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高知と言えば！な美味しいもの集めました！

各店の直販価格と同じ価格でお求めいただけます



高知県だけで生産される日本在来種
の血統を受け継ぐ“幻の和牛”。
ほどよい霜降りに、しっかりとした赤身、
質のよい脂には独特の風味を感じます。

脂と赤身のバランスがよく、
それぞれのうまみを引き立てます。

自然豊かな環境で育った土佐和牛の
中でもA4、A5ランクのお肉を厳選した
山重食肉オリジナルブランド牛。

肉質の良さと霜降りの豊富さが特徴の
くろ牛は最高級の美味しさです。
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01よさこい和牛 くろ牛 赤身しゃぶしゃぶ
500g

4,800円（税込）

03土佐あかうし すき焼き用
450g

5,000円（税込）

04土佐あかうし・よさこい和牛
　すき焼き食べ比べセット
土佐あかうし（450g）/よさこい和牛（450g）

10,000円（税込）
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お届けまでに日数がかかる場合があります。７日前までの注文にご協力ください。 02よさこい和牛 くろ牛 サーロインステーキ
200g×2枚

7,000円（税込） ●1枚3,500円で追加可能

山重食肉
土佐あかうし＆よさこい和牛
実績と信頼のえちぜん町「山重食肉」。地元高知の老舗精肉店です。創業から良い
お肉を見つけるため、目利きにこだわってこられました。希少な牛を競り落とすこと
ができるのも、知識と経験に裏打ちされた目利きであり、強みです。鮮度が自慢の
お肉をご堪能ください。

05もつ鍋セット（スープ付き）
国産牛上ホルモン（300g）/美鮮豚肩ロース（300g）
ダイショーもつ鍋スープ（しょうゆ味）×1袋

3,500円（税込）

06もつ鍋セット
国産牛上ホルモン（300g）
美鮮豚肩ロース（300g）

3,200円（税込）

ホルモンは丁寧に手洗いで下処理を行っているので、プリップリの弾力！！とても甘く、とろける美味しさです。
高知県四万十町で育った、コラーゲン・ビタミンB・たんぱく質が豊富な四国美鮮豚もセットになった絶品のもつ鍋セットをお楽しみください。

新鮮な美味しい絶品もつ鍋をご家庭で！
しこくびせんとん
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炊き立てご飯にかけるだけ!
　　　鮮度抜群の絶品漬け丼
高い鮮度のまま切り身にして“特製たれ”に漬けこみ、急速低温冷凍（－40℃）した鮮度抜群の絶品漬け丼です。
解凍し炊き立てご飯にかけるだけで、地元でしか味わえない新鮮な漬け丼がいただけます。
漬け込んだ切り身と特製たれをご飯にかけてお召しあがりください。

活き締め
タイの醤油
漬け丼

わら焼き
鰹たたき
漬け丼

獲れたて
サバの醤油
漬け丼

活き締め
カンパチの
醤油漬け丼

活き締め
ブリの醤油
漬け丼

宇佐もん工房
海鮮丼の素・おつまみ
土佐市宇佐町の地域活性化を目指し、“宇佐のうるめいわしのブランド化”に取り組
む「宇佐もん工房」。本来なら地元でしか味わえない特別な味を、専属漁師がこだわ
りの独自漁法で鮮度を落とすことなく釣り上げ商品にしています。新鮮な美味しさ
をご家庭でもお楽しみください。

2,322円（税込）

07土佐の海鮮丼の素 Aセット
　（５種×各１袋）
獲れたてサバの漬け丼/活き締めブリの漬け丼
活き締めカンパチの漬け丼/わら焼き鰹たたきの漬け丼
活き締めタイの漬け丼

4,644円（税込）

08土佐の海鮮丼の素 Bセット
　（５種×各２袋）
獲れたてサバの漬け丼×２袋/活き締めブリの漬け丼×２袋
活き締めカンパチの漬け丼×２袋/わら焼き鰹たたきの漬け丼×２袋
活き締めタイの漬け丼×２袋

健康に良いとされる青魚を使った加工品の詰め合わせ。常温で食べきりサイズをセレクトしました。
お酒のつまみや、おかず、小腹が空いた時のおやつにと、手軽にお召しあがりいただけます。

09そのまま食べきり
土佐のおつまみセレクト
（８種×各１袋）
宗田鰹生節 魚まるかじり（しょうゆ）/宗田鰹生節 魚まるかじり（しょうが）/かつおとチーズ
プラスSABA（バジル）/プラスSABA（しお）
まるかじりオイルサーディン/オイルサーディン（100ｇ）/トマトサーディン（100ｇ）

2,700円（税込）

～たんぱく質もとれちゃう!～
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創業１００年
　本物の味と薫りを

12宗田節製造の技術でできた
　絶品燻製セットC
数の子一番火節×2個/鰹はらんぼ一番火節×2個/さば一番火節
宗田節クリスプ ゆず塩（15ｇ）/宗田節クリスプ 生姜醤油(15ｇ)

5,200円（税込）

10宗田節製造の技術でできた
　絶品燻製セットA
数の子一番火節×2個/鰹はらんぼ一番火節×2個/さば一番火節

3,400円（税込）

11宗田節製造の技術でできた
　絶品燻製セットB
数の子一番火節×2個/鰹はらんぼ一番火節×2個/さば一番火節×2個

4,000円（税込）

13宗田節の味を楽しむセット
だし用厚削り（70g）/うす削り（40ｇ）/卵かけご飯専用宗田節（10ｇ）
だし醤油用宗田節（20ｇ）/宗田節うどん（200ｇ）

3,500円（税込）

新谷商店
宗田節と燻製
高知県土佐清水市。海・山・人に恵まれた条件の中で新谷商店が手間暇かけて造った
節は、日数を重ねるほど自然と風味が増し、削り節の素材として最高の品となります。
コクのある旨みとゆたかな薫り。選りすぐりの商品をご紹介いたします。
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宗田節をつくる技法である、伝統の焚納屋式焙乾法で造った燻製は余分な脂が落ち、燻香高い仕上がりです。
深みのある濃厚な味わいをぜひお楽しみください。
宗田節をつくる技法である、伝統の焚納屋式焙乾法で造った燻製は余分な脂が落ち、燻香高い仕上がりです。
深みのある濃厚な味わいをぜひお楽しみください。

たきなやしきばいかんほう

ゆず塩 ： 土佐山の無農薬ゆず酢+黒潮町の「土佐の塩丸」の天日塩
生姜醤油 ： 土佐山の有機生姜+日本最古の醤油蔵「室次醤油」の丸大豆醤油「龍馬」

生姜
醤油ゆず塩

宗田節燻製クリスプは、そのまま
食べられるので手軽におやつ
やおつまみに。パリッと軽い食感
で宗田節の香りが口いっぱい
に広がります。

燻製セットはA・B・C合わせて限定50セットです。



2,700円（税込）

しまんと地栗100％。無糖の生クリームと地栗の
ペーストに、渋皮煮をトッピング。栗の素材で勝負した
シンプルなモンブラン。純粋に栗の味を楽しみ
たい方におすすめです。

しまんと地栗100％。無糖の生クリームと地栗の
ペーストに、渋皮煮をトッピング。栗の素材で勝負した
シンプルなモンブラン。純粋に栗の味を楽しみ
たい方におすすめです。

15しまんと地栗モンブラン
　（９個セット）

4,860円（税込）
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17ひがしやま（12枚セット）
東山は、高知県の山村で昔から作られている
干し芋のこと。四万十産のにんじん芋を使用した
ねっとりとやわらかな食感のスイートポテト風の
仕上がりで、幅広い世代に楽しんでいただけます。

2,592円（税込）

16栗と芋の焼きモンブラン
焼きモンブラン×6個/焼き芋モンブラン×6個

バターたっぷりのサクサクなサブレ生地に
栗または芋のモンブランクリームを重ねています。
アクセントに四万十育ちのお塩「山塩小僧」を
サブレ生地に使用しており、甘さが引き立ちます。

3,180円（税込）

18紅白キントン
ジグリキントン×2個/塩キントン×2個

厳選されたしまんと栗の特選栗を使用した贅沢な
「ジグリキントン」と、国産和栗と四万十育ちのお塩
「山塩小僧」を加えた「塩キントン」のセット。
栗をそのまま食べているような濃厚な味が楽しめます。

3,564円（税込）

19栗と芋キントン
ジグリキントン/塩キントン
イモクリキントン/ジイモキントン

人気の「ジグリキントン」と「塩キントン」に、
国産栗と四万十産のサツマイモ使用の「イモクリキントン」と、
四万十産のサツマイモ「シルクスイート」使用の「ジイモキントン」
が加わった贅沢な４種セット。

3,294円（税込）

20栗山（4個セット）

3,672円（税込）

しまんと地栗を一粒まるごと1年間じっくりとシロップ漬けした
渋皮煮を、新栗のペーストで包んだ贅沢な一品。
栗の甘さや風味をそのまま味わっていただけます。

9

四万十ドラマ
栗とお芋のスイーツ
コンセプトは「ローカル」「ローテク」「ローインパクト」。今までそこにあったものに
新しい考え方で、あたらしい価値をつくってゆく。四万十川流域の自然素材を活かした
ものづくりを行っている「四万十ドラマ」。豊かな土地で大切に育てられた地栗や地芋
を使ったワクワクするスイーツが勢揃い。シンプルな素材の味をお楽しみください。
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いちご風味
ほのかな甘みと
酸味が絶妙

イチゴの香り豊かな
チョコクリーム

ホワイト
独自の製法で
口どけのよい
ミルキーな優しい
味わいのホワイト
チョコクリーム

キャラメル
キャラメルならではの

コク深く
芳醇な味わいの
チョコクリーム

抹茶
抹茶の深い味わいを
満喫していただける
和の香り漂う
チョコクリーム

マロン
四万十栗パウダー
入りのマロン
チョコクリーム

黒糖きなこ
きなこのやさしい
風味に黒糖の甘い
香りとコクを感じる
チョコクリーム

高知の野村煎豆加工店のミレービスケットに
高知の洋菓子店「モンプレジール」の
特製クリームをサンドした、しょっぱさ×甘さの新感覚スイーツ。
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25ミレーサンド・アソート缶
44個入/各11個
（いちご風味/ホワイト/抹茶/キャラメル）

2,700円（税込）

やなせたかし氏がデザインしたキャラクター
ミレーちゃんが描かれた缶はとってもキュート。

27ミレーサンド・アソートBOX
６６個入/各11個
（いちご風味/ホワイト/抹茶/キャラメル
マロン/黒糖きなこ）

3,780円（税込）

26ミレーサンド・キューブBOX
84個入/各21個×４箱 ※個包装
（いちご風味/ホワイト/抹茶/キャラメル）

3,240円（税込）

23ミレーロールセット
ミレーロール（プレーン）/ミレーロール（チョコ）

3,240円（税込）

21ミレーのクールギフト（プレーン）

2,700円（税込）

ミレーのクランチを甘さ控えめのクリームに混ぜ込んだ、
新食感のロールケーキと、クラッシュ＆チョココーティングした
ミレーが入った久保田食品のもなかアイスのセット。

ミレーロール（プレーン）/ミレーアイスもなか×６個

22ミレーのクールギフト（チョコ）

2,700円（税込）

チョコ生地に生チョコクリームとミレーのクランチを巻いた
チョコロールケーキと、クラッシュ＆チョココーティングした
ミレーが入った久保田食品のもなかアイスのセット。　

ミレーロール（チョコ）/ミレーアイスもなか×６個

Mon plais ir
ミレースイーツ

モンプレジール

「野村煎豆加工店」が昭和30年ごろから作り始めた、お塩のしょっぱさがクセになる
ミレービスケット。豆を揚げた油をブレンドし、独特の香ばしさが、子どもから大人まで
みんなに愛されています。ミレーの新しい味わいを探し、高知の洋菓子店「モン
プレジール」との共同開発で生まれた新感覚のミレースイーツをお楽しみください。

24ミレーバスクチーズケーキ
5号（直径15cm）

1,944円（税込）

ケーキの底にはミレーを砕いたザクザク食感の生地。
新鮮な卵、生クリームたっぷりのクリームチーズを使った
生地を高温で焼上げた濃厚バスクチーズケーキ。

ミレー
アイスもなか
ミレーの塩味と
バニラアイスの
甘みがほどよく
調和♪

ミレースイーツには
ミレービスケットがザクザク
入っています！



3,660円（税込）

30ほうじ茶大福とみずだしほうじ茶のセット
満天の星大福（8個入り）×２/みずだしほうじ茶（10g×20パック）

12 13

31｢ほうじ茶専門店｣拘りの茶菓セット
満天の星大福（8個入り）/ほうじ茶ロールケーキカット×2個
ほうじ茶シュークリーム×3個

2,800円（税込）

ほうじ茶ロールケーキ ： ふわふわの生地にたっぷりのほうじ茶生クリームが包まれています。
ほうじ茶シュークリーム : ほうじ茶の生クリームがたっぷり詰まって満足感があります。

28満天の星大福（3種×各４個）
満天の星大福×4個/きなこよもぎ大福×4個/ほうじ茶ラテだいふく×4個

2,120円（税込）

満天の星大福（ほうじ茶大福） ： ほうじ茶のほろ苦さ、こしあんと生クリームの甘さが絶妙なバランス。
きなこよもぎ大福 ： きなことよもぎの香りが口いっぱいに広がります。中にはつぶあんがたっぷり。
ほうじ茶ラテだいふく ： もちもちの餅生地の中にほうじ茶生チョコレートが入った至福の大福。

29冬の満天セット
満天の星大福×6個/ほうじ茶生チョコレート×14本
ほうじ茶ペカンナッツ５ｇ×５個

ほうじ茶生チョコレート ： ほうじ茶のほろ苦さとチョコレートの甘さが絶妙な大人の味わい。
ほうじ茶ペカンナッツ ： カリッとローストし、チョコでコーティング。ほうじ茶をたっぷりまぶしています。

2,850円（税込）

満天の星
ほうじ茶スイーツ
満天の星広がる清流四万十川の源流点に位置する津野町。お茶の歴史は江戸時代に
はじまります。現代でも豊かな水と澄み切った空気のある大自然の中、上質な茶葉を
育てています。愛情いっぱいな茶葉をたっぷり使ったスイーツには、食べた人を笑顔に
する豊かな魅力があります。
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※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。アルコールは20歳未満の方はお申し込みいただけません。

文本酒造
日本酒
文本酒造は高知県の中西部、高原の町四万十町で明治36年から酒造りを続ける
蔵元です。酒の仕込み水には、創業以来四万十川の伏流水をろ過して使用して
おり、創業から変わらぬ信念で酒質を守り続けています。

32日乃出桃太郎 大吟醸・純米吟醸セット
日乃出桃太郎 大吟醸 720ml
【アルコール分】１６度【原材料名】米（国産）/米麹（国産米）/醸造アルコール【精米歩合】50%

日乃出桃太郎 純米吟醸 720ml
【アルコール分】16度【原材料名】米（国産）/米麹（国産米）【精米歩合】60％

3,500円（税込）限定
50セット

限定
50セット

限定
50セット

熟成酒

33文本酒造 飲み比べセット
仁井田米でつくった純米酒 720ml
【アルコール分】16度【原材料名】米（国産）/米麹（国産米）
【原料米】四万十町産特別栽培米「にこまる」100%使用【精米歩合】70%

3,200円（税込）

日乃出桃太郎 特別純米 鬼ころし(超辛口) 720ml
【アルコール分】16.5度【原材料名】米（国産）/米麹（国産米）
【原料米】高知県産土佐麗100%使用【精米歩合】60%

熟成酒

34本醸造 霧の里セット
本醸造 霧の里 720ml×２本
【アルコール分】16度以上17度未満
【原材料名】米（国産）/米麹（国産米）/醸造アルコール【精米歩合】60%

3,200円（税込）熟成酒



ラ・ヴィータセレクト
イタリアワイン

16 17※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。アルコールは20歳未満の方はお申し込みいただけません。

38“アレグロ”プリミティーヴォ

チェリー、プラムやバニラを思わせるフレッシュな香り。
味わいはフレッシュで、ダークベリーなどの赤い果実のな
かにハーブやバニラが感じられる、フルボディのオーガニック
ワインです。ラム、牛肉、そしてジビエにも最適です。

赤ワイン辛口

2,200円（税込）

ワインセット

39アレグロ ワインセット
“アレグロ”シャルドネ
“アレグロ”プリミティーヴォ

3,900円（税込）

ワインセット

45ラクリマ ワインセット
ラクリマ・クリスティ・ビアンコ
ラクリマ・クリスティ・ロッソ

4,600円（税込）

43ラクリマ・クリスティ・ビアンコ

手摘みしたブドウをソフトプレスし、低温管理された
ステンレスタンクで発酵させています。黄金色で、
アーモンドの特徴を感じさせるスッキリとした香り。
味わいは辛口で、調和がとれています。
“ラクリマ・クリスティ”とは、「キリストの涙」の意味です。

白ワイン辛口

2,400円（税込）

44ラクリマ・クリスティ・ロッソ

手摘みしたブドウをソフトプレスし、低温管理された
ステンレスタンクで発酵、熟成させています。ルビー色で、
ベリー系を思わせる芳醇な香り。味わいは辛口で、
濃厚、調和がとれています。
“ラクリマ・クリスティ”とは、「キリストの涙」の意味です。

赤ワイン辛口

2,400円（税込）

ワインセット

42トスカーナ ワインセット
“レ・リメ”トスカーナ
“コル・ディ・サッソ”トスカーナ

3,900円（税込）

40“レ・リメ”トスカーナ

フリーランジュースをステンレスタンクにて低温で発酵させ
造られた白ワイン。緑色を帯びた麦わら色、フルーティな香り、
酸味のバランスのとれたフレッシュな味わい。“レ・リメ”とは
「韻」の意味で、ハーモニーのとれたワインを表しています。

白ワイン辛口

2,200円（税込）

41“コル・ディ・サッソ”トスカーナ

“コル・ディ・サッソ”とは「石の丘」の意味で、モンタルチーノの
石の多い土壌を表現しています。サンジョヴェーゼが果実味を、
カベルネ・ソーヴィニョンがボディをもたらしています。
若 し々く、濃いめのルビー色、香りはフレッシュでスパイスが
感じられる、ソフトでバランスのとれたワインです。

赤ワイン辛口

2,200円（税込）

36ドゥーカ・ディ・サラパルータ・
ブリュット

発酵後の白ワインを澱の上で熟成させるシュール・リーを
施しているため独特の風味があり、バランスがとれた
フレッシュでエレガントな辛口スプマンテ。フレッシュな
フルーツとかすかなパンの香り、複雑でありながらバランス
のとれた味わいです。

