確認ください。
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