


アリサンはジャックとフェイが二人で始め、35年になりま
した。最初は、ベジタリアン食材、自然食品の原始的なメ
ールオーダーでした。当時は正直、どれくらい続けられる
のかわかりませんでしたが、今日こうして続けられている
のも、町の自然食品店やカフェ、汚染されていないエコで
公正に取り扱われた食材を望んでいる一人一人の意識の
収斂、お客様みなさまのおかげです。

地球規模で活躍する大企業や行政がやっと、我々が地球
を破壊しつつあることに気がつきはじめています。食物の
生産工程において大幅な改革が必要なのは確かなはず。
化学物質の使用を削減し、地球に負荷を強いる単一栽培
を避け多様性に舵をとる。食事は肉や魚介類を控え全粒
穀物、豆類、野菜を心がける。味気なく聞こえるかもしれ
ないけど、環境へのダメージを軽減していくには必須とも
思えます。それを踏まえて、2023年の抱負をお話しさせ
ていただきます。

「アリサン」の会社名は。最愛のパートナー、フェイの故
郷に因んだものです。台湾中南部の山間地。手付かずの
自然に恵まれた山並み、その中でも標高のひときわ高い
山が阿里山です。この2年間フェイは、台湾でかなりの時
間を費やし、有機農法や自然農法を実践する生産者と親
交を深めて来ました。アリサンを始めた当初、日本で台湾
の有機食材など見当たらなかったのを考えれば、現在は
劇的な変化を遂げたと言えます。コーヒー豆、フルーツ、
調味料、お茶など。2020年には、台湾と日本が有機食品
の同等性を認め合うに至っています。台湾と日本とは身
近な国ですが、食についてや、味に関しては、日本と違いがあります。日本に住んで38年のフェイを通して、台湾料理につ
いての教室を、2022年7月にオープンした東京都渋谷区のアリサンパークでも開催していこうと企画中です。

もう一つ、昨年末にアリサンは、自社倉庫、物流網、経済的支援を駆使して、「ウクライナフードバンク」や国内企業と協
力して、100パレットを超えるコンテナ4本分の衣料品、食料、救急用品をウクライナに送らせていただきました。今後も
同様の支援を続けてまいります。ご支援をお考えの方がいらっしゃれば、ご連絡いただきますようお願いいたします。山
あり谷ありの近年です。それでもみんな一緒に美味しく楽しく、健全な食事を分かち合うささやかな瞬間が持てたら素敵
だし、それが私の想いです。皆様のおかげで、オーガニックの輪が着実に強く、そして大きくなっています。

Welcome to Alishan

ジョン・ベリス
アリサン有限会社代表心より感謝を込めて。

社名のアリサンは、社長のパートナーの故郷である
台湾の山「阿里山」から来ています。阿里山は標高
が高く、厳しい自然環境にあるのですが、大変美し
いところです。また、そこに住む人々は歴史や自然
への造詣が深く、皆が助け合って暮らしています。
そんな阿里山のような場所を作りたいという想い
から名付けられました。

アリサン商品へのこだわり！アリサン商品へのこだわり！アリサン商品へのこだわり！
弊社では設立当初より、下記の「こだわり」を持って商品を取り扱ってきました。
①日本国内で製造が不可能、もしくは困難なもの
②地球環境及び生産者の健康を害さない方法で製造されたもの
③家族経営農家や小規模生産者をサポートし、さらには顔の見える関係が築けているもの
④生産者の経済を圧迫しないフェアトレード商品であるもの
⑤消費者が安心して食べられるベジタリアン食で、オーガニックもしくは無添加のもの、珍
しいエスニック食材など

アリサンの由来
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秩父連峰を望む自然豊かな高麗の地にアリサンオーガニックセンターはあります。大きな木に囲まれた
デッキとその横を流れる高麗川。アメリカの農村風景に見られるような納屋スタイルの建物は、1Fにカ
フェとオーガニックやベジタリアン、ヴィーガン食材が購入できるテングショップを併設しています。ここ
をみなさんと語り合い、学び、楽しむ事ができる場にしたいと思っています。今後もオーガニックセンタ
ーを起点とした様々な企画を通して、多くのみなさんと出会えることを心から楽しみにしています。
主なオーガニックセンターのイベントは、初夏に行われるアリサンフードカーニバル。このイベントでは、
アリサンが取り扱う世界各国の食材の使い方や味の紹介、アリサンスタッフが考案し
たレシピを味わっていただけます。
それと、秋に行われるアリサンマーケットデイ。こちらはオーガニック、ベジタリアン、
循環、持続性などのテーマに日頃活動されている方々にご出店いただき、アリサンス
タッフと一緒にお客様との交流を深め、みんなで楽しむイベントです。
その他には、キャンドルナイト、ハロウィンパンプキンカービングなどがあります。

Welcome to Alishan Organic Center
アリサンオーガニックセンターについて

阿里山カフェ  Alishan Cafe

2022年7月13日にオープンしたアリサンカフェの2号店“アリサン
パーク”代々木公園沿いの緑色の建物が目印。本店オリジナルな
樹々に囲まれたくつろぎの空間を代々木にも再現しながら、おいし
いものと街ゆく人の交流拠点として、より良い食べ物を知り、学び、
楽しむきっかけにあふれた場所つくりをしています。サステナブル
をテーマにイベントやマルシェも開催し、身体と地球にやさしい空
間となっています。

阿里山パーク　Alishan-Park

ウッドデッキに立てばすぐそこに高麗川の清流が見下ろせ、リラックスした
雰囲気の中で世界各地から届くオーガニック食材と、地元農家の四季折々
の新鮮野菜を使ったベジタリアン料理を満喫いただけます。ランチの後は、
日和田山へハイキング。晴れた日には見晴らしのいい頂上でひと息ついたら、
カフェの脇の河原を通って巾着田のお花畑を散策できます。遊び疲れたらカ
フェに戻って手作りのナチュラルスイーツとお茶をお楽しみください。身体に
も心にもうれしい時間がここにあります。ホームページなどでは、カフェの
情報を掲載していますので、併せてご利用ください。

カフェの営業時間

Website：www.alishan-organics.com
メニューなどの詳しい内容はホームページをご覧下さい。

アリサンへの
アクセス（動画）
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ピザ＆冷凍食品
Pizza & Frozen Food

パン
Bread

お菓子＆キャロブチョコレート
Snacks & Carob Chocolate

ナチュラルバー＆フレッシュミント
Natural Bar & Fresh Mint

チョコレート類
Chocolate

チョコレート類
Chocolate People Tree

烏龍茶＆紅茶&ハーブティー
Oolong Tea & Tea & Herb Tea

ハーブティー
Herb Tea

コーヒー＆ココア＆穀物飲料＆チャイ
Coffee & Cocoa & Cereal Drink & Chai

調理用品&本＆ボディケア
Cooking Supplies & Books & Body Care

業務用サイズ料金表
Bulk Size Price List

新商品
New products

粉類
Flour

ナッツバター＆スプレッド&甘味料
Nut Butter & Spread & Sweeteners

製菓材料
Baking Supplies

プラントベース
Plant Based

パスタ＆麺類&雑穀類
Pasta & Noodles & Grains

調味料
Sauce

オイル＆ビネガー
Oil & Vinegar

トマト類&ハーブ
Tomato & Herbs

スパイス
Spice

ジュース
Juice

ジュース&豆乳&ビール
Juice & Soymilk & Beer

チーズ＆植物性バター
Cheese & Plant Base Butter

エスニック食材
Ethnic Food

シリアル＆フルーツナッツミックス
Cereals & Fruit Mix

ドライフルーツ＆ナッツ
Dried Fruits & Nuts

豆&豆ミート
Beans & TSP

スープ＆カレー
Soup & Curry

豆缶&豆レトルト
Canned Beans & Pre-Packaged Beans

目　次 INDEX

11：30～18：00／定休日：火・水／Tel：042-982-4823

カフェの営業時間

Website：https://alishanpark.com/
詳しくは、ホームページをご覧ください。

7：30～18：00／定休日：水・木
Tel：090-9680-7331

アリサンで取り扱う世界各国から届くオーガニック、ベジタ
リアンのすべての食材をご用意しております。それらの商品
は、欧米などのナチュラルショップで販売されている定番食
材や、エスニック食材などバラエティー豊かな品々です。
そのほかに、週末は地元農家さんが旬のオーガニック野菜
や、天然酵母を使ったパンの販売もしていますし、阿里山カ
フェのお料理やスイーツに使っている調味料や製菓材料も
販売していますので、気になる食材がありましたらカフェス
タッフにお気軽にお尋ね下さい。テングショップ営業時間
は、カフェの営業時間と同じ時間帯となります。

テングショップ　Tengu shop



◆オンラインでのご注文方法
＊弊社のオンラインサイトからIDとパスワードを申請していただき、登録後ご利用いただけます。お問い合わせフォームもしくは、onlineinfo@alishan.jpに必要な
内容（会社名、ご登録のお電話番号、ご担当者名、ご登録希望のメールアドレス）をご記入の上、メッセージにIDとパスワードの申請とご記入し、お送り下さい。
発行には、数日お時間をいただく場合がございます。また、ログイン後、ページ下部よりメールアドレスをご登録いただくと、ニュースレターPDF版や入荷予定の
お知らせをお受け取りいただけます。

お取り引きのご案内

Producers
生産者・メーカー紹介

Recipe
レシピ

Tips
豆知識

Usage
使い方

場合により認証がJASか
OGのどちらかになる商品

海外で認証を受けた
オーガニック商品

乳成分を含む商品 新商品

↓値下がり商品↑値上がり商品

冷凍流通商品

通年冷蔵流通商品

原料のすべて（もしくは一部）に
オーガニックのものを使用した商品

慣行栽培で
作られた商品

夏期冷蔵扱い 国内仕入れ商品

有機JAS認証品
（2023.1現在）

マークの説明

N21A  100ｇ×12（入数）
￥800↑
JAN：4532416200157
商品サイズ：200×120×20
賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200300

アーモンド
カリフォルニア州で生産されたオーガニックのアーモンドです。その
ままでも召し上がれます。ローストすると香ばしさが増します。

アーモンド（生）
Almonds  ピュリティ・オーガニックス（米）

原材料名

パッケージの大きさ（mm）
JANコード番号
価格（税抜き表記）
商品容量及び入数
商品番号
英語商品名／取扱メーカー・産地
日本語商品名
認証マーク

商品説明

業務用サイズがある商品に表記
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お取り引きをご希望の事業主様は、口座開設のための登録が必要となります。
ご注文は、オンラインもしくは、ファックスでの対応をしております。

カタログの読み方

◆ご注文の締切時間について
＊平日の正午までに受付したご注文は、翌営業日に出荷することを基本としております。
＊土日祝日、その他弊社休業日にご発注いただいた注文は、翌営業日の受付となります。
＊当日出荷、当日出荷分のご変更はできかねますので、予めご了承ください。    

◆ご注文内容の変更について
＊追加の場合　オンラインで発注の場合、ご追加分もオンラインでご注文をお願いします。送料については、こちらで合算しますので、元のご注文番号と追
加の旨のコメントのご入力をお願いします。追加のご注文もリードタイムは、正午までのご注文で、翌営業日出荷となります。
＊キャンセルの場合　やむを得ず、キャンセルとなる場合は、出荷前日の正午までにご連絡ください。それ以降の変更は、基本的にできかねますので、予め
ご了承ください。緊急時は、TEL:042-982-4812（アリサン有限会社）へご連絡ください。受付時間：平日10：00ー16：00　土日祝日は休業（その他年末
年始などの休業日あり）

◆その他
＊同一工場内／小分け施設内でのアレルゲン物質取扱状況につきましては、別途お問い合わせ頂けますようお願いします。
＊商品をバルクサイズ、業務用サイズでご購入の際には、保管状況に気をつけてお取り扱い頂きますようお願い致します。
＊不良品などのご返品は納品書発行日より1週間～10日以内にお申し付け下さい。その後になりますとお引き受け致しかねますのでご了承下さい。
＊大量発注の場合は、ご相談下さい。
＊ほとんどの取扱品が輸入品の為、メーカー側での在庫の有無、船積み状況によって一時的に欠品、休売する可能性がある旨ご了承下さい。
＊有機JAS申請は輸入ロット毎になりますので、カタログ上で有機JAS認証商品であっても、輸入ロットによっては海外有機認証団体による認証商品にかわ
る可能性があることも予めご了承下さい。
＊本カタログの価格はすべて税抜表示となっております。
＊請求書は、WEB明細システムを利用し、ご登録のメールアドレスに送信いたします。
＊お支払いの振込手数料はお客様のご負担となります。

＊離島地域の送料につきましては、別途弊社にご連絡下さい。
＊冷蔵・冷凍品が含まれる場合は、お買上額に関わらず別途冷蔵・冷凍配送料400円ずつ、沖縄は個数毎に1,800円ずつをご請求させて頂きます。
＊重量、小口数に関わらず、地域によっては、発送から納品までにかかる日数がこれまでより1～2日多くかかることが予想されますので、余裕をもってご発注いた
だけますようお願いします。

＊商品は事前の断りなく、パッケージ、原材料、メーカー、サイズ、色、産地が変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
＊代金引き換えをご希望のお客様は、別途手数料400円を承ります。
＊国内仕入れ商品につきましては、弊社事由による欠品とは異なるため、欠品により下代3万円を下回った場合の送料はご負担下さい。ご了承のほど宜しくお願い
致します。国内仕入れ商品には、国内仕入れマークを表記しております。

＊国内仕入れマークがついている商品が欠品したことで規定の３万円に届かず生じる送料負担、また、再入荷時の送付に対して規定の３万円に届かない際には
送料が掛かる旨、ご了承頂けますようお願い申し上げます。

＊卸オンラインは、下代合計2万円以上のご注文で、基本送料が無料となりますが、欠品商品の発送時の送料はご負担いただきます。
◆出荷期限について
常温品・冷凍品 → 賞味期限 3ヶ月未満出荷停止 チーズ・バター各種 → 賞味期限 1ヶ月未満出荷停止 ピタブレッド → 賞味期限 3週間未満出荷停止

◆オンライン注文とファックス注文の送料について ＊送料はご注文金額に応じて以下の内容で対応しております。（表記は税別となります。）

※冷凍、冷蔵の箱のサイズは、縦・横・高さ三辺合計が120cm未満

北海道・中国・四国・九州

沖縄

下代合計 3万円未満 基本送料に追加下代合計 3万円以上
下代合計 2万円未満下代合計 2万円以上

ファックス注文
オンライン注文

東北・関東・甲信越・中部・北陸・関西 0

0

1個口：1,800　2個口以上：2,700 個数ごとに：1,800

＋400

＋400

   840

1,140

基本送料に追加
基本送料（￥）注文方法／発送先地域 冷蔵品・冷凍品（￥）

◆ファックスでのご注文方法
＊商品番号、容量、数量を用紙にご記入いただき、ファックスにて送付してください。カタログの巻末に発注用紙を添付しておりますので、そちらをご利用ください。



4 New products

新
商
品

→ P12 記載商品

→ P9 記載商品

C60　300ｇ×12（入数）　￥390 

スチールカットオーツ
Steel Cut Oats   グレインミラーズ（米）

→ P13 記載商品

→ P7 記載商品 → P11 記載商品

F52　60ｇ×12（入数）　￥480

台湾ハイビスカス（ローゼル）
Taiwan Dried Roselle  （台湾）

F53　30ｇ×12（入数）　￥538

台湾なつめ（種あり）
Organic Taiwan Red Dates  （台湾）

→ P17 記載商品

M132　275ｇ×12（入数）　￥950

バーベキューソース（ブラックガーリックタイプ）
BBQ Sauce Black Garlic   ACME Organics（米）

J71　1000ml×8（入数）　￥1,030

ヴィタモント アップルジュース 1L
Vitamont Apple Juice 1L  ヴィタモント（仏）

→ P22 記載商品

P53　500ｇ×12（入数）　￥720

レンズ豆（皮付き）
Whole Red Lentil  タイムレス（アメリカ）

N45S　30ｇ×12（入数）　￥369

ペカンナッツ（生）
Pecan Nuts  （アメリカ）

→ P9 記載商品

N44S　30ｇ×12（入数）　￥297

カシューナッツ（生）
Cashew Nuts  トラディン（ベトナム）

→ P9 記載商品

N21S　30ｇ×12（入数）　￥369

アーモンド（生）
Almonds  ピュリティ・オーガニックス（米）

→ P9 記載商品

N26S　30ｇ×12（入数）　￥369

くるみ（生）
Walnuts  フェラーリファーム（米）

B188　40ml×8本×12（入数）　￥1,200

フルーツ・アイス・ポップス
Fruit Freezer Pops  Popseco（デンマーク）

→ P29 記載商品

→ P9 記載商品

N47S　30ｇ×12（入数）　￥297

ピーナッツ
Peanuts  Nutrin（アルゼンチン）

→ P9 記載商品

F38S　30ｇ×12（入数）　￥369

フンザ産アプリコット
Apricot Funza  Organo Botanica（パキスタン）

→ P9 記載商品

F03S　30ｇ×12（入数）　￥297

なつめやし・マジョール種
Medjool Date  ジュエルデイツ（米）

→ P9 記載商品

F39S　30ｇ×12（入数）　￥297

バナナチップス
Banana Chips  CBL Natural Foods（スリランカ）



5New products

→ P24 記載商品 → P28 記載商品

→ P21 記載商品

→ P14 記載商品 → P14 記載商品

→ P27 記載商品

→ P14 記載商品

M135　283g×6（入数）　￥550

3種豆のヴィーガンチリ
Three Bean Vegan Chili  Bean Vivo Organic（米）

M136　283g×6（入数）　￥550

ピント豆のスモーキーバーベキュー
Smoky BBQ Pinto Beans  Bean Vivo Organic（米）

M137　283g×6（入数）　￥550

ひよこ豆のココナッツカレー
Coconut Curry Chickpeas  Bean Vivo Organic（米）

→ P21 記載商品

→ P25 記載商品

X81　100ｇ×12（入数）　￥350

OMNIツナ オイル漬け
OMNI Canned Tuna in Oil  
グリーンマンデイ（タイ）

XX39　50ｇ×22（入数）　￥360

デーツ＆フィグ チョコレート
Dates & Figs  フェアトレードカンパニー（スイス）

XX40　50ｇ×22（入数）　￥360

ジンジャー＆レモン チョコレート
Ginger & Lemon  フェアトレードカンパニー（スイス）

→ P31 記載商品 → P31 記載商品→ P30 記載商品

新
商
品

B562　50ｇ×12（入数）　￥390

ローバイト ピーナッツ
Raw Bite Peanut
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

M36　374ｇ×15（入数）　￥890

全粒粉トルティア・ブリトーサイズ
Sprouted Wheat Tortillas Burrito Size
アルバラドST.ベーカリー（米）

XX38　85ｇ×10（入数）　￥760

抹茶フィリングチョコレート
Matcha Filling Chocolate  フェアトレードカンパニー（スイス）

H135　227ｇ×7（入数）　￥830

プラントベース モッツァレラチーズ風 シュレッド
Plant-based Mozzarella Cheese Shreds 
Good Planet Foods（米）

K37　100ｇ×12（入数）　￥630

台湾ヴィーガンジャーキーバーベキュー味
Vegan Jerky Chacoal Grilled  
Super Elephant（台湾）

K38　100ｇ×12（入数）　￥630

台湾ヴィーガンジャーキー山椒味
Vegan Jerky Sichuan Pepper  
Super Elephant（台湾）



グルテン
Gluten  Azure（米）

G47　200g×12（入数）
￥1,000↑
JAN：4532416900187  
商品サイズ：250×140×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416900972

小麦グルテン

有機小麦から作りました。パン種に使
うと、ふっくら、しっとりしたパンができ
上がります。

6 Flour

粉 

類
日本では「モロコシ」や「たかきび」と呼ばれる雑穀です。全粒のまま
石臼でひきました。パンやお菓子作りにどうぞ。

ソルガムフラワー
Sorghum Flour  ボブズ レッドミルズ（米）

G151　624g×4（入数）
￥1,100↑
JAN：039978116420
商品サイズ：60×130×220

賞味期限：18ヶ月

全粒ソルガム

ひよこ豆とそら豆のミックス粉です。ピザ、ケーキ、クッキーなど色々
な製菓材料としてご利用いただけます。レシピにある米粉の代わり
にお使いいただけます。

ひよこ豆＆そら豆フラワー
Garbanzo & Fava Flour  ボブズ レッドミルズ（米）

G153　624g×4（入数）
￥1,500↑
JAN：039978114570
商品サイズ：60×130×220

賞味期限：18ヶ月

ひよこ豆、そら豆

スペルトフラワー
Spelt Flour  ボブズ レッドミルズ（米）

G166　567g×4（入数）
￥1,100↑
JAN：039978118943
商品サイズ：60×130×220

賞味期限：24ヶ月

スペルト小麦

ふすま、胚芽を残して製粉したオーガニックの薄力粉。粘りが少な
いのでケーキ＆クッキー作り、てんぷらの使用に適しています。

全粒薄力粉　
Whole Wheat Pastry Flour  Azure（米）

G132　680g×12（入数）
￥600
JAN：4532416901238  
商品サイズ：80×160×230

賞味期限：12ヶ月

全粒小麦

ふすま、胚芽を残して製粉したオーガニックの強力粉。パン、うどん
作りにもどうぞ。

全粒強力粉
Whole Wheat Bread Flour  Azure（米）

G131　680g×12（入数）
￥650
JAN：4532416901221
商品サイズ：80×160×230

賞味期限：12ヶ月

全粒小麦

幅広く使用できる強力粉に近い中力粉。多目的粉として欧米で一
般的な粉。製パン、製菓とマルチにお使いいただけます。

無漂白小麦粉
Unbleached White Flour  Azure（米）

G133　680g×12（入数）
￥670
JAN：4532416901245 
商品サイズ：80×160×230

賞味期限：12ヶ月

小麦

とうもろこしのあら挽き粉。コーン・ブレットやマフィン、パンケーキの
材料に。また料理にコクをつけたり、揚げ物の衣にも使用できます。

コーンミール
Cornmeal  Azure（米）

G134　680g×12（入数）
￥640↑
JAN：4532416901252   
商品サイズ：80×160×230

賞味期限：12ヶ月

とうもろこし

バターミルクが入ったミックス粉です。ふっくらしたパンケーキが出
来ます。メープルシロップやアガベシロップ、ジャムなどを添えたり、
お食事風にアレンジも出来ます。

バターミルクパンケーキミックス
Butter Milk Pancake Mix  ジュストー（米）

スペルト小麦は、現在のパン用小麦の原種と言われる古代穀物です。
人工的な品種改良が行われていません。

オ－ツ麦ふすま
Oat bran  ジュストー（米）

C37　500g×12（入数）
￥850
JAN：4532416900217    
商品サイズ：190×140×40

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416900989

オーツ麦ふすま

オーツ麦の外皮の部分です。製菓・
製パンで少し加えるだけで香ばしさや
風味が豊かになります。

小麦胚芽
Raw Wheat Germ  ジュストー（米）

C39　250g×12（入数）
￥420
JAN：4532416900248   
商品サイズ：260×180×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416300543

小麦胚芽

マフィン、クッキー、パンなどを作るとき
に加えるとコクが増します。ローストを
していない生タイプです。

大豆粉
Soy Flour  Kialla Pure Foods（豪）

G41　500g×12（入数）
￥550
JAN：4532416300086  
商品サイズ：300×180×20

賞味期限：6ヶ月

大豆

製菓・製パンに使用できます。大豆を
粉砕しただけで焙煎していません。パ
ンやお菓子作りに、小麦粉に混ぜて
お使い下さい。

G36　300g×12（入数）
￥630
JAN：4532416901306
商品サイズ：55×140×230

賞味期限：10ヶ月

小麦粉、バターミルク、
砂糖、食塩／ベーキングパウダー、
重曹

Recipeグルテンフリー＆ヴィーガンマフィン

小麦ふすま
Wheat Bran  ジュストー（米）

G09　250g×12（入数）
￥500
JAN：4532416900156  
商品サイズ：260×180×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416900996

小麦ふすま

小麦の外皮の部分です。ローストをし
ていない生タイプ。料理、製パン、製
菓時に小麦粉に少し混ぜると奥深い
風味が楽しめます。

材料：12個
Aバナナ…2本
プラントベース スプレッド…100g
甜菜糖…70g
食塩…少々
ソーイミルクプレーン…100ml
B玄米粉…125ccカップ×２
ひよこ豆＆そら豆フラワー…125ccカップ×１
ソルガムフラワー…125ccカップ×１
ベーキングパウダー…小さじ×3

作り方：
❶ボールにバナナを入れてマッシュし、その他Aの
原材料を入れてよく混ぜる
❷Bの原材料をふるいながら、ボールに入れて、ざ
っくりと混ぜる
❸180℃で20分焼いて出来上がり。
❹お好みでナッツやドライフルーツを100gほど加え
ても良い。



7Baking Supplies

オレンジエキストラクト Orange Extract
￥1,200 JAN：651170001061

G27

レモンエキストラクト Lemon Extract
￥1,200 JAN：651170001078
香料（レモン）６％、水分62%、エタノール32%

G28

バニラエキストラクト Vanilla Extract
￥1,400

G22
JAN：651170001009

香料（バニラビーンズ）１％、水分64%、エタノール35%

オーガニックアルコールに浸けて香りを抽出した
エキストララクト。中蓋は付いておりません。

フレーバーオーガニック（米）　59ml×12（入数）

アーモンドエキストラクト Almond Extract
￥1,200 JAN：651170001085
香料（アーモンド）6%、水分60%、エタノール34%

G25

ペパーミントエキストラクト Peppermint Extract
￥1,200 JAN：651170001054
香料（ペパーミント）4%、水分63%、エタノール33%

香料（オレンジ）5%、水分62%、エタノール33% 

G26

商品サイズ：40×40×100　賞味期限：60ヶ月

有機とうもろこしから作った澱粉。
酸化防止剤不使用。お菓子作り
や料理作りに幅広くご利用くださ
い。

地中海地方に育つ有機いなご豆
のさやを粉にしたもの。ココアの
代用としてパン、おかし作りにお
使いいただけます。

廃糖蜜で時間をかけてイーストを培養する昔ながらの製法を40年
以上続けています。容量が多いので頻繁にパンを焼く方にはお勧
めです。15分位予備発酵をさせてからお使いください。

ドライイースト（瓶）
Alishan Baking Yeast  バイタム・ヘッフェ（独）

G12　114ｇ×12（入数）
￥930
JAN：4532416900231
商品サイズ：60×60×60

賞味期限：18ヶ月

イースト

乳化剤などの添加物を使用しないイーストです。温度適応が強く
パンがよく膨らみます。

ドライイースト（3袋パック）
Red Star Dry Yeast 3-Pack  レッドスター（メキシコ）

G16 （7ｇ×3）×18（入数）
￥415
JAN：017929000202
商品サイズ：200×85×5

賞味期限：24ヶ月

イースト

〈業務用有〉 3776ml
JAN：651170001153

キャロブパウダー
Roasted Carob Powder  桜井食品（イタリア、スペイン）

G20S　200ｇ×12（入数）
￥380↑
JAN：4960813902211
商品サイズ：218×140×12

賞味期限：6ヶ月

いなご豆のさや

G128　100ｇ×12（入数）
￥250
JAN：4532416200485 
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200492

ココナッツ

完熟の有機ココナッツをカットした後乾
燥させ油を絞り出してから滑らかなパウ
ダー状にしました。製菓材料や製パン、
お料理など幅広くお使いいただけます。

コーンスターチ
Corn starch  アグラナ（オーストリア）

G105　100ｇ×12（入数）
￥250
JAN：4532416901184
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901177

とうもろこし

ココナッツフラワー
Coconut Flour  CBL（スリランカ）

カカオニブ
Cacao Nibs  Azure（ペルー等）

T28　100g×12（入数）
￥620
JAN：4532416900934    
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901146

カカオニブ

ほろ苦く、甘さはありません。香ば
しさ、クランチーな歯ごたえを生か
して、お菓子作り、またワインやチ
ーズといっしょにおつまみにも

愛玉子
Kay's Lilly Flower Jelly Seed  （台湾）

G58　20ｇ×12（入数）
￥428
JAN：4532416900750
商品サイズ：160×98×10

賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉 バルク

愛玉子

愛玉子は台湾の山に育つ野生
植物の種です。タピオカや緑豆、
この愛玉子をトッピングしたかき氷
は台湾の夏の定番スイーツです。
ゼリーや寒天とも違う食感をお楽
しみください。

台湾なつめ（種あり）
Organic Taiwan Red Dates  （台湾）

F53　30ｇ×12（入数）
￥538
JAN：4532416400731
商品サイズ：160×98×7

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416400748

なつめ
なつめは、中国からアジア西部に
多いクロウメモドキ科の落葉高木
で、熟れるとリンゴのように赤くなる
楕円形の果実をつけます。そのな
つめをドライフルーツにしたものです。

焼きミョウバン不使用。ダブルアクティングでよく膨れます。

ベーキングパウダー
Baking Powder  ラムフォード（米）

G04　113ｇ×24（入数）
￥370↑
JAN：041617006443
商品サイズ：70×70×50

賞味期限：24ヶ月
〈業務用有〉 2.27ｋｇ
JAN：2.27kg 41617002407

第一リン酸カルシウム、
炭酸水素ナトリウム、
コーンスターチ

台湾なつめについて

古代より食されていたなつめは、世界三大美女として
知られる楊貴妃も愛用していたという東洋のスーパー
フードであったようです。台湾や中国では、白きくらげ
と一緒になつめを入れて食べる薬膳デザートスープ
「銀耳蓮子湯」で知
られているそうです。
そのまま食べたり、輪
切りにしてお茶に入れ
て一緒に飲んだりと、
さまざまにご利用い
ただけます。

Tips

製
菓
材
料 キャロブチップス

Carob Chips  Azure（米）
G205　100ｇ×12（入数）
￥510↑
JAN：4532416901443
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901450

"口溶けのよい有機キャロブチップス。アイスクリーム、
クッキー、マフィン等、チョコレートチップスの代わりに
様々なレシピにどうぞ。※製造ラインで乳製品の取
り扱いがある為、乳製品アレルギーをお持ちの方は
ご注意ください。夏期冷蔵便での発送となります。

キャロブパウダー、パーム油、
イヌリン、シナモンパウダー、
食塩/乳化剤

チョコレートチップス（ビター）
Chocolate Chips (Bitter)  Equal Exchange Inc.（米）

G201　100ｇ×12（入数）
￥520↑
JAN：4532416901405
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901412

カカオマス、砂糖、ココアバター、
ココアパウダー

乳製品不使用、乳化剤、大豆由来の添加物不使用。
製菓、製パン材料に、スナック代わりや、トーストに乗
せて、グラノラなど色々なレシピにご利用いただけます。
カカオ成分70％含む。※小分け製造ラインで乳製品
の取り扱いがある為、乳製品アレルギーをお持ちの
方はご注意ください。夏期冷蔵便での発送となります。



8 Nut Butter & Spread & Sweeteners

メープルシロップ（瓶）
Pure Maple Syrup (Bottle) 
アディロンダック・メープルファーム（米）

S05　236ml×12（入数）
￥1,350↑
JAN：045514964325
商品サイズ：37×65×187

賞味期限：36ヶ月

かえで樹液

ガラス瓶入りのメープルシロップ
です。パンケーキに最適。砂糖の
代用にも。Grade A Dark Color 
and Robust Taste メープルの
強い風味が特徴。

メープルシロップクォート 業務用サイズ
Maple Syrup Quart 
アディロンダック・メープルファーム（米）

S15　946ml×1（入数）
￥4,700↑
JAN：045514971477
商品サイズ：100×100×200

賞味期限：18ヶ月

かえで樹液

ニューヨーク州北部で採取された
濃厚な味わいのかえでの樹液。業
務用サイズとしての販売となりま
す。Grade A Very Dark Color 
and Strong Taste。

玄米水飴
Brown Rice Malt  ミトク（日）

S08　300ｇ×12（入数）
￥720↑
JAN：4539093000490
商品サイズ：55×55×110

賞味期限：36ヵ月

玄米、大麦麦芽

玄米を大麦麦芽のみを用いてゆ
っくり糖化させる古来の伝統製法
で作られています。甘味料として
幅広くご利用いただけます。

アガベシロップ業務用サイズ
Agave Syrup Bulk size  Grupo PSA（メキシコ）

S21　5.6ｋｇ×1（入数）
￥10,700↑
JAN：4532416300840
商品サイズ：140×140×300

賞味期限：36ヶ月

アガベ

竜舌蘭から作られた甘味料です。
はちみつのような酸味やクセがな
いので、砂糖のかわりに幅広く使
用できます。

アガベシロップ
Agave Syrup  Grupo PSA（メキシコ）

S20　330g×12（入数）
￥950↑
JAN：4532416300833 
商品サイズ：50×50×160

賞味期限：36ヶ月

アガベ

竜舌蘭から作られた甘味料です。
はちみつのような酸味やクセがな
いので、砂糖のかわりに幅広く使
用できます。

マヌカハニー
Manuka Honey  Glimlife（豪）

S17　250ｇ×12（入数）
￥3,700
JAN：9327768001133
商品サイズ：60×60×80

賞味期限：60ヶ月

はちみつ
オーストラリアの自然の茂みから採取され
たマヌカハニーです。添加物や着色料、保
存料等の添加はございません。そのまま、ま
たは柔らかい食感がお好みの際は温めて
からお召し上がりください。１歳未満の方の
摂取はお控えください。結晶化する事が稀
にありますが、品質には問題ございません。

アップルソース
Apple Sauce  エデン（米）

S01　709ｇ×12（入数）
￥1,300↑
JAN：024182000665
商品サイズ：90×90×145

賞味期限：36ヶ月

りんご

数種のりんごの皮をむき、煮込ん
だだけの、砂糖などを一切加えて
いないシンプルなアップルソース
です。

モラセス
Blackstrap Molasses  メリディアン（英）

S06　350ｇ×6（入数）
￥780↑
JAN：5014213711337
商品サイズ：73×73×98

賞味期限：24ヶ月

さとうきび糖蜜

さとうきびを精製する時にできる
廃糖蜜。ジンジャークッキー、ベー
グルのケトリングに力を発揮します。
水でのばせば黒蜜になります。

麦芽シロップ
Barley Malt Syrup  エデン（米）

S09　566g×12（入数）
￥1,700↑
JAN：024182491159
商品サイズ：78×78×125

賞味期限：36ヶ月

大麦麦芽

麦芽でんぷんが原料の水飴です。
粘度が高く結晶化しないので飴
や製菓にも使えます。

N12　454ｇ×12（入数）
￥1,430↑
JAN：4532416300062
商品サイズ：72×72×125

賞味期限：18ヶ月

ピーナッツ

乳化剤、安定剤を一切使用しない
ピーナッツバター。トーストにもよく
あいますが、ソース、ディップ、ドレッ
シングの材料にもどうぞ。粒のない
なめらかなタイプ。

N11　454ｇ×12（入数）
￥1,430↑
JAN：4532416300055
商品サイズ：72×72×125

賞味期限：18ヶ月

ピーナッツ

乳化剤、安定剤を一切使用しない
ピーナッツバター。ピーナッツのつ
ぶつぶが入ったタイプ。トーストにも
よくあいますが、ソース、ディップ、ド
レッシングの材料にもどうぞ。

N17　454ｇ×12（入数）
￥1,850↑
JAN：4532416300079
商品サイズ：72×72×125

賞味期限：18ヶ月

ごま

ローストしたオーガニックの胡麻を
使用したペースト。パンに塗ったり、
サラダ、ドレッシングの材料にもどう
ぞ。乳化剤、安定剤不使用。

N31　120ｇ×12（入数）
￥800
JAN：4532416300758
商品サイズ：65×65×65

賞味期限：10ヶ月

ピーナッツ

アリサンで創業当初から輸入販売して
いるピーナッツバタークランチを、日本
で120g瓶に小分け充填しました。乳
化剤、安定剤、油、塩を一切使用して
いません。そのままはもちろん、お料理
の調味料としてもお使いいただけます。
ピーナッツのつぶつぶ感を残したタイプ。

N28　170ｇ×6（入数）
￥1,620↑
JAN：5060132282151
商品サイズ：65×65×80

賞味期限：15ヶ月

アーモンド

アーモンドをローストしペーストにしまし
た。トーストやクラッカーと一緒に召し上
がったり、お料理にもどうぞ。乳化剤を
使用していないので、オイルと固形物
アーモンドが分離していたらよくかき混
ぜてお召し上がりください。無塩タイプ。

S18　482ｇ×12（入数）
￥1,850↑
JAN：024182000696
商品サイズ：85×85×105

賞味期限：36ヶ月

りんご、濃縮りんごジュース

約11個のりんごが1瓶に入ってい
ます。サンドイッチやパンに塗った
りするほか、ワッフルやヨーグルト、
グラノラ、製菓材料やドレッシング
の材料等の様々なレシピにもご利
用いただけます。

アップルバター
Apple Butter  エデン（米）

タヒニ
Tahini  ワンスアゲイン（米）

ピーナッツバタースムース
Smooth Peanut Butter  ワンスアゲイン（米）

ピーナッツバタークランチ
Crunchy Peanut Butter  ワンスアゲイン（米）

ピーナッツバターミニ
Peanuts Butter Crunchy Mini  ワンスアゲイン（米）

アーモンドバター（無塩）
Almond Butter   メリディアン（英）
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Dried fruits & Nuts

N26S　30ｇ×12（入数）
￥369
JAN：4532416200706 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

くるみ

米国カリフォルニア州フェラーリ社の生産するオーガニックのくるみ
です。カリッとローストしても、そのまま食べても美味しくいただけます。
ジッパー付きの袋になります。

カリフォルニア州で生産されたオーガニックのアーモンドです。その
ままでも召し上がれますがし、ローストすると香ばしさが増します。
ジッパー付きの袋になります。

焙煎していない無塩タイプ。そのままでも勿論、製菓や炒め物、ロ
ーストしてサラダにのせてもおいしいです。ジッパー付きの袋になり
ます。

くるみ（生）
Walnuts  フェラーリファーム（米）

N21S　30ｇ×12（入数）
￥369 
JAN：4532616200713 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

アーモンド

アーモンド（生）
Almonds  ピュリティ・オーガニックス（米）

ペカンナッツ（生）
Pecan Nuts  （アメリカ）

N44S　30ｇ×12（入数）
￥297 
JAN：4532416200720 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

カシューナッツ

カシューナッツ（生）
Cashew Nuts  トラディン（ベトナム）

N47S　30ｇ×12（入数）
￥297 
JAN：4532416200744 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

ピーナッツ

ピーナッツ
Peanuts  Nutrin（アルゼンチン）
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About usアリサンパーク

新店舗のアリサンパーク が昨年オープンいたしました。
2022年７月に代々木公園前にオープンしたアリサン第２号店のアリサンパー
ク。ドックラン帰りやお散歩途中のお客様は、ワンちゃんと一緒に１階席でカ
フェをご利用いただけます。ヨガ・瞑想イベントをしたり、アリサンの商品をご
家庭でもお楽しみいただけるような料理教室を開催したりしています。また海
外の商品も多く取り扱っており、台湾イベントやエシカルな商品を他社の方々
と一緒に企画して販売したりもしています。健康で生き生きとした豊かな生活
をアリサンパークを通して提案できるようなイベントを沢山開催していきます
ので是非ご参加下さい。Instagramやホームページでご案内していきます。

❶Aの原材料をボールに入れてよく混ぜる。
❷Bの原材料を別のボールに入れてよく混ぜる。
❸AとBを一緒に混ぜ合わせる。
❹ベーキングシートを天板に敷いて、天板の上で③の具材を薄く伸ばす。
❺135度に加熱したオーブンで30分加熱する。
❻常温でしばらく置いて冷ます。
❼食べやすい大きさにカットしてできあがり。

F38S　30ｇ×12（入数）
￥369 
JAN：4532416400779 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

アプリコット

Organo Botanica社はフンザ渓谷の伝統を守り続けている家族
経営の農家。樹で熟させてから収穫する完熟アプリコットを化学肥
料や農薬、添加物を使わずミネラル豊富な土壌の高地で栽培しお
届けしております。環境に配慮した現地農法、生産によって、地域
社会を支え、農村部の女性たちの就業機会を創出しています。
ジッパー付きの袋になります。

Organo Botanica社はフンザ渓谷の伝統を守り続けている家族
経営の農家。樹で熟させてから収穫する完熟アプリコットを化学肥
料や農薬、添加物を使わずミネラル豊富な土壌の高地で栽培しお
届けしております。環境に配慮した現地農法、生産によって、地域
社会を支え、農村部の女性たちの就業機会を創出しています。
ジッパー付きの袋になります。

バナナチップス
Banana Chips  CBL Natural Foods（スリランカ）

フンザ産アプリコット
Apricot Funza  Organo Botanica（パキスタン）

F03S　30ｇ×12（入数）
￥297
JAN：4532416400786 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

なつめやし

なつめやし・マジョール種
Medjool Date  ジュエルデイツ（米）

じゃがいもとアプリコットマフィン

Recipe七味と海苔のアーモンドクランチスナック
材料
Aメープルシロップ…85g、蜂蜜…15g、ポン酢…小さじ×２
ココナッツオイル小さじ×３、七味パウダー適量
Bアーモンド…170g、アーモンドクラッシュ…70g
ライスパフ…15g、海苔…適量　適当な大きさにしておく
ごま…20g、オレンジピール…小さじ×１、食塩…３g

作り方：

N45S　30ｇ×12（入数）
￥369
JAN：4532416200737 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

くるみ

アメリカのお菓子作りには欠かせないナッツです。クルミの渋みを
除いたようなクセのない味です。ローストしていない無塩タイプ。
ジッパー付きの袋になります。

なつめやしの中でも特に味がいいと言われるマジョール種を使っ
た贅沢なドライフルーツです。種あり。ジッパー付きの袋になります。

化学合成された農薬や肥料を使用していない海外認証商品です。
ローストして甘皮を取った、味が濃く、風味豊かなピーナッツです。
ピーナッツバターにしたり、炒め物やサラダのトッピング、おかし作り
に。勿論、そのままスナックとしても。ジッパー付きの袋になります。

F39S　30ｇ×12（入数）
￥297 
JAN：4532416400793 
商品サイズ：160×98

賞味期限：6ヶ月

バナナ

完熟バナナを輪切りにし、乾燥させたスリランカ産バナナチップス。オ
イル、砂糖コーティングはしておりません。ジッパー付きの袋になります。



10 Dried fruits & Nuts

Usageドライフルーツ＆ナッツの保存方法

冷暗所で保存してください。高温多湿（暖かい季節、また暖
房の効いた部屋等）の場所では、開封前、後に関わらず、カビ、
虫の発生、乾燥を防ぐため、冷蔵庫での保存をお勧めします。
可能であればチルド室での保存（0～5度）が理想的です。
暖かい場所では自然由来の
酵母の活動により、発酵する
ことが稀にある。

油分の酸化を防ぐための
低温管理。

密封容器、ジッパー付きの袋に入れ、できるだけ早く使
い切るようにしましょう。冷蔵／冷凍庫で保存する場合
には、匂いの移行と乾燥に注意してください。
ブランデーやラム酒に漬け
込むとさらに長期保存で
きます。

使用する際に軽くロースト
すると、香ばしくお召し上
がりいただけます。

ドライフルーツ ナッツ
保
存
方
法

注
意
点

開
封
後
ア
ド
バ
イ
ス

ホワイトマルベリー
White Mulberries  （トルコ等）

マルベリーとは桑の実のことで、
グラノラやヨーグルトに加えたり、
そのまま食べたり、マフィンやパウ
ンドケーキ、製菓材料や製パンに
もご利用いただけます。

マルベリーとは桑の実のことで、
グラノラやヨーグルトに加えたり、
そのまま食べたり、マフィンやパウ
ンドケーキ、製菓材料や製パンに
もご利用いただけます。

F37　60ｇ×12（入数）
￥640↑
JAN：4532416200430 
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416200447

マルベリー

ひまわりの種（生）
Sunflower Seeds  
トラディン・ランドガルテン等（米、ルーマニア、ブルガリア等）

N30A　100ｇ×12（入数）
￥330↑
JAN：4532416200133
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200348

ひまわりの種

サラダのトッピングや、製菓、製
パンに。無塩タイプ。

カシューナッツ
Cashew Nuts  トラディン（ベトナム）

N44A　100ｇ×12（入数）
￥520↑
JAN：4532416200188 
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200324

カシューナッツ

焙煎していない無塩タイプ。そ
のままでも勿論、製菓や炒め物、
ローストしてサラダにのせてもお
いしいです。

オーガニックアーモンドを皮付き
のまま粉状にしました。おかし作
りにどうぞ。

アーモンドパウダー
Almond Powder  桜井食品（米）

G44　100ｇ×12（入数）
￥1,400↑
JAN：4532416200218 
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416200362

アーモンド

ココナッツフレーク（ファイン）
Shredded Coconut  CBL（スリランカ）

N32A　100ｇ×12（入数）
￥220
JAN：4532416200164
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200379

ココナッツ

スリランカ産のココナッツの実を
裂いてつくりました。独特の歯ご
たえとトロピカルな味がクッキーや
ケーキの材料に合います。甘み
はつけていません。

かぼちゃの種（生）
Pumpkin Seeds  
トラディン・ランドガルテン等（オーストリア等）

N43A　100ｇ×12（入数）
￥440↑
JAN：4532416200201
商品サイズ：200×120×10

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200355

かぼちゃの種

お料理にはもちろん、煎ってビー
ルやお酒のおつまみにも。無塩
タイプ。マフィンの上にのせてア
クセントにしても。

ココナッツチップス
Coconut Chips  CBL（スリランカ）

N60　100ｇ×12（入数）
￥260
JAN：4532416200409
商品サイズ：200×120×40

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200478

ココナッツ

完熟のココナッツを選別しスライ
スカットしたタイプ。スイーツの飾
りやカレーなど幅広くお使いいた
だけます。無漂白のため、素材
の色がそのまま現れます。

ブラジルナッツ
Brazil Nuts  （ブラジル）

N46　100ｇ×12（入数）
￥710
JAN：4532416200539
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416200546

ブラジルナッツ 

バターのような濃厚な味で、アマ
ゾン川流域の先住民によって古
くから食べられてきました。1日1
～2粒を目安にお召し上がりくだ
さい。そのままお召し上がりいた
だけます。

ピスタチオ（殻付き）
Pistachio(Insell)  ピューリティーオーガニックス（米）

N53　70ｇ×12（入数）
￥500↑
JAN：4532416200621
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200638

ピスタチオ

ローストした殻付きのオーガニック
ピスタチオです。ナッツの女王とも
呼ばれるピスタチオは、その独特な
風味が特徴。そのままはもちろん、
ナッツの緑色を活かしてペーストに
して製菓にもお使いいただけます。

アーモンド（生）
Almonds  ピュリティ・オーガニックス（米）

カリフォルニア州で生産されたオ
ーガニックのアーモンドです。その
ままでも召し上がれますがし、ロー
ストすると香ばしさが増します。

N21A　100ｇ×12（入数）
￥800↑
JAN：4532416200157
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200300

アーモンド

くるみ（生）
Walnuts  フェラーリファーム（米）

N26A　100ｇ×12（入数）
￥750↑ 
JAN：4532416200126
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200317

くるみ

米国カリフォルニア州フェラーリ
社の生産するオーガニックのくる
みです。カリッとローストしても、そ
のまま食べても美味しくいただけ
ます。

マカデミアナッツ（生）
Macadamia Nuts   （ケニア）

N49　70ｇ×12（入数）
￥470 
JAN：4532416200669
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200676

マカデミアナッツ

ケニア山付近の火山質の土壌
で育ったオーガニックマカデミア
は、なめらかで、濃厚で、クランチ
ーな食感が特徴です。そのまま
スナックとして、また、お菓子作り
などにもどうぞ。

ペカンナッツ（生）
Pecan Nuts  （アメリカ）

N45　100ｇ×12（入数）
￥650↑
JAN：4532416300673 
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416300680

ペカンナッツ

アメリカのお菓子作りには欠か
せないナッツです。クルミの渋み
を除いたようなクセのない味です。
ローストしていない無塩タイプ。

ピーナッツ
Peanuts  Nutrin（アルゼンチン）

N47A　200ｇ×12（入数）
￥560↑
JAN：4532416200607
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416200584
ピーナッツ

化学合成された農薬や肥料を使
用していない海外認証商品です。
ローストして甘皮を取った、味が濃
く、風味豊かなピーナッツです。ピ
ーナッツバターにしたり、炒め物や
サラダのトッピング、おかし作りに。
勿論、そのままスナックとしても。
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ソフトな食感で、おつまみ以外に
もケーキやマフィン作りに。

ドライアップル
Apples  グレゴリオ（アルゼンチン等）

F29A　100ｇ×12（入数）
￥500
JAN：4532416400274
商品サイズ：210×150×40

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400526

りんご

独特の酸味と甘さが人気のひみ
つ。オーガニッククランベリーをオ
ーガニックシュガーとオーガニック
ひまわり油でコーティングしてあり
ます。

クランベリー
Cranberries  （アメリカ）

F33　60ｇ×12（入数）
￥365
JAN：4532416400243
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400557

クランベリー、砂糖、ひまわり油

F09A　250ｇ×12（入数）
￥1,050↑
JAN：4532416400038
商品サイズ：230×140×30
F09S　100ｇ×12（入数）
￥460↑
JAN：4532416400250 
商品サイズ：200×120×30
賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400472
プルーン

プルーン・種無し
Prunes  テーラーブラザーズ（米）

味の良さからもとても人気の高いドライ
フルーツです。夏場は特に発酵しやすい
ため、冷蔵庫での保存をお願いします。

味の良さからもとても人気の高いドライ
フルーツです。夏場は特に発酵しやすい
ため、冷蔵庫での保存をお願いします。

なつめやしの中でも特に味が良
いと言われるマジョ－ル種を使っ
た贅沢なドライフルーツです。種
あり。夏場はとくに発酵しやすい
ため冷蔵庫での保存をお願いし
ます。

なつめやし・マジョール種
Medjool Date  ジュエルデイツ（米）

F03A　200ｇ×12（入数）
￥620↑
JAN：4532416400014
商品サイズ：230×140×40

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400502

なつめやし

種は抜いています。デザートを作
るほかシチューなどにも使えます。
夏場はとくに発酵しやすいため
冷蔵庫での保存をお願いします。

なつめやし・デグレット種
Deglet Date  デザートバレー（米）

F05A　200ｇ×12（入数）
￥540
JAN：4532416400021
商品サイズ：230×140×40

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400496

なつめやし

中国で3000年以上前から漢方
薬として珍重されてきた歴史があ
ります。欧米では「ゴジベリー」と
も呼ばれスーパーフルーツとして
人気があります。

中国で3000年以上前から漢方
薬として珍重されてきた歴史があ
ります。欧米では「ゴジベリー」と
も呼ばれスーパーフルーツとして
人気があります。

ゴジベリー
Goji Berries  （中国）

F42　60ｇ×12（入数）
￥900↑
JAN：4532416400632
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 453241600625

ゴジベリー（くこの実）

Dried fruits & Nuts

フンザ産アプリコット
Apricot Funza  Organo Botanica（パキスタン）

F38　100ｇ×12（入数）
￥640↑
JAN：4532416200416
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416200423
アプリコット

Organo Botanica社はフンザ渓谷の伝統を守
り続けている家族経営の農家。樹で熟させてか
ら収穫する完熟アプリコットを化学肥料や農薬、
添加物を使わずミネラル豊富な土壌の高地で
栽培しお届けしております。環境に配慮した現
地農法、生産によって、地域社会を支え、農村
部の女性たちの就業機会を創出しています。

Organo Botanica社はフンザ渓谷の伝統を守
り続けている家族経営の農家。樹で熟させてか
ら収穫する完熟アプリコットを化学肥料や農薬、
添加物を使わずミネラル豊富な土壌の高地で
栽培しお届けしております。環境に配慮した現
地農法、生産によって、地域社会を支え、農村
部の女性たちの就業機会を創出しています。

いちじく・ブラックミッション
Black Mission Figs  サンジョアキンフィグ（米）

F06A　250ｇ×12（入数）
￥980
JAN：4532416400069 
商品サイズ：230×140×30
F06S　100ｇ×12（入数）
￥400
JAN：4532416400236 
商品サイズ：200×120×30
賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400465
黒いちじく

白い粉のようなものが表面にでることがありますが、これはいち
じくの糖分が結晶化したもので品質には支障はありません。夏
場は特に発酵しやすいため、冷蔵庫での保存をお願いします。

白い粉のようなものが表面にでることがありますが、これはいち
じくの糖分が結晶化したもので品質には支障はありません。夏
場は特に発酵しやすいため、冷蔵庫での保存をお願いします。

ザンテカランツ種を乾燥させた
小ぶりのレーズンで、そのサイズ
から製パン業者さんに人気があ
ります。

カランツ
Currants  サンバレーレーズン（米）

F21　250ｇ×12（入数）
￥560↑
JAN：4532416400113
商品サイズ：230×140×40

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400489

カランツ

完熟バナナを輪切りにし、乾燥
させたスリランカ産バナナチップ
ス。オイル、砂糖コーティングはし
ておりません。

バナナチップス
Banana Chips  CBL（スリランカ）

F39　100ｇ×12（入数）
￥450
JAN：4532416400595
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400588

バナナ

オーガニックブルーベリーをオー
ガニック砂糖とオーガニックひま
わり油でコーティングしてありま
す。マフィンや、パンケーキ、製パ
ン作りにもご利用頂けます。その
まま食べても美味しいです。

ブルーべリー
Blueberries  （アメリカ）

F34　60ｇ×12（入数）
￥770↑
JAN：4532416400168
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400564

ブルーベリー、砂糖、ひまわり油

レ－ズン
Raisins  サンバレーレーズン（米）

F20A　250ｇ×12（入数）
￥560↑
JAN：4532416400052
商品サイズ：230×140×40
F20S　100ｇ×12（入数）
￥285↑
JAN：4532416400212
商品サイズ：200×130×20
賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400410
レーズン

カリフォルニア州産のトンプソンシ－ドレス種です。
そのままおやつやおつまみになり、料理や製菓に
もご利用ください。オイルコーティングしていません。

カリフォルニア州産のトンプソンシ－ドレス種です。
そのままおやつやおつまみになり、料理や製菓に
もご利用ください。オイルコーティングしていません。

少し小ぶりの金色（茶色がかっ
た感じ）のレーズンです。製菓職
人に好んで用いられる通好みの
食材です。

ゴールデン・サルタナレーズン
Golden Sultanas  （トルコ）

F22　250ｇ×12（入数）
￥570↑
JAN：4532416400199 
商品サイズ：230×140×40

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400571

ゴールデンサルタナレーズン

なつめやし・アシール種
Aseel Dates  Organo Botanica（パキスタン）

ローゼルはハイビスカスの１種です。 
そのローゼルの果実（肥大した萼
と苞）を砂糖漬けにしました。その
まま食べても、紅茶に入れたり製
菓材料にもご利用いただけます。

台湾ハイビスカス（ローゼル）
Taiwan Dried Roselle  （台湾）

F52　60ｇ×12（入数）
￥480
JAN：4532416400755 
商品サイズ：160×98

賞味期限：5ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400762 

ハイビスカス、砂糖、食塩
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甘さが特徴のアシールデーツは、パキスタンで
栽培されているデーツのなかでとても人気があ
ります。種は抜いてあり、そのままお召し上がり
いただけます。お料理、製パン、アイスクリーム
など、様々な場面でどうぞ。※夏場はとくに発酵
しやすいため冷蔵庫での保存をお願いします。

F47　100ｇ×12（入数）
￥280↑
JAN：4532416400687
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400694

なつめやし
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C35M　500ｇ×12（入数）
￥500↑
JAN：4532416700015
商品サイズ：280×160×50

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416700022

オーツ麦

粒が大きくて味が良いと評判のアリサ
ン創業当初からのロングセラー。クッキ
ーやマフィン作りにぴったりです。

ジャックのお母さんドナのお気に入りグ
ラノラ。はちみつで甘みを付けてます。そ
のまま食べたり、豆乳や牛乳、ヨーグルト
と一緒にお召し上がりいただけます。ジ
ッパー付きの袋に順次変更になります。

ママのグラノラ
Mama's Granola  アリサンオーガニックセンター（日）
ママのグラノラ
Mama's Granola  アリサンオーガニックセンター（日）
ママのグラノラ
Mama's Granola  アリサンオーガニックセンター（日）

C57　250ｇ×12（入数）
￥800
JAN：4532416700329
商品サイズ：200×110×50

賞味期限：6ヶ月

オーツ麦、はちみつ、植物油脂（コ
コナッツオイル）、胡麻、アーモンド、
ひまわりの種、小麦胚芽、ココナ
ッツフレーク

ママがいつも作ってくれたグラノラに触発され、当時の
味を思い出しながらジャックなりにアレンジして作った
グラノラです。そのまま食べても、ヨーグルトや牛乳、豆
乳、ライスミルク等と合わせていただいても美味しくい
ただけます。ジッパー付きの袋に順次変更になります。

ジャックのグラノラ
Jack's Granola  アリサンオーガニックセンター（日）
ジャックのグラノラ
Jack's Granola  アリサンオーガニックセンター（日）
ジャックのグラノラ
Jack's Granola  アリサンオーガニックセンター（日）

C56　250ｇ×12（入数）
￥830
JAN：4532416700312
商品サイズ：200×110×50

賞味期限：6ヶ月

オーツ麦、レーズン、アップルソース、はち
みつ、りんご、ひまわりの種、アーモンド、
ココナッツフレーク、植物油脂（ココナッ
ツオイル）、チアシード、ごま、小麦胚芽

セイブ・ザ・フォレスト グラノラ
Save the Forest Granola
ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

セイブ・ザ・フォレスト グラノラ
Save the Forest Granola
ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

セイブ・ザ・フォレスト グラノラ
Save the Forest Granola
ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

C26S　350ｇ×12（入数）
￥830
JAN：4532416700077
商品サイズ：200×110×50

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416700152
オーツ麦、はちみつ、菜種油、ブ
ラジルナッツ、カシューナッツ、
乳清、ココナッツ、シナモン

クラシック　グラノラ
Classic Granola  グランディーオーツ（米）
クラシック　グラノラ
Classic Granola  グランディーオーツ（米）
クラシック　グラノラ
Classic Granola  グランディーオーツ（米）

C50　350ｇ×12（入数）
￥1,100↑
JAN：4532416700206
商品サイズ：200×110×50

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416700237

オーツ麦、はちみつ、ひまわり油、ひま
わりの種、ごま、カボチャの種、ココナ
ッツ、くるみ、カシューナッツ、小麦ふす
ま、食塩／香料（バニラビーンズ）

有機JAS認証されたオーツ麦の籾
殻を取って挽き割りにした、スチール
カットオーツです。15-３０分程度加熱
調理をしてからお召し上がりください。  
オーツ麦の食感をお楽しみください！

C60　300g×12（入数）
￥390
JAN：4532416700336
商品サイズ：220×150×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416700343 
オーツ麦

シ
リ
ア
ル
&
フ
ル
ー
ツ
ナ
ッ
ツ
ミ
ッ
ク
ス

ミューズリー
Muesli  ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）
ミューズリー
Muesli  ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）
ミューズリー
Muesli  ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

C28S　350ｇ×12（入数）
￥840↑
JAN：4532416700114
商品サイズ：200×110×50

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416700169

オーツ麦、レーズン、デーツ＆オー
ツ麦粉、くるみ、アーモンド

フルーツやナッツが入ったミューズリー。お
好みで蜂蜜やメープル等の甘味料を加え、
ミルク、豆乳を掛けてお召し上がりください。
ジッパー付きの袋に順次変更になります。

アップル・レーズン・くるみグラノラ
Apple Raisin Walnut Granola
ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

アップル・レーズン・くるみグラノラ
Apple Raisin Walnut Granola
ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

アップル・レーズン・くるみグラノラ
Apple Raisin Walnut Granola
ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

C24S　350ｇ×12（入数）
￥930↑
JAN：4532416700145
商品サイズ：200×110×50

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416700060
オーツ麦、レーズン、くるみ、ひ
まわりの種、メープルシロップ、
菜種油、りんご

メープルシロップで甘みをつけていま
す。牛乳や豆乳をかけて朝食にした
り、お菓子作りにも使えます。ジッパー
付きの袋に順次変更になります。

クイックオーツ
Quick Rolled Oats  グレインミラーズ（米）

C33　350ｇ×12（入数）
￥390
JAN：4532416700282
商品サイズ：220×150×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416700305

オーツ麦

スチールカットオーツ
Steel Cut Oats グレインミラーズ（米）

アリサンで取り扱っている人気のド
ライフルーツとナッツをミックスしま
した。

スーパーフルーツミックス
Super Fruit Mix アリサンオーガニックセンター（日）

N41　100ｇ×12（入数）
￥470↑
JAN：4532416400618
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月

ゴールデンサルタナレーズン、
アプリコット、カシューナッツ、
バナナチップス、マルベリー、
ゴージベリー、かぼちゃの種、コ
コナッツチップス

フルーツ＆ナッツミックス
Fruit & Nut Trail Mix  ニューイングランドナチュラルベーカリー（米）

N38　120ｇ×12（入数）
￥540↑
JAN：4532416400151 
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416400540

レーズン、なつめやし、
オーツ麦粉、ひまわりの種、
くるみ、りんご、アーモンド

オーガニックのドライフルーツ＆
ナッツをミックス。おやつとしてそ
のまま食べたり、製菓製パンにも。

オートミール
Rolled Oats  グレインミラーズ（米）

❶スチールカットオーツを適量のお水で15分から30分ほど煮る。
❷好みの柔らかさまで煮たら、器に盛る。
❸②にベジタリアンルーロージャン、生姜、ザーサイ、小ネギ、ごま
をトッピングしてできあがり。

スチールカットオーツのアジアンおかゆ

作り方：材料：
分量はすべてお好みで作れます。
スチールカットオーツ
ベジタリアンルーロージャン
生姜千切り
ザーサイ
ごま
小ネギ

Recipe

ブラジルの熱帯雨林保護のため、持続可能な農業プロジ
ェクトの一環として生産されたブラジリアンナッツを取り入
れています。はちみつでコーティングされたオーツ麦が甘さ
を出しています。ジッパー付きの袋に順次変更になります。

ブラジルの熱帯雨林保護のため、持続可能な農業プロジ
ェクトの一環として生産されたブラジリアンナッツを取り入
れています。はちみつでコーティングされたオーツ麦が甘さ
を出しています。ジッパー付きの袋に順次変更になります。

ブラジルの熱帯雨林保護のため、持続可能な農業プロジ
ェクトの一環として生産されたブラジリアンナッツを取り入
れています。はちみつでコーティングされたオーツ麦が甘さ
を出しています。ジッパー付きの袋に順次変更になります。

オートミールより歯応えのあるスチールカットオーツ。
朝食にぴったり　スチールカットオーツでお粥朝ごはんはいかが。

ナッツをふんだんに使用した、これこそグラノラという商品。
牛乳、豆乳、ヨーグルトと一緒に、または、そのままスナック
としてもどうぞ。ジッパー付きの袋に順次変更になります。

ナッツをふんだんに使用した、これこそグラノラという商品。
牛乳、豆乳、ヨーグルトと一緒に、または、そのままスナック
としてもどうぞ。ジッパー付きの袋に順次変更になります。

ナッツをふんだんに使用した、これこそグラノラという商品。
牛乳、豆乳、ヨーグルトと一緒に、または、そのままスナック
としてもどうぞ。ジッパー付きの袋に順次変更になります。

比較的短時間で調理できるようにとロ
ールドオーツを細断したオートミールです。
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ジャックの豆ミート
Textured Soy Protein Granules  サボ（スイス）

G59　150ｇ×12（入数）
￥460↑
JAN：4532416900040
商品サイズ：220×130×50

賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100433

大豆

TSP(Textued Soy Protein=繊維
大豆タンパク質）と海外では呼ばれて
ます。原材料は大豆。5分～10分程
お湯に浸し、軽く絞ってひき肉のよう
にお使いください。

グレートノーザンビーンズ
Great Northern Beans  （アメリカ）

P11　500ｇ×12（入数）
￥660↑
JAN：4532416100143
商品サイズ：220×130×50

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100334

グレートノーザンビーンズ

インゲン豆の仲間で白くて丸味が特
徴です。他のインゲン豆と同様に一晩
水に浸して、やわらかく煮てからスープ
やカレーなどの料理にご使用ください。

ひよこ豆
Garbanzo Beans  タイムレス（米）

P06　500ｇ×12（入数）
￥645↑
JAN：4532416100051
商品サイズ：220×140×50

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100068

ひよこ豆

水に一晩浸して、やわらかく煮てから
スープやカレーなどの料理にご使用く
ださい。サラダに加えても美味しいで
す。

P04　500ｇ×12（入数）
￥650↑
JAN：4532416100037
商品サイズ：220×150×50

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100044

茶レンズ豆

固めに煮てサラダのトッピングに。お
好きな野菜と煮込んでスープに。水
に戻す必要はありません。

ムング豆
Mung Beans  キアラ（オーストリア、ウズベキスタン等）

P19　500ｇ×12（入数）
￥690↑
JAN：4532416100099
商品サイズ：200×110×40

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100426

ムング豆（緑豆）

小豆の仲間で緑豆とも呼ばれていま
す。柔らかく煮てデザートに使ったり、
スプラウトにして、もやしとして召し上
がれます。

茶レンズ豆
Brown Lentils  タイムレス（米）

ジャックの豆ミート・ナゲット
Textured Soy Protein Cutlet  サボ（スイス）

G118　80ｇ×12（入数）
￥320↑
JAN：4532416901382
商品サイズ：220×150×50

賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901399

大豆

型崩れしにくく、チキンナゲットや唐揚げ風にご
利用いただけます。柔らかくなるまで5分くらい熱
湯に浸し、水気を絞り切ったら、お好みで下味を
つけて、お肉の代わりにお使いいただけます。炒
めものや揚げ物など幅広くご利用いただけます。

ジャックの豆ミート・チャンク
Textured Soy Protein Chunks  サボ（スイス）

G95　100ｇ×12（入数）
￥350↑
JAN：4532416901375
商品サイズ：220×130×50

賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901122

大豆

ジャックの豆ミートのチャンクタイプです。柔ら
かくなるまで5分くらいお湯に浸し、水気を絞っ
たら、お好みで下味をつけて、お肉の代わりに
お使いいただけます。炒めものや麻婆豆腐、パ
スタや揚げ物など幅広くご利用いただけます。

黒ひよこ豆
Black Garbanzo Beans  タイムレス（米）

P50　200ｇ×12（入数）
￥460
JAN：4532416100587
商品サイズ：200×120×30

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100594

黒ひよこ豆

通常のひよこ豆と同様にクセがなく、
カレーや豆サラダをはじめ、色々なお
料理にお使いいただけます。一晩水
に浸してから、お好みの柔らかさにな
るまで煮てください。

豆
&
豆
ミ
ー
ト

Tipsレンズ豆の皮付きについて

水で戻すのも、下茹でも不要なレンズ豆。そんなレンズ豆にはいくつか種類がありますが、アリサンでは赤レン
ズ豆と茶レンズ豆の２種類を、長らく取り扱ってきました。赤レンズ豆は皮が除去されたものが一般的で、茶レ
ンズ豆は皮付きが一般的です。お料理によって使い分け、丸い形や食感を残したい時には茶レンズ豆、とろみ
をつけたい時は形が崩れやすい赤レンズ豆を使うことが多いようです。2022年度は干ばつと蝗害により、茶レ
ンズ豆の収穫に甚大な被害がありました。残念ながら2023年秋の収穫まで茶レンズ豆の入荷はございません。
そこで、レンズ豆の種類としては赤レンズですが、皮付きであるレンズ豆の代品として、有機レンズ豆（皮付き）
をご用意致しました。煮込んだ後の食感や色味も茶レンズ豆のようにご使用頂けます。

P40　500ｇ×12（入数）
￥820
JAN：4532416100549
商品サイズ：200×120×50

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100556

レッドキドニービーンズ

レッドキドニービーンズ
Organic Red Kidney Beans  プリーサントグローブファームス（米）

キドニーは英語で腎臓のこと。そう言
われれば形が似ています。一晩水に
浸してから調理してください。

レンズ豆（皮付き）
Whole Red Lentil  タイムレス（米）

P53　500ｇ×12（入数）
￥720
JAN：4532416100600 
商品サイズ：220×150×50

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100617 

レンズ豆

外皮がついている赤レンズ豆です。水で戻す必
要がないので手軽に調理できます。１５分程を
目安に調理してください。欧米ではスープによく
使われます。セロリ・にんじんなどの野菜を炒め、
あずき豆等と一緒に煮込んでも美味しいです。

赤レンズ豆
Red Lentils  タイムレス（米）

P02　500ｇ×12（入数）
￥760↑
JAN：4532416100013
商品サイズ：220×150×50

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416100020

赤レンズ豆

欧米ではスープによく使われます。セ
ロリ、にんじんなどのお好きな野菜を
炒め、レンズ豆を入れて煮込むだけ。
水に戻す必要はありません。

ジャックの豆ミートとカシューナッツ炒め
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いんげん豆と野菜とスパイスを煮込んだ、ちょっぴりスパイシーなメ
キシカンフード。トルティアで巻けばブリトーの出来上がり！

M17　416ｇ×12（入数）
￥920↑
JAN：042272005123
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

ベジタリアンチリ・スパイシー
Spicy Vegetarian Chili  エイミーズ（米）

赤いんげん豆、たまねぎ、豆
腐（大豆）、ピーマン、米粉、植
物油（紅花油、ひまわり油）、
ハラペーニョ、にんにく、香辛
料、食塩、黒胡椒／凝固剤
（塩化マグネシウム（にがり））

豆ブレンド（キドニービーンズ、ブラックビーンズ、ネイビービ
ーンズ）、ダイストマト・ジュース漬け（トマト、トマトジュース）
プラントベースチョリソー（大豆たんぱく、大豆油、醸造酢、
調味料（香辛料、食塩、ブドウ糖、粉末玉ねぎ、粉末にん
にく）、食塩）、トマト、アボガド油、食塩、香辛料、粉末にん
にく、にんにく／着色料（パプリカ色素、カラメル色素）

ヤングコーン缶
Baby Corn  ブルーリバープロダクト（タイ）

P31　400ｇ×12（入数）
￥380↑
JAN：4532416900873
商品サイズ：73×73×100

賞味期限：36ヶ月

ヤングコーン、食塩／クエン酸

中華の炒め物に入れたり、スー
プ、サラダにとお好みでアレンジ
してください。 塩で味付けがしてある海外認証のスイートコーン缶。

スイートコーン缶
Whole Sweet Corn  ブルーリバープロダクト（タイ）

P30　340ｇ×12（入数）
￥340
JAN：4532416900255
商品サイズ：85×85×85

賞味期限：36ヶ月

とうもろこし、食塩

有機JAS認証の食べきりサイズのスイートコーン缶。塩で味付けし
てあります。

P33　125ｇ×12（入数）
￥170
JAN：4532416901269
商品サイズ：70×70×50

賞味期限：36ヶ月

とうもろこし、食塩

スイートコーン缶スモール
Canned Sweet Corn Small  
Lampang Food Products  （タイ）

いんげん豆と野菜とスパイスを煮込んだ、とうもろこしの甘さが加わ
ったメキシカンフード。トルティアで巻けばブリトーの出来上がり！

M16　416ｇ×12（入数）
￥920↑
JAN：042272005116
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

ベジタリアンチリ・ミディアム
Medium Vegetarian Chili  エイミーズ（米）

赤いんげん豆、たまねぎ、ピー
マン、じゃがいも、にんじん、と
うもろこし、米粉、植物油（紅
花油、ひまわり油）、にんにく、
香辛料、ハラペーニョ、食塩、
黒胡椒

南アメリカやカリブ海諸国で人気の豆です。メキシコの主食豆でブ
リトーやエンチラーダにも使われます。

ブラックビーンズ缶詰
Canned Black Beans  エデン（米）

P24　425ｇ×12（入数）
￥500↑
JAN：024182002539
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

黒豆、昆布

プラントベースのチョリソーと、トマトとアボガド油を使った３種の豆のチリ。鍋に空けて
中火で温めてからお召し上がりに。または、パッケージ上部に数cmほど切り込みを入れ
てから、容器を立てた状態で電子レンジで６０秒ほど温めてからお召し上がりください。

3種豆のヴィーガンチリ
Three Bean Vegan Chili  Bean Vivo Organic（米）

M135　283g×6（入数）
￥550
JAN：850014369194
商品サイズ：40×140×185

賞味期限：18ヶ月

缶を開けてそのままサラダに加えたり、スープやカレーに使えます。

ひよこ豆缶詰
Canned Garbanzo Beans  エデン（米）

P22　425ｇ×12（入数）
￥500↑
JAN：024182002515
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

ひよこ豆、昆布

メキシコ料理に多用されるピント豆の水煮缶詰。皮が薄くクリーミ
ーな食感です。

ピントビーンズ缶詰
Canned Pinto Beans  エデン（米）

P27　425ｇ×12（入数）
￥480↑
JAN：024182002508
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

うずら豆、昆布

赤いんげん豆の水煮缶詰です。サラダやチリコンカンにどうぞ。

キドニービーンズ缶詰
Canned Red Kidney Beans  エデン（米）

P26　425ｇ×12（入数）
￥520↑
JAN：024182002546
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

赤いんげん豆、昆布

大粒の赤いんげん豆を使用し、トマトピューレをベースにハラペー
ニョを加え、ほんのりピリ辛にしています。サンドイッチやサイドディッ
シュなど色 ご々利用いただけます。

P39　425ｇ×12（入数）
￥725↑
JAN:024182002843
商品サイズ：75×75×110

賞味期限：36ヶ月

チリビーンズ缶詰
Canned Chili Beans  エデン（米）

赤いんげん豆、トマトピューレ、
醤油（大豆、小麦、食塩）、チ
リ＆ハラペーニョペッパー、玉
ねぎ、玄米粉、クミン、にんにく、
パプリカ、カイエン

豆
缶
&
豆
レ
ト
ル
ト

ProducersBean Vivo Organic社

ビーン ヴィヴォ オーガニック社は、カリフォルニア州サンディエゴのファーマーズマーケットで出会った探検家たち
のネットワークから始まりました。木の香り、海風、そして見渡しの良い場所で生きることにエンジョイしながら、
新しい出会いと経験。そして研究、探究する毎日に充実しています。ビーン ヴィヴォ オーガニックの商品は、食材
の品質と透明性のある食材を丸ごと使って製造しています。味覚ハンターであり、スナック愛好家であり、健康オタ
クで、ラテン系のルーツと、健康的なライフスタイルへの情熱を持つ私たちは、自然界で最も栄養価の高い食材の
ひとつである豆の素材を生かしながら、世界各国の味を組み合わせたスペシャルな食品を、有機にこだわり、美味
しくて、食べやすく便利な調理済みの食品として開発してきました。グローバルな繋がりを広めながらも、ローカル
に行動し、有機栽培の生産者のサポートをおこなっています。

ひよこ豆、玉ねぎ、
ココナッツミルク、香辛料、
食塩、米酢、にんにく、
メープルシロップ、生姜

ターメリックを始めバラエティー豊かな香辛料が効いたひよこ豆のカレー。鍋に空けて
中火で温めてからお召し上がりに。または、パッケージ上部に数cmほど切り込みを入れ
てから、容器を立てた状態で電子レンジで６０秒ほど温めてからお召し上がりください。

ひよこ豆のココナッツカレー
Coconut Curry Chickpeas  Bean Vivo Organic（米）

M137　283g×6（入数）
￥550
JAN：850014369187
商品サイズ：40×140×185

賞味期限：18ヶ月

ピントビーンズ、トマトペースト、
メープルシロップ、リンゴ酢、
食塩、乾燥にんにく、香辛料、
粉末玉ねぎ

ピント豆をテキサススタイルのBBQソースで煮込みました。鍋に空けて中火で温
めてからお召し上がりに。または、パッケージ上部に数cmほど切り込みを入れてか
ら、容器を立てた状態で電子レンジで６０秒ほど温めてからお召し上がりください。

ピント豆のスモーキーバーベキュー
Smoky BBQ Pinto Beans  Bean Vivo Organic（米）

M136　283g×6（入数）
￥550
JAN：850014369309
商品サイズ：40×140×185

賞味期限：18ヶ月
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濃厚なトマト味が楽しめるスープです。パスタソースとしても使えます。

K56　411ｇ×12（入数）
￥880↑
JAN：042272005369
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

トマトピューレ、トマト、
クリーム（乳成分を含む）、
きび砂糖、玉ねぎ、食塩、
黒胡椒

キヌアのプチプチした食感、ケールとレンティル豆の風味に、生姜
とハラペーニョのほのかな刺激がアクセントのスープ。

キヌア・ケール・レンティルスープ
Quinoa, Kale, Lentil Soup  エイミーズ（米）

K57　408ｇ×12（入数）
￥880↑
JAN：042272006694
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

玉ねぎ、トマトピューレ、ケール、
キヌア、赤レンズ豆、エキスト
ラバージンオリーブオイル、シ
ラントロ、長ネギ、食塩、にん
にく、ハラペーニョ、生姜、ター
メリック、黒胡椒

ウラド豆、ムング豆、レンズ豆をふんだんに使用したインディアンダ
ルレンティルスープ。エスニックの風味をお楽しみ下さい。

インディアンダルレンティル・スープ
Indian Dal Curried Lentil Soup  エイミーズ（米）

K55　411ｇ×12（入数）
￥880↑
JAN：042272005611
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

玉ねぎ、ウラド豆、植物油（紅
花油、ひまわり油）、ムング豆、
イエロースピリット豆、緑レン
ズ豆、にんにく、生姜、食塩、
香辛料、ターメリック、ハラペ
ーニョ、黒胡椒

インドのパリと呼ばれるロマンティックな
町は野菜たっぷりのスパイシーなカレー。

東京都と同じくらいの人口で、
車とテクノロジー産業が盛んな町。
スパイシーチリがベースのカレーで
有名。

Bollywoodと言われる年間
100本もの映画が作られて
いる大都市には色々な
カレーが集まってきます。

クリーミーなお料理で有名
なこの地方のカレーは
“バルティ”と呼ばれています。

「5つの水の地」という
意味をもつ地域。
スパイスの利いたお料理と
アップテンポのバングラ
音楽で知られています。

有機人参をベースに、生姜を加えたスープ。バターのコクが味わいを
深くしています。鍋に移して焦げないよう温めてお召し上がりください。

K65　403ｇ×12（入数）
￥880↑
JAN：042272007400
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

人参、クリーム（乳成分を含
む）、玉ねぎ、バター、米、砂糖、
食塩、生姜、香辛料、黒胡椒

本品1缶に、約100ccの牛乳、または豆乳を加えて温めてお召し
上がりください。クラッカーやパンをそえてどうぞ。

マッシュルームクリーム・スープ
Mushroom Cream Soup  エイミーズ（米）

K53　400ｇ×12（入数）
￥880↑
JAN：042272005062
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

マッシュルーム、玉ねぎ、小麦
粉、植物油（紅花油、ひまわり
油）、ねぎ、バター、クリーム
（乳成分を含む）、香辛料、食
塩、にんにく、黒胡椒

沢山の種類の野菜と、大麦の食感が楽しめる、やさしい味のスー
プです。そのまま温めてお召し上がり下さい。

ベジタブルバーリー・スープ
Vegetable Barley Soup  エイミーズ（米）

K52　400ｇ×12（入数）
￥880↑
JAN：042272005086
商品サイズ：75×75×112

賞味期限：36ヶ月

玉ねぎ、大麦、にんじん、セロ
リ、トマト、ねぎ、ズッキーニ、グ
リーンピーズ、食塩、香辛料、
植物油（紅花油、ひまわり油）、
にんにく、黒胡椒

ボンベイ風ひよこ豆とじゃがいものカレー
Bombay Potatoes
JAN：782733000013

M41

じゃがいも、玉ねぎ、ひよこ豆、トマトペースト、ひまわり油、にんにく、食塩、生姜、香辛料、コリアン
ダー、クミン、チリペッパーパウダー、カルダモン、ターメリック、マンゴーパウダー
ほくほくしたひよこ豆とジャガイモがたっぷり。スパイスも効いており、気が付けば額から汗が？

テイスティーバイト（印）　285ｇ×12（入数）　￥580　
商品サイズ：30×140×170　賞味期限：21ヶ月

プンジャブ風ナスカレー
Punjab Eggplant
JAN：782733000044

M47

なす、玉ねぎ、かぼちゃ、トマト、ひまわり油、にんにく、食塩、クミン、チリ、生姜、酵母エキス、コリア
ンダー、ターメリック
トマトベースになすが入ったカレー。スパイシーな中にも甘さがあります。

キャロット・ジンジャースープ
Carrot Ginger Soup  エイミーズ（米）

チャンキートマトスープ
Chunky Tomato Bisque Soup  エイミーズ（米）

カシュミア風ほうれん草とカッテージチーズのカレー
Kashmir Spinach
JAN：782733000037

M43

ほうれん草、カッテージチーズ（乳成分を含む）、玉ねぎ、ひまわり油、トマト、食塩、にんにく、コーン
スターチ、酵母エキス、生姜、チリ、クミン
ほうれん草とカッテージチーズのカレー。

ジャイプール風野菜カレー
Jaipur Vegetables
JAN：782733000051

M49

玉ねぎ、グリーンピース、じゃがいも、人参、カッテージチーズ（乳成分を含む）、ひまわり油、サヤインゲン、カシュ
ーナッツ、クリーム（乳成分を含む）、トマトペースト、レーズン、食塩、香辛料、チリ、生姜、にんにく、ターメリック
ごろごろと野菜が入ったスパイシーなカレー。

マドラス風レンティルカレー
Madras Lentils
JAN：782733000020

M51

トマト、レンズ豆、玉ねぎ、赤インゲン豆、クリーム（乳成分を含む）、バター（乳成分を含む）、ひまわ
り油、食塩、生姜、クミン、チリ
トマトペーストのレンズ豆と赤インゲン豆のカレー。

インドインドのパリのパリと呼と呼ばれるロマンテ
町は野菜たっぷりのスパイシー

Jaipur

東京都京東京都東京東京都と同じ同と同じと同じくらくらいくらいのの人口で、
車とテクノロジー産業が盛んな町。
スパイシーチリがベースのカレーで
有名。

Madras
BolBolllywoodoodと言わ言わ言わと言われれる年間
100本もの映画が作られて
いる大都市には色々な
カレーが集まってきます。

）、ひまわ Bombay

クリクリーミ なミーなお料理お料理でで有名
なこの地方のカレーは
“バルティ”と呼ばれています。

Kashmir

「「5つ「5つの水の水の水の水水のの水のの水ののの水の地」地」と」地」という
意味をもつ地域。
スパイスの利いたお料理と
アップテンポのバングラ
音楽で知られています。

ス、コリア

にく、コーン
K

Punjab

ス
ー
プ
＆
カ
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ー
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モロヘイヤヌードル
Moroheiya Vegetarian Noodle
ハーモニーライフインターナショナル（タイ）

G89　100ｇ（50g×2）×6（入数）
￥250↑
JAN：8850987139130
商品サイズ：170×110×40

賞味期限：18ヶ月

小麦粉、でんぷん（タピオカでんぷん）、
モロヘイヤパウダー、食塩、
かんすい（天然鉱石トロナ）

タイで栽培されたモロヘイヤを練り込
み、ノンフライ製法で風味を生かして
います。つけ麺、冷麺、ヌードルサラ
ダなど様々なレシピでどうぞ！

台湾で有機認証を受けた玄米で作られた玄米ビーフン。作り方は
簡単で、器に、麺とスープとかやくを入れ、沸騰したお湯を注ぎ、3
分くらい置いたら出来上がり。ノンフライ麺。

［麺］玄米、［スープ］味噌パウダ
ー（大豆、米、食塩）、白ごま、食
塩、玄米粉、［かやく］、キャベツ、
人参、わかめ、豆腐

［麺］玄米、［スープ］玄米粉、食
塩、酵母エキス、しいたけ抽出
物、粉末しいたけ、粉末昆布、
パセリ、白ごま、［かやく］キャベ
ツ、しいたけ、人参

玄米ビーフン 味噌スープ付き
Brown Rice Bifun with Miso Soup
Yuan Shun Food（台湾）

G115　60ｇ×6（入数）
￥285↑
JAN：4532416300574
商品サイズ：160×160×40

賞味期限：15ヶ月

モロヘイヤ ライスパスタ
Moroheiya Rice Pasta  ハーモニーライフインターナショナル（タイ）

G114　240g×6（入数）
￥444↑
JAN：8854843001401
商品サイズ：90×260×20

酸化を防ぐため、米粉を使用せず、原料のお米を茹でてお粥状にし
て乾燥させたものを使っています。もちっとした食感のパスタとして、
ヌードルサラダとして、様々なレシピでお楽しみ下さい。