スパークリングワイン辛口

2,200円（税込）

720ml 【品種】グレカニコ・シャルドネ【生産者】サラパルータ

35“フラテッリ・コスモ”
プロセッコ・エクストラ・ドライ

フルーティな味わいながら、しっかりとした骨格を感じる、
エレガントなスプマンテです。愛らしいラベルには、
「愛する人と美味しいワインをシェアする喜び」をこの
ワインを通じて感じて欲しい、というオーナーのコスモ兄弟
（イタリア語で“フラテッリ・コスモ”）の願いがこめられています。

スパークリングワイン辛口

1,700円（税込）

720ml 【品種】グレーラ【生産者】ベッレンダ 720ml 【品種】シャルドネ、ピノ・グリージオ【生産者】バンフィ

720ml 【品種】コーダ・ディ・ヴォルペ【生産者】デ・ファルコ・ヴィーニ

720ml 【品種】カベルネ・ソーヴィニョン、サンジョヴェ－ゼ【生産者】バンフィ

37“アレグロ”シャルドネ

熟したシトラスにバニラの香りが感じられ、味わいは
リンゴやバター、オークが感じられる芳醇なまろやかさ。
一部をオーク樽で熟成、残りは澱とともに約6ヶ月スキン
コンタクトが行われます。サラダや鮮魚、甲殻類などに
合わせてお楽しみください。

白ワイン辛口

2,200円（税込）

720ml 【品種】シャルドネ【生産者】マーレ・マンニュム 720ml 【品種】プリミティーヴォ【生産者】マーレ・マンニュム

720ml 【品種】ピエディロッソ【生産者】デ・ファルコ・ヴィーニ
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46おおとよ
　ブルーベリーワイン（甘口）
500ml

4,000円(税込)

47おおとよ
　ブルーベリーワイン（やや辛口）
500ml

4,000円(税込)

高知県大豊町の
完熟ブルーベリー100%使用
国内でも非常に希少なワインです。
500mlに約800粒のブルーベリーが含まれています。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。アルコールは20歳未満の方はお申し込みいただけません。

商品のお受け取り方法

お申込み方法について

お問合せ

７日前までにお申し込みください。1 ご注文

2 お受け取り ラ・ヴィータ 2Ｆ　10：00am～6:00pm (定休/月曜日)
店頭受取

1 ご注文

2 お届け 宅急便でお届け先様にお送りします。

ご指定の希望日時にお届けします。　お申し込みから７日目以降をご指定ください。

配送希望

(088)871-1112
申込用紙はラ・ヴィータ高知店のホームページからダウンロードできます。

https://la-vita.co.jpＦＡＸ

インターネット
ネット注文特典 ： 掲載商品５％割引 WEBで簡単注文！
※ 割引率は掲載価格に対してです。ラ・ヴィータのポイントはご利用いただけません。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/liquor-lavita/

Yahoo!ショッピング お酒の通販ラ・ヴィータ

九州・中部・北陸四国 中国・関西 信越・関東 東北 沖縄県 北海道

770円

550円 660円 715円 770円 990円 1,870円 1,650円

880円 935円 990円 1,210円 2,090円 1,870円

地域

常温便

クール便(冷蔵・冷凍)

★送料一覧表（税込）【1ヵ所の配送先】

＊ 商品にモデルチェンジが発生した場合、同格または上級種の商品に変更させていただく場合がございます。

＊ 交通事情により、商品のお届け時間が多少前後する場合がございます。また、お申し込み日と地域によっては、ご希望日にお届けできない場合がございます。

電話 (088)871-1111　10：00am～5：30pm (定休/日曜日)

里人
ブルーベリーワイン
高知大学地域協働学部の学生と教員を中心に設立された「株式会社里人」。地域の
良質で優れた産品を消費者に提供することを通じて、地域の魅力を発信しています。
高知大学学生と地域が協働して作り上げたブルーベリーワインをお楽しみください。