賞味期限：24ヶ月
玄米、モロヘイヤパウダー

台湾で有機認証を受けた玄米で作られた玄米ビーフン。作り方は
簡単で、器に、麺とスープとかやくを入れ、沸騰したお湯を注ぎ、3
分くらい置いたら出来上がり。ノンフライ麺。

玄米ビーフン きのこスープ付き
Brown Rice Bifun with Mushroom soup
Yuan Shun Food（台湾）

G116　60ｇ×6（入数）
￥285↑
JAN：4532416300642
商品サイズ：160×160×40

賞味期限：15ヶ月

台湾のオーガニック認証を受けた玄米と
ケールだけを使用。一箱に2食入り。あら
かじめ水ですすいでザルに上げておき、
フライパンでお好みの野菜を炒めたらビ
ーフンを入れ3～4分炒めていただきお
好きな味付けをして出来上がり。茹で上
げたものをスープやサラダにも使えます。

G117 （50g×2）×12（入数）
￥470↑
JAN: 4532416300710
商品サイズ：100×210×40

賞味期限：24ヶ月

玄米、ケール

お湯に1分浸すだけでゆでる手間なく
仕上がるビーフン。極細タイプです。
揚げビーフン、炒めビーフン、汁ビーフ
ンといろいろアレンジしてどうぞ。

G88 （40ｇ×3）×20（入数）
￥420
JAN：4546201000303
商品サイズ：165×250×45

賞味期限：24ヶ月

玄米

玄米ビーフン（3袋パック）
Brown Rice Bifun  ヤムヤムジャパン（タイ）

ケール玄米ビーフン
Kale Brown Rice Bifun  Yuan Shun Food（台湾）

ほうれん草、ビーツ、にんじんで色づけしたカラフルな４色パスタで
す。色鮮やかなパスタサラダはいかがですか？

ベジタブルスパイラル
Multi-Colored Vegetable Spirals  エデン（米）

M60　340ｇ×12（入数）
￥820↑
JAN：4532416900835
商品サイズ：300×200×50

賞味期限：12ヶ月

デュラム小麦のセモリナ粉、
ビーツ粉、ほうれん草粉、
人参粉、ベニの木の種

カラフルな色合いのデザインパスタ。自然の着色だからお母さんも安心、子供
が喜ぶかわいい形のパスタです。トマトベースのスープやサラダに合います。

アルファベットパスタ
Alphabet Pasta  エデン（米）

M61　400ｇ×12（入数）
￥862↑
JAN：4532416300208
商品サイズ：275×160×10
M61S　80ｇ×12（入数）
￥230↑
JAN：4532416900644
商品サイズ：200×120×10
賞味期限：12ヶ月
全粒デュラム小麦粉、
デュラム小麦のセモリナ粉、
ビーツ粉、ほうれん草粉、
人参粉、ベニの木の種

パ
ス
タ
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キヌアミックス
Quinoa Mix  （ペルー）

G126　200ｇ×12（入数）
￥605
JAN：4532416901207
商品サイズ：200×120×15

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416901214

キヌア、赤キヌア、黒キヌア

3色のキヌアのミックス。洗ってからお使
いください。ごはんに1割程度混ぜて炊
いたり、スープやリゾットなどにもどうぞ。

キヌア
Quinoa  （アルゼンチン等）

G54A　200ｇ×12（入数）
￥550
JAN：4532416900668
商品サイズ：200×120×15

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901030

キヌア

ご飯を炊く際に1割ほど混ぜたり、
スープに入れても美味しいです。

ニュートリショナルイースト
Nutritional Yeast  レッドスター（米）

E30　200ｇ×12（入数）
￥980
JAN：4532416900347
商品サイズ：220×130×30

賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901023

フレーク状ですのでサラダやスープに振
りかけてどうぞ。チーズに似た風味です。

ドライイースト／B3（ナイアシン）、
B6（ピリドキシン塩酸塩）、B2（リ
ボフラビン）、B1（チアミン塩酸
塩）、B9（葉酸）、B12

発芽フラックスシード
Sprouted flax Seeds  ナッシェル（日）

G211　40ｇ×25（入数）
￥463
JAN：4589544091010
商品サイズ：110×150×60

賞味期限：12ヶ月

フラックスシード、
乳酸菌培養液（小麦含む）

フラックスシード（亜麻の実）を発芽、
乾燥させました。サクサクっとした食感
で一層美味しくいただけます。

南米では古くから食べられてきたチ
アシード。味はなく、水分に浸してジ
ェル状になってからお召し上がりい
ただくことをお勧めします。

チアシード
Chia Seed  （パラグアイ、メキシコ、ペルー等）

E133　200ｇ×12（入数）
￥1,429
JAN：4532416200386
商品サイズ：200×120×20

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416200393

チアシード

古代インカ帝国からの贈り物。アンデ
ス地方で有機栽培されたヒユ科の植
物の種子。お米に少し入れて炊いた
り、パン・スープ等に入れて。ぷちぷち
とした食感が人気です。

アマランサス・粒
Amaranth Berry  （ペルー）

G45　350ｇ×12（入数）
￥700
JAN：4532416700268
商品サイズ：220×130×20

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg
JAN：1kg 4532416700275

アマランサス

P25　100ｇ×12（入数）
￥420↑
JAN：4532416100174
商品サイズ：200×120×5

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg 
JAN：500g 4532416100501
JAN：1kg 4532416100518

マスタードの種　

料理のスパイスにも大活躍。スプラウ
トの際は、粘りがでますのでビンでの
栽培には不向きです。

イエローマスタード・シード
Yellow Mustard Seeds  （インド等）
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バーベキューの時の必須アイテム。クラ
シックなバーベキューソース。スモーキーな
風味が食欲をそそります。

M104　275ｇ×12（入数）
￥950↑
JAN：602938538190
商品サイズ：55×55×180

賞味期限：36ヶ月

バーベキューソース（クラシックタイプ）
Barbecue Sauce Classic Type  ACME Organics（米）

トマトピューレ、砂糖、醸造酢、たまり醤油
（大豆、食塩、アルコール）、調味料（リンゴ
酢、モラセス、たまり醤油、砂糖、食塩、濃縮
レモン果汁、しょうが、タマリンド、チリ、にん
にく、椎茸、オールスパイス、クローブ、オレン
ジエキストラクト、レモンエキストラクト、玉ね
ぎ油）、食塩、モラセス、黒胡椒、にんにく、
玉ねぎ／香料、増粘剤（キサンタンガム）

有機バーベキューソース。味も香りもとってもアメリカン。定番の
クラシックサイズとの主な違いは、熟成したにんにくによる香りと
旨味。ギルティーフリーで、BBQベジバーガーはいかがでしょう。

M132　275ｇ×12（入数）
￥950
JAN：712145931254
商品サイズ：55×55×180

賞味期限：36ヶ月

バーベキューソース（ブラックガーリックタイプ）
BBQ Sauce Black Garlic   ACME Organics（米）

トマトピューレ、砂糖、たまり醤油（大豆、食塩、
アルコール）、醸造酢、モラセス、調味料（りん
ご酢、モラセス、たまり醤油、砂糖、食塩、タマリ
ンド、生姜、濃縮レモン果汁、にんにく、粉末玉
ねぎ、椎茸、オールスパイス、チリペッパー、オレ
ンジエキストラクト、クローブ、レモンエキストラク
ト）、黒にんにく、食塩、粉末にんにく、黒胡椒、
粉末玉ねぎ／香料、増粘剤（キサンタンガム）

黒豆に塩を加えて発酵させた台湾の調味料。大豆発酵食品とし
ても近年注目されています。コクがあるので炒めものなどに加える
だけで本格台湾風味が楽しめます。

M97　110ｇ×12（入数）
￥485↑
JAN：4711175000677
商品サイズ：65×65×90

賞味期限：24ヶ月

黒豆（大豆）、食塩

豆鼓
Fermented Dried Black Bean  ウェイジュングフーズ（台湾）

台湾の味噌チリソース。バーベキュのタレやおかゆ、自由自
在！刻みねぎと混ぜておにぎりにいれてもおいしい。

M98　200ｇ×12（入数）
￥550↑
JAN：4711175001117
商品サイズ：65×65×90

賞味期限：24ヶ月

味噌（米、大豆、食塩）、砂糖、
唐辛子、ごま油、オリーブ油

味噌チリソース
Fermented Miso Chilli Sauce  ウェイジュングフーズ（台湾）

スープ、サラダ、マリネ、サンドイッチ、ピザ、
卵焼き等、何にでもどうぞ。コクのある辛み
がクセになります。結構スパイシーです！

H83
148ml×12（入数）
￥740↑
JAN：027328120005
商品サイズ：45×45×180

賞味期限：36ヶ月

ハラペーニョ、りんご酢、穀物酢、
食塩

ご飯の上にのせるだけで、ベジタリアンのルーローハンになります。
野菜炒めや、お豆腐にのせたり、涼麵のソースやパスタソースに使
っても美味しいです。

M114　150ｇ×12（入数）
￥550↑
JAN：4711175004972
商品サイズ：65×65×90

賞味期限：24ヶ月

素滷肉拌醬（ベジタリアン ルーロージャン）
Vegetarian Marinated Meat With Mushroom  ウェイジュングフーズ（台湾）

M115　170ｇ×12（入数）
￥570↑
JAN：4711175007706
商品サイズ：65×65×90

賞味期限：24ヶ月

芝麻香椿拌醬（チーマーチャンチンジャン）
Sesame Toona Paste  ウェイジュングフーズ（台湾）

野菜炒めの味付けや、ご飯の上にのせて食べたり、涼麵のソース
やパスタソースのように使っても美味しいです。本格担々麺にもど
うぞ。

「麻」とは、中国語でしびれる「味」。お馴染みの四川料理には欠
かせない要素ですが、これ一つで簡単に演出できます。ラー油の
代用品としても使えます。ピリ辛のチャーハンや焼きそば、お鍋のタ
レに入れても。

M113　170ｇ×12（入数）
￥570↑
JAN：4711175007713
商品サイズ：65×65×90

賞味期限：24ヶ月

麻辣醬（マーラージャン）
Hot Spicy Sauce  ウェイジュングフーズ（台湾）

M110　180g×12（入数）
￥550↑
JAN：4711175003586
商品サイズ：65×65×90

賞味期限：24ヶ月

台湾沙茶醤（ベジタリアンサーチャージャン）
Vegetarian Barbecue Sauce  ウェイジュングフーズ（台湾）

沙茶醬（サーチャージャン）は台湾では欠かせない調味料。鍋のつ
けだれ、チャーハン、炒めもの、春雨やビーフンの味付けにひとさじ
加えると、途端にお料理が台湾風味に変身します！

大豆油、醤油（大豆、小麦、食塩、砂糖）、味噌（米、
大豆、食塩）、小麦粉、砂糖、ピーナッツ粉、ココナッ
ツ粉、ごま油、粉末ごま、チリ、カレー粉（ターメリック、
シナモン、クミン、胡椒、コリアンダーシード、クローブ、
ベイリーフ、カルダモン）、食塩、香椿、ナツメグパウ
ダー、マッシュルームパウダー、フェンネルパウダー

唐辛子、大豆油、花椒、スター
アニス、フェンネル、食塩、陳皮
（みかんの皮）、きび砂糖

小麦グルテン、大豆、大豆油、マッ
シュルーム、醤油（大豆、小麦、砂
糖、食塩）、食塩、黒豆、砂糖、リコ
リス

大豆油、大豆たんぱく、砂糖、マ
ッシュルーム、黒豆、食塩、香椿、
ゴマ、リコリス

ハラペーニョペッパーソース
Jalapeno Pepper Sauce  アリゾナペッパー（米）

石挽きにしたマスタードシードを使用しています。りんご酢の酸味が
きいています。

ブラウンマスタード
Brown Mustard  エデン（米）

H69　255ｇ×12（入数）
￥800↑
JAN：024182002126
商品サイズ：70×70×90

賞味期限：24ヶ月

マスタードの種、りんご酢、
食塩

K44S　70ｇ×12（入数）
￥741↑
JAN：4589474031025
商品サイズ：150×120×60
賞味期限：24ヶ月
食塩（沖縄の塩）、野菜エキス、
（人参、玉ねぎ、白菜、セロリ、
舞茸）／オリゴ糖

あらゆる料理に使える野菜の万能だしです。化学調味料、タンパク
加水分解物、酵母エキス不使用、動物性食材ゼロ、野菜の旨味
だけで作りました。５種類の国産野菜をじっくり煮出して野菜の栄
養と旨味を“まるごと”いただけます。※使用量の目安：１５０ccのお
湯に対して、小さじ１（４g）のベジブロスで美味しいコンソメスープと
なります。また、塩のかわりに調理に使う事で味の深みが増します。

ベジブロス
Vege broth  TAC21（日本）

野菜ブイヨン
Vegetable Soup Bouillon  バイタム・ヘッフェ（独）

化学調味料を使用せず、植物性の原材料だけを使用。キューブ
一個で約500mlのスープができます。また、野菜炒め、ホワイトソ
ース、チャーハン等、幅広くお料理の味付けに使えます。夏期冷
蔵便での発送となります。

K43　80ｇ×12（入数）
￥500↑
JAN：4532416900392
商品サイズ：60×100×15

食塩、シアバター、コーンスターチ、野菜（リ
ーキ、人参、トマト、玉ねぎ）、香辛料（ナツメ
グ、ラベージ、ガーリックパウダー、ターメリッ
ク）、酵母エキス、ハーブ（パセリ、セロリ）

賞味期限：24ヶ月

ガーリック・チリソース
Garlic Chili Sauce  ウェイジュングフーズ（台湾）

台湾産のにんにくを使用した調味料です。炒め物や麺類のトッピング、
つけだれなど、いろいろなお料理に幅広くご利用頂けます。にんにくと
唐辛子の刺激をお楽しみください。

M122　170g×12（入数）
￥570
JAN：4711175009502
商品サイズ：65×65×90

賞味期限：24ヶ月

大豆油、唐辛子、にんにく、砂糖、
食塩、酵母エキス／クエン酸

ベジタリアン対応の原材料で作っ
たオイスター風味のソースです。

M121　155ml×12（入数）
￥660↑
JAN：4711175009243
商品サイズ：50×50×160

賞味期限：36ヶ月

砂糖、小麦、大豆、食塩、米、
マッシュルーム、リコリス

ベジタリアンオイスター風ソース
Vegetarian Mushroom Oyster Sauce  ウェイジュングフーズ（台湾）

調
味
料
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チュニジア産エキストラバージンオリーブオイル
Tunisian Extra Virgin Olive Oil  
Rivière d’Or（チュニジア）

H87
430g/500ml×12（入数）
￥1,200
JAN：6194058901526
商品サイズ：55×55×265
賞味期限：18ヶ月
〈業務用有〉 5L、バルク
JAN：5L 6194058900116
食用オリーブ油

フラックスシードオイル
Flaxseed Oil  オメガ（米）

E37
218ｇ/237ml×15（入数）
￥2,300↑
JAN：055358114008
商品サイズ：45×45×180

賞味期限：12ヶ月

食用亜麻仁油

必須脂肪酸であるオメガ３を含む
亜麻の実（フラックスシード）を低
温圧搾したオイルです。
＊通年冷蔵発送の商品となります。

有機JAS認証を受けた農園と工場で、栽培から製造まで行ってい
ます。製菓・製パンには勿論の事、調理用として揚げ油や炒め物
にもお使い頂けます。高温に強く（発煙点：２３０度）、天ぷらやフラ
イはカラッと揚がり格別の食感です。パーム農園では環境に配慮
した循環型農法を実施しています。

ショートニング
Shortening  ダーボン（コロンビア）

G18　680ｇ×12（入数）
￥1,568↑
JAN：4580130001222
商品サイズ：135×135×113

賞味期限：18ヶ月

食用パーム油

ココナッツバター
Coconut Butter  アビオス（日）

H97　220g×12（入数）
￥1,700↑
JAN：4560268963012 
商品サイズ：65×65×95

賞味期限：36ヶ月

食用ココナッツ

手摘みで収穫された新鮮なココナ
ッツの果肉をすりつぶして作ったコ
コナッツバターです。果肉を丸ごと
すりつぶしているので、ココナッツ
の栄養がたっぷりと詰まっています。
コーヒーに入れたり、バターやマー
ガリンの代用としてご使用下さい。

チュニジアオリーブの二大品種をコールドプ
レスで搾油し、ミックスしています。北部で栽
培されるシェトウィ種は、緑色が強く軽い苦み
が特徴です。南部で栽培されるシェムラリ種
は、黄色が強くマイルドな味と言われています。

チュニジアオリーブの二大品種をコールドプ
レスで搾油し、ミックスしています。北部で栽
培されるシェトウィ種は、緑色が強く軽い苦み
が特徴です。南部で栽培されるシェムラリ種
は、黄色が強くマイルドな味と言われています。

チュニジア産エキストラバージンオリーブオイル250ml
Tunisian Extra Virgin Olive Oil 250ml  
Rivière d’Or（チュニジア）

H98
229g/250ml×12（入数）
￥730
JAN：6194058901519
商品サイズ：47×47×218

賞味期限：18ヶ月

食用オリーブ油

ココナッツオイル
Coconut Oil  オメガ（比）

H55　454ｇ×6（入数）
￥2,400↑
JAN：055358350024
商品サイズ：90×90×115

賞味期限：36ヶ月

食用やし油

バター代わりに、または190℃位
迄の調理にお使い下さい。24℃
以下では固形状になっています。
ココナッツの風味を抜いてあるの
で、多目的に使えます。

□  ミシガン湖地域で収穫した有機りんごを使用
□  原材料は有機りんご果汁だけ
□  発酵助剤・酵素不使用の自然発酵製法
□  品質を保てる安心の遮光瓶入り
□  非加熱
□  低濾過（りんごの絞りかすを除く程度）
□  酢酸菌（マザー）入り

EDENのアップルビネガーはオーガニックのりんごを
自然発酵させた純りんご酢です。

TipsEDENのアップルビネガーの特徴

H74　473ml×12（入数）
￥900↑
JAN：024182000627
商品サイズ：60×60×180

賞味期限：48ヶ月

りんご果汁

ミシガン湖周辺で有機栽培された
りんごを使用したアップルビネガー
です。自然発酵で、加熱処理はせ
ずに作られています。ケチャップ・
マヨネーズ・ドレッシングづくりに合
います。

アップルビネガー
Apple Cider Vinegar  エデン（米）

白ワインビネガー
White Wine Vinegar  メンガゾーリ（伊）

H61　250ml×12（入数）
￥600
JAN：8005140001490
商品サイズ：45×45×210

賞味期限：36ヶ月

ぶどう

イタリアのマントヴァで作られたオ
ーガニック・白ワインビネガーです。
自家製のサラダ・ドレッシングやピ
クルスにどうぞ。

バルサミコビネガー
Balsamic Vinegar  メンガゾーリ（伊）

H75　250ml×12（入数）
￥1,300
JAN：8005140001506
商品サイズ：45×45×210

賞味期限：36ヶ月

ワインビネガー、
濃縮ブドウジュース

北イタリアのモデナにて、有機栽
培されたブドウより作られました。オ
リーブ油に数滴入れパンにつけ召
し上がって頂いたり、ソースやドレ
ッシングにご使用下さい。

Tips有機ショートニングについて

自社農園で有機栽培した原料パームを搾油に最適な熟度で収穫し、
新鮮なうちに絞り精製して出荷しています。パームの搾油は圧搾法で
物理的に抽出し、溶剤を使用した抽出は行っていません。ショートニ
ング製造時に水素添加しないため、トランス脂肪酸は1％未満。しか
もコレストロールは約0.0001％。酸化防止剤や保存料は使用してお
りません。RSPO認証を推進し、生産従事者や自然環境を守る活動も
行っています。 持続可能なパーム油生産の

取り組みについては、こちらを
ご覧ください。

ココナッツオイル
Coconut Oil Deodorized  スパイラルフーズ（スリランカ）

H115 300ｇ×12（入数）
￥1,000
JAN：4532416300925
商品サイズ：70×70×130

賞味期限：24ヶ月

食用やし油

スリランカ産オーガニックココナッツ
の果肉を乾燥後圧搾したオイルです。
180℃のスチーム処理でココナッツ
の香りを取り除いたタイプです。お料
理にも幅広くお使い頂けます。24℃
を下回ると凝固し始め固形となりま
すが、温めて頂くと液体に戻ります。
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パセリ
Parsley  （エジプト等）

Z03
20ｇ×12（入数）
￥380
JAN：4532416500028
商品サイズ：210×125
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500592
JAN:1kg 4532416500608

パセリ
パセリは南ヨーロッパを原産とし
ます。
パセリは南ヨーロッパを原産とし
ます。

オレガノ
Oregano  （トルコ等）

Z01
20ｇ×12（入数）
￥350
JAN：4532416500011
商品サイズ：210×125
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500554
JAN:1kg 4532416500561

オレガノ
イタリア料理を含む地中海料理
には欠かせないハーブです。
イタリア料理を含む地中海料理
には欠かせないハーブです。

バジル 
Basil  （エジプト等）

Z02
20ｇ×12（入数）
￥330
JAN：4532416500035
商品サイズ：210×125
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500578
JAN:1kg 4532416500585

バジル
シソ科のバジルは、トマト向きの
ハーブです。にんにく、玉葱、オリ
ーブを使った料理によく合います。

シソ科のバジルは、トマト向きの
ハーブです。にんにく、玉葱、オリ
ーブを使った料理によく合います。

収穫したての完熟トマトを約6倍に濃縮してあります。手軽にトマト
の風味を加えたい時には重宝します。

トマトペースト
Tomato Paste  Cereal Terra（伊）

M108S　140ｇ×6（入数）
￥600↑
JAN：4532416301298
商品サイズ：53×53×83

賞味期限：36ヶ月

トマト

お子様も食べられるとってもマイルドなサルサです。

M30　417ｇ×12（入数）
￥1,100↑
JAN：042272004003
商品サイズ：85×85×110

賞味期限：36ヶ月

サルサ・ミディアム
Medium Salsa  エイミーズ（米）

トマトピューレ、玉ねぎ、
ハラペーニョ、シラントロ、
ライム果汁、食塩、ニンニク、
香辛料

トマトケチャップ
Tomato Ketchup  メリディアン（英）

完熟のオーガニックトマトを使用。

H70　285ｇ×6（入数）
￥700
JAN：5014213001827
商品サイズ：55×55×68

賞味期限：18ヶ月

トマトピューレ、砂糖、醸造酢、
コーンスターチ、食塩、玉ねぎ、
黒こしょう、オールスパイス、
クローブ、ベイリーフ、にんにく

トマトの煮込みやパスタソースに
使用すると風味が増します。そ
のまま刻んで、または水にもどし
たり、オイル漬けにしてどうぞ。

ドライトマト
Dried Tomatoes  Traina Dried Fruit（米）

M87　50ｇ×12M87　50ｇ×12（入数）（入数）

￥360￥360
JAN：4532416400120JAN：4532416400120
商品サイズ：200×120商品サイズ：200×120

賞味期限：6ヶ月賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉〈業務用有〉

トマトトマト

M87　50ｇ×12（入数）
￥360
JAN：4532416400120
商品サイズ：200×120×50

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 500g、1kg、バルク
JAN：500g 4532416901078
JAN：1kg 4532416901085
トマト、食塩

M107　400ｇ×12（入数）
￥400↑
JAN：4532416900842
商品サイズ：75×75×110

賞味期限：42ヶ月
〈業務用有〉 2.5kg
JAN:2.5kg 4532416900859

ホールトマト、
トマトジュース／クエン酸

ホールトマト缶
Whole Tomato  カンポ（伊）

収穫したての完熟トマトを湯剥きしました。濃厚なトマトの旨味がぎ
っしりとつまっています。パスタやピザのトマトソース、野菜の煮込
み、ラザニアのソース、グラタンなど、毎日の料理にお使い下さい。

コリアンダーシード 
Coriander Seed  （エジプト等）

Z06
20ｇ×12（入数）
￥340
JAN：4532416500134
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500684
JAN:1kg 4532416500691

コリアンダーの種
魚料理やカレーはもちろん、ケー
キやクッキーなど幅広く使用でき
ます。

魚料理やカレーはもちろん、ケー
キやクッキーなど幅広く使用でき
ます。

コリアンダーパウダー 
Coriander Powder  （エジプト等）

Z10
20ｇ×12（入数）
￥320
JAN：4532416500219
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416501094
JAN:1kg 4532416501100

コリアンダーの種
中東ではテーブルスパイスとして
使われています。爽やかなほのか
な甘みのある香りは、カレーの他、
エスニックフードによく合います。

中東ではテーブルスパイスとして
使われています。爽やかなほのか
な甘みのある香りは、カレーの他、
エスニックフードによく合います。

カルダモン 
Cardamon Pods  （グアテマラ等）

Z08
20ｇ×12（入数）
￥500↑
JAN：4532416500660
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500721
JAN:1kg 4532416500738

カルダモン
カルダモンのホールです。風味は
とても強く、カレーはもちろんデザ
ート等に使います。

カルダモンのホールです。風味は
とても強く、カレーはもちろんデザ
ート等に使います。

ベイリーフ 
Bay Leaf  （トルコ等）

Z34
5ｇ×12（入数）
￥350
JAN：4532416500363
商品サイズ：210×125
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉 100g
JAN:100g 4532416501049

ベイリーフ（月桂樹）

月桂樹。シチューなどの煮込み料
理に使用します。フランス料理の
ブーケガルニ（香草の束）に欠か
せない香草の一つです。

月桂樹。シチューなどの煮込み料
理に使用します。フランス料理の
ブーケガルニ（香草の束）に欠か
せない香草の一つです。

タイム 
Thyme  （エジプト等）

Z22
20ｇ×12（入数）
￥300
JAN：4532416500394
商品サイズ：210×125
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500929
JAN:1kg 4532416500936
タイム

タイムは長い加熱によく耐える
ので、スープやストック、シチュー
やトマトソースなど、煮込み料理
には最適。ピザの上にちょっとふ
りかけても良い香りが楽しめます。

タイムは長い加熱によく耐える
ので、スープやストック、シチュー
やトマトソースなど、煮込み料理
には最適。ピザの上にちょっとふ
りかけても良い香りが楽しめます。

ローズマリー 
Rosemary  （トルコ等）

Z15
20ｇ×12（入数）
￥380
JAN：4532416500066
商品サイズ：210×125
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500882
JAN:1kg 4532416500899

ローズマリー
ハーブの中では香りが強く、じゃが
いも料理によく合います。オリーブ
オイルの風味づけにもおすすめ。

ハーブの中では香りが強く、じゃが
いも料理によく合います。オリーブ
オイルの風味づけにもおすすめ。

ト
マ
ト
類
＆
ハ
ー
ブ

ドライトマトのアピタイザー
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クローブ ホール
Cloves Whole  （スリランカ等）

Z27
20ｇ×12（入数）
￥380
JAN：4532416500448
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500981
JAN:1kg 4532416500998

クローブ

強い刺激的な風味なので少な
めに使います。スパイシーな料
理をはじめデザート類にも用途
が広がります。

強い刺激的な風味なので少な
めに使います。スパイシーな料
理をはじめデザート類にも用途
が広がります。

クミンシード 
Cumin Seeds  （トルコ、インド等）

Z05
20ｇ×12（入数）
￥420
JAN：4532416500493
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500639
JAN:1kg 4532416500646

クミンの種

ガラムマサラには、なくてはならない主
成分。北アフリカの代表的なスパイス
で、スープやシチューの煮込みにも合い
ます。野菜炒めにちょっとふりかけるだ
けでいつもと違ったひと皿が楽しめます。

ガラムマサラには、なくてはならない主
成分。北アフリカの代表的なスパイス
で、スープやシチューの煮込みにも合い
ます。野菜炒めにちょっとふりかけるだ
けでいつもと違ったひと皿が楽しめます。

オレンジピール 
Orange Peel  （イスラエル、アメリカ等）

Z21
20ｇ×12（入数）
￥280
JAN：4532416500301
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500905
JAN:1kg 4532416500912

オレンジピール

乾燥したオレンジの皮です。ケ
ーキやおかし作りにどうぞ。オー
ガニックですから安心して使っ
ていただけます。

乾燥したオレンジの皮です。ケ
ーキやおかし作りにどうぞ。オー
ガニックですから安心して使っ
ていただけます。

カイエンペッパー 
Cayenne Pepper  （アメリカ等）

Z25
20ｇ×12（入数）
￥290
JAN：4532416500431
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500943
JAN:1kg 4532416500950

唐辛子

キャラウェイシード 
Caraway Seed  （エジプト等）

G84
20ｇ×12（入数）
￥280
JAN：4532416500356
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416501056
JAN:1kg 4532416501063

キャラウエイの種

インドではカレーに、ヨーロッパで
は煮込み料理やザワークラウト
に使用されます。製菓や酒類の
香りづけにも使用できます。

インドではカレーに、ヨーロッパで
は煮込み料理やザワークラウト
に使用されます。製菓や酒類の
香りづけにも使用できます。

クミンパウダー 
Cumin Powder  （エジプト、インド等）

Z30
20ｇ×12（入数）
￥440
JAN：4532416500509
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500653
JAN:1kg 4532416500677

クミンの種

カレーやシチュー以外にもチー
ズやリキュール類、ケーキやパン
の風味つけにも使用できます。
爽快感のある香りか特徴です。

カレーやシチュー以外にもチー
ズやリキュール類、ケーキやパン
の風味つけにも使用できます。
爽快感のある香りか特徴です。

シナモンスティック
Cinnamon Stick  （ベトナム等）

Z11
20ｇ×12（入数）
￥350
JAN：4532416500332
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500769
JAN:1kg 4532416500776

シナモン

カプチーノやケーキにぴったり
の香り高いスティックタイプで
す。

カプチーノやケーキにぴったり
の香り高いスティックタイプで
す。

シナモンパウダー
Cinnamon Powder  （ベトナム等）

Z18
20ｇ×12（入数）
￥320
JAN：4532416500097
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500783
JAN:1kg 4532416500790

シナモン

コーヒーやケーキの香りづけに。
焼きりんごから立ちのぼる、あの
シナモンの香り。何だか懐かし
い感じがする香りですね。アッ
プルパイに。

コーヒーやケーキの香りづけに。
焼きりんごから立ちのぼる、あの
シナモンの香り。何だか懐かし
い感じがする香りですね。アッ
プルパイに。

ジンジャーパウダー 
Ginger Powder  （インド等）

Z37
20ｇ×12（入数）
￥460
JAN：4532416501148
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416501155
JAN:1kg 4532416501162

生姜

生姜の粉末はお料理やクッキ
ーなど幅広くお使い頂け、温か
い飲み物などと合わせれば身
体も暖まります。

生姜の粉末はお料理やクッキ
ーなど幅広くお使い頂け、温か
い飲み物などと合わせれば身
体も暖まります。

ターメリックパウダー 
Turmeric Powder  （インド等）

Z04
20ｇ×12（入数）
￥380
JAN：4532416500516
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500615
JAN:1kg 4532416500622

ウコン

カレー、たくあん漬けをはじめ
様々な料理に、色付けや風味
づけのために使用されます。豆
や野菜の料理にもマッチします。

カレー、たくあん漬けをはじめ
様々な料理に、色付けや風味
づけのために使用されます。豆
や野菜の料理にもマッチします。

ナツメグパウダー
Nutmeg Powder  （インドネシア等）

Z32
20ｇ×12（入数）
￥480
JAN：4532416500141
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416501025
JAN:1kg 4532416501032

ナツメグ

甘く刺激的な香りとほろ苦さが特徴
です。ひき肉や根菜などと相性がよ
いです。甘い味ともよく合うので、フル
ーツケーキやパイなどにも最適です。
コーヒーにちょっぴりふりかけても....

甘く刺激的な香りとほろ苦さが特徴
です。ひき肉や根菜などと相性がよ
いです。甘い味ともよく合うので、フル
ーツケーキやパイなどにも最適です。
コーヒーにちょっぴりふりかけても....

パプリカパウダー 
Paprika Powder  （アメリカ等）

Z07
20ｇ×12（入数）
￥300
JAN：4532416500486 
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500707
JAN:1kg 4532416500714

パプリカ

唐辛子の中でも辛みのない品種
を粉末にしたものです。ほんのり甘
酸っぱい味で、一振りで料理に彩
りを添えられます。ディップ、スープ、
ホワイトソース等にお使い下さい。

唐辛子の中でも辛みのない品種
を粉末にしたものです。ほんのり甘
酸っぱい味で、一振りで料理に彩
りを添えられます。ディップ、スープ、
ホワイトソース等にお使い下さい。

ブラックペッパー（粉）
Black Pepper Powder  （ベトナム等）

Z19
20ｇ×12（入数）
￥280
JAN：4532416500103
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500844
JAN:1kg 4532416500851

黒胡椒

ほとんど全ての料理にで使用
できる他、デザートやチーズにも
使われます。

ほとんど全ての料理にで使用
できる他、デザートやチーズにも
使われます。

ブラックペッパー（粒）
Black Peppercorns  （ベトナム等）

Z13
20ｇ×12（入数）
￥280
JAN：4532416500387
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416500820
JAN:1kg 4532416500837

黒胡椒

ご使用になる直前にご自分で
挽いて、ご利用いただくことで、
より新鮮な香りを楽しんでいた
だけます。

ご使用になる直前にご自分で
挽いて、ご利用いただくことで、
より新鮮な香りを楽しんでいた
だけます。

ガラムマサラ
Garam Masala   （フランス等）
ガラムマサラ
Garam Masala   （フランス等）

Z36
20ｇ×12（入数）
￥380
JAN：4532416501117
商品サイズ：160×98
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416501124
JAN:1kg 4532416501131

カルダモン、コリアンダー、
クミンシード、ブラックぺッパー、
シナモン、クローブ、ナツメグ
カレーや煮込み料理の最後に
一振りして香りを添えたり、料理
の下ごしらえにどうぞ。

カレーや煮込み料理の最後に
一振りして香りを添えたり、料理
の下ごしらえにどうぞ。

赤い熟した唐辛子を乾燥させて
粉にしたもの。
赤い熟した唐辛子を乾燥させて
粉にしたもの。

ス
パ
イ
ス



材料： 作り方：
❶ジャックフルーツを水で30分ほど浸し、
その後しっかりと水気をよく切る。
❷塩麹、レモン汁、黒胡椒、にんにくのす
りおろしをジャックフルーツにもみこむ。
❸水大さじ６（分量外）に小麦粉を溶い
たものに先ほどのジャックフルーツをく
ぐらせて、パン粉をつけ揚げたらでき
あがり。
あつあつの出来立てをどうぞ。

ジャックフルーツ缶詰…1缶
塩麹…小さじ2
レモン汁…大さじ1
黒胡椒…ひとつまみ
にんにくすりおろし…1かけ
無漂白小麦粉…大さじ4
パン粉…適量
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ジャックフルーツのとんかつ風 Recipe

台湾ヴィーガンジャーキー山椒味
Vegan Jerky Sichuan Pepper  Super Elephant（台湾）

大豆たんぱく、全粒粉パン粉（全粒小麦粉、
イースト、食塩）、玄米粉、大麦フレーク、玉ね
ぎ、野菜ブイヨン（食塩、米粉、玉ねぎ、人参、
パースニップ、酵母エキス、ひまわり油、パセ
リ、ターメリック）、セロリパウダー、キャロブパ
ウダー、食塩、黒胡椒、クミン、セージ、タイム

ハーブ、香辛料で味付けがされたベジバーガーミックス粉。チャンキ
ーな大豆たんぱくがなかなかいい食感を作り出しています。バンズ
で挟んでベジバーガーはいかがですか。

K14　125ｇ×6（入数）
￥450↑
JAN：5022775000479
商品サイズ：110×35×170

賞味期限：18ヶ月

ベジタリアンバーガーミックス
Vegetarian Burger Mix  ジャストホールフーズ（英）

大豆や小麦タンパクなど、植物性原材料だけで作ったプラント
ベースのジャーキー。バーベキューの風味に仕上げてあります。

K37　100ｇ×12（入数）
￥630
JAN：4718406001915
商品サイズ：220×155×10

賞味期限：12ヶ月

台湾ヴィーガンジャーキーバーベキュー味
Vegan Jerky Chacoal Grilled  Super Elephant（台湾）

植物たんぱく（大豆加工品、脱脂大豆粉、小
麦たんぱく、コーンスターチ）、醤油、麦芽糖、
菜種油、砂糖、そら豆粉、イソマルトオリゴ
糖、酵母エキス、食塩、リコリス粉、香辛料、
白胡椒、黒胡椒／グリセリン、クエン酸、香料

G55　500ｇ×12（入数）
￥930
JAN：4532416900149
商品サイズ：180×260×30

賞味期限：6ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901092

全粒小麦

バーガーウィート
Bulgur Wheat  サニーランドミルズ（米）

全粒小麦を蒸して、乾燥させて挽き割
ったもの。中近東では主食として常食
されています。ひき肉の代わりとしてハ
ンバーグ作りに、またお米の代わりとし
てパエリア等に。使用用途たくさん。

クスクス
Couscous  ユーエスデュラム（米）

G50　500ｇ×12（入数）
￥830
JAN：4532416300024
商品サイズ：160×260×20

賞味期限：10ヶ月

デュラム小麦

オーガニック栽培のデュラム小麦粉を使用した中
近東で食される粒状のパスタです。クスクスと同
量の熱湯で数分蒸らせば出来上がり。香り高い
エキストラバージンオリーブオイルを振りかけてお
召し上がりください。トマトを使ったサラダにもどうぞ。

独持の甘い風味がお菓子作りやカレーにもぴったり。油脂分と水
分が分離しにくくより使いやすくなりました。※ココナッツミルクと同
様にご利用頂けます。

M52　400ml×12（入数）
￥440
JAN：4532416300239
商品サイズ：75×75×110

賞味期限：24ヶ月

ココナッツ

ココナッツクリーム
Coconut Cream  CBL Natural Foods（スリランカ）

完熟パイナップルをジュース漬けにしました。冷やしてお召し上がり
下さい。9～10枚入り

パイナップル缶詰
Canned Pineapple  CBL Natural Foods（スリランカ）

P41　400ｇ×12（入数）
￥600↑
JAN：4532416901351
商品サイズ：70×70×110

賞味期限：24ヶ月

パイナップル、
パイナップルジュース

ジャックフルーツ缶詰
Canned Jackfruit  CBL Natural Foods（スリランカ）

P43　400ｇ×12（入数）
￥490↑
JAN：4532416901368
商品サイズ：70×70×110

賞味期限：24ヶ月

ジャックフルーツ、食塩、
ライム果汁

東南アジア、南アジア、南米等で広く栽培されてるジャックフルーツ。熟
す前のジャックフルーツは、食感がお肉のようなので、欧米のベジタリ
アンの間では最近人気が高まっています。スリランカやインドでは若い
ジャックフルーツ（ポロスと呼ばれる）を使ったカレーが人気あるようです。

手摘みで収穫した有機キャベツを洗って、芯を取り除き、乳酸で発
酵させました。ポテト料理やサンドイッチの付け合わせ、箸休めなど、
食卓のアクセントとしてもご利用いただけます。

K30　510ｇ×12（入数）
￥1,150↑
JAN：024182011043
商品サイズ：85×85×125

賞味期限：24ヶ月

キャベツ、食塩／乳酸

サワークラウト
Sauerkraut  エデン（米）

大豆たんぱくとハーブと野菜がアクセントになっていて、簡単なの
に美味しくできます。グレイビーソースをかけて、またホットドックバン
ズにはさんでもいいです。

K15　125ｇ×6（入数）
￥400↑
JAN：5022775004149
商品サイズ：110×35×170

賞味期限：18ヶ月

大豆たんぱく、全粒パン粉（全粒小麦粉、イ
ースト、食塩）、玄米粉、クスクス（小麦を含
む）、玉ねぎ、野菜ブイヨン(食塩、米粉、玉
ねぎ、人参、パースニップ、酵母エキス、ひま
わり油、パセリ、ターメリック）、トマト粉、セロ
リ粉、長ねぎ、食塩、パセリ、黒胡椒、セージ

ベジ・ソーセージミックス
Vegetarian Banger Mix  ジャストホールフーズ（英）

ひよこ豆にコリアンダー、クミン、にんにくを混ぜ合わせるという伝
統的な中東のレシピに基づいて作られたファラフェルミックスです。
成型して揚げてからピタサンドの具材に。

K10　120ｇ×6（入数）
￥450↑
JAN：5022775000417
商品サイズ：110×35×170

賞味期限：18ヶ月

ファラフェルミックス
Falafel Mix  ジャストホールフーズ（英）

ひよこ豆、玄米粉、玉ねぎ、
クミン、コリアンダー、黒胡椒、
パセリ、食塩、にんにくパウダー

エ
ス
ニ
ッ
ク
食
材

英語名でジャックフルーツと呼ばれるクワ科パンノキ属の果樹にな
る果実です。由来はマラヤマム語の「Chakka」がポルトガル語で

「Jaca」となり、総称のフルーツと結びつけ
ジャックフルーツとなったようです。世界最
大の果実と言われ、熟した果肉は甘く、生で
食べられています。また今回ご紹介している
ジャックフルーツ缶詰のように熟す前の実
は、野菜や肉の代用品としてタイ料理、ベト
ナム料理、インドネシア料理などで使われて
おり、カレーや煮物、炒め物など様々な料理
で食べられています。

Producersジャックフルーツについて

大豆や小麦タンパクなど、植物性原材料だけで作ったプラント
ベース のジャーキー。ピリッとした青山椒が後を引きます。

K38　100ｇ×12（入数）
￥630
JAN：4718406001922
商品サイズ：220×155×10

賞味期限：12ヶ月

植物たんぱく（大豆加工品、脱脂大豆粉、小麦たんぱ
く、コーンスターチ）、砂糖、醤油、麦芽糖、そら豆粉、菜
種油、食塩、酵母エキス、黒胡椒、赤唐辛子、リコリス
粉、青山椒、チリパウダー、白胡椒、黒胡椒、スターア
ニス、クローブ、シナモン／グリセリン、クエン酸、香料
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1985年に創立したフランス南西部にあるヴィタモント社は、1986年に有機認証を受けてから今日ま
で、高品質のオーガニックジュースを作り続けてきました。ミックスジュースは、12種類ものオーガ
ニックフルーツから出来ています。太陽を沢山浴びて育った果物を、そのまま絞りました。添加物、
保存料を一切使用していない、100％オーガニックのフルーツジュースは、フルーツそのものの味をお
楽しみいただけます。
長年の信念に基づき、強力かつ献身的なCSR（企業の社会的責任）ポリシーを掲げています。このポ
リシーは、５つの柱に基づいています。
私たちヴィタモント社の体制、意義、環境的使命、生態学的使命、社会的使命です。私たちは、消費
者を必要必要以上の甘ったるい味から解放するために、低糖度の新製品をどんどん提供しています。
また、プラスティック製のストローを使わないパッケージへの対応に切り替えたことで、これまで760
万個のプラスティック製ストローの生産を削減しています。

Producersヴィタモント社

ヴィタモント マルチフルーツジュース 1L
Vitamont-Multi Fruit Juice 1L  ヴィタモント（仏）

濃縮還元していない100％ストレ
ートジュース。添加物、保存料も
一切使用していません。
※入り数変更

J69　1000ml×8（入数）
￥940
JAN：3289196260482
商品サイズ：73×73×230

賞味期限：18ヶ月

りんご、オレンジ、バナナ、梨、
アプリコット、パッションフルーツ

ヴィタモント オレンジジュース 1L
Vitamont Orange Juice 1L  ヴィタモント（仏）

濃縮還元していない100％ストレ
ートジュース。添加物、保存料も
一切使用していません。
※入り数変更

J68　1000ml×8（入数）
￥920↑
JAN：3289196260314
商品サイズ：73×73×230

賞味期限：18ヶ月

オレンジ

ヴィタモント オレンジジュース
Orange Juice  ヴィタモント（仏）

J41　200ml×24（入数）
￥280↑
JAN：3289196260307
商品サイズ：45×48×105

賞味期限：18ヶ月

オレンジ

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

ヴィタモント アップルジュース
Apple Juice  ヴィタモント（仏）

J43　200ml×24（入数）
￥280↑
JAN：3289196260284
商品サイズ：45×48×105

賞味期限：18ヶ月

りんご

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

ヴィタモント グレープジュース
Grape Juice  ヴィタモント（仏）

J44　200ml×24（入数）
￥280↑
JAN：3289196260291
商品サイズ：45×48×105

賞味期限：18ヶ月

グレープ

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

ヴィタモント ミックスジュース
Cocktail Juice  ヴィタモント（仏）

J45　200ml×24（入数）
￥280↑
JAN：3289196260451
商品サイズ：45×48×105

賞味期限：18ヶ月

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

りんご、グレープ、オレンジ、マンゴ
ー、グレープフルーツ、バナナ、ア
プリコット、洋梨、パイナップル、も
も、ローズヒップ、濃縮レモン果汁

ヴィタモント パイナップルジュース
Pineapple Juice  ヴィタモント（仏）

J62　200ml×24（入数）
￥280↑
JAN：3289196260475
商品サイズ：45×48×105

賞味期限：18ヶ月

パイナップル

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

ヴィタモント キッズカクテルジュース
Cocktail Jr.  ヴィタモント（仏）

J47　200ml×24（入数）
￥280↑
JAN：3289196260468
商品サイズ：45×48×105

賞味期限：18ヶ月

りんご、オレンジ、いちご、バナナ、
マンゴー、ラズベリー

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

ヴィタモント  ストロベリーキッズカクテル
Strawberry Kid's Cocktail  ヴィタモント（仏）

J51　200ml×24（入数）
￥280↑
JAN：3289196260246
商品サイズ：45×48×105

賞味期限：18ヶ月

りんご果汁、 いちごピューレ、 
グレープ

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

ジ
ュ
ー
ス

ヴィタモント アップルジュース 1L
Vitamont Apple Juice 1L  ヴィタモント（仏）

濃縮還元していない100％スト
レートジュース。添加物、保存料
も一切使用していません。

J71　1000ml×8（入数）
￥1,030
JAN：3289196260321
商品サイズ：73×73×230

賞味期限：18ヶ月

りんご
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スパークリング ライムエイド
Organic Sparkling Limeaid  Lemonaid（独）

J57　330ml×12（入数）
￥398
JAN：42334194
商品サイズ：64×64×165

賞味期限：12ヶ月

ライムジュース、砂糖／炭酸ガス

おしゃれなボトルに入ったオーガニック
ライム果汁のスパークリングな炭酸飲
料。朝のお目覚めの時やスポーツの
後などすっきりした味わいをお召し上
がりいただけます。

スパークリング ブラッドオレンジエイド
Organic Sparkling Blood Orangeade  Lemonaid（独）

J59　330ml×12（入数）
￥398
JAN：42334217
商品サイズ：64×64×165

賞味期限：12ヶ月

ブラッドオレンジジュース、砂糖、グレープ
フルーツジュース、レモンジュース、オレン
ジジュース、チェリージュース／炭酸ガス

おしゃれなボトルに入ったオーガニック
ブラッドオレンジ果汁のスパークリング
な炭酸飲料。朝のお目覚めの時やス
ポーツの後などすっきりした味わいを
お召し上がりいただけます。

ソーイミルク・プレーン
Eden Soymilk Plain  エデン（米）

D20　946ml×12（入数）
￥630↑
JAN：024182025354
商品サイズ：62×97×167

賞味期限：12ヶ月

有機大豆でつくられた調整豆乳。牛乳と同じように飲んだり、料理
や製菓にもお使い下さい。

大豆、小麦＆大麦麦芽抽出
液、昆布、食塩／炭酸カルシ
ウム、ビタミンE、Bカロチン、ビ
タミンD２、ビタミンB12

ソーイミルク・バニラ
Eden Soymilk Vanilla  エデン（米）

D24　946ml×12（入数）
￥920↑
JAN：024182025453
商品サイズ：62×97×167

賞味期限：12ヶ月

有機大豆でつくられた豆乳に、バニラ風味を加えました。

大豆、小麦＆大麦麦芽抽出液、
昆布、食塩／バニラ香料、炭
酸カルシウム、ビタミンE、Bカロ
チン、ビタミンD２、ビタミンB12

アーモンド＆ココナッツミルクドリンク
Almond & Coconuts Milk Drink  Pureharvest（豪）

D132　1000ml×12（入数）
￥780
JAN：9312231317118
商品サイズ：60×90×200

賞味期限：12ヶ月

ココナッツミルク、玄米、
アーモンド、食塩

砂糖や乳化剤等を添加していない、ココナッツミルクにライスミ
ルクとアーモンドミルクを加えた穀物飲料。

ココナッツミルクドリンク
Coconuts Milk Drink  Pureharvest（豪）

D131　1000ml×12（入数）
￥700↑
JAN：9312231231032
商品サイズ：60×90×200

賞味期限：12ヶ月

ココナッツミルク、玄米、食塩

砂糖や乳化剤等を添加していない、ココナッツミルクとライスミルク
から作られた穀物飲料。

スパークリング マテ茶
Sparkring Mate Tea  Lemonaid（独）

J70　330ml×12（入数）
￥398
JAN：42282334
商品サイズ：64×64×165

賞味期限：12ヶ月

マテ茶、紅茶、アガベ、
オレンジジュース、
レモンジュース／炭酸ガス

南米地方原産の有機マテの葉から
作られるお茶を炭酸飲料に仕上げま
した。喉越しも良く、冷やしても美味し
くお召し上がりいただけます。

スパークリング パッションフルーツエイド
Organic Sparkling Passion Fruitade  Lemonaid（独）

J58　330ml×12（入数）
￥398
JAN：42334200
商品サイズ：64×64×165

賞味期限：12ヶ月

パッションフルーツジュース、砂糖、
ライムジュース、マンゴージュース／
炭酸ガス、増粘剤（ペクチン）

おしゃれなボトルに入ったオーガニック
パッションフルーツやマンゴーの果汁の
スパークリングな炭酸飲料。朝のお目
覚めの時やスポーツの後などすっきりし
た味わいをお召し上がりいただけます。

Tipsレモンエイド社について

この商品は、レモンを炭酸で割ったいわゆる〝レモネード〟ではありません。
オーガニックフルーツで作った微炭酸飲料です。甘味は極力抑えてさわや
か、そのまま飲んでも、お酒で割ったりしてもおいしい。注目して欲しいの
は、会社名を〝レモネード〟ではなく、〝レモン〟〝エイド〟としている点。それ
は、おいしさ、素材の良さ、社会貢献、地域支援、アップサイクルまで考えた
素材のレモンと、援助の〝エイド〟をつなげた名前であることです。アップサ
イクルでは、飲み終わった後の瓶を利用するためのソープポンプやディスペ
ンサーもご用意しています。液体石けん、ソースやシロップ、ドレッシングなど
を瓶に詰めて、おしゃれにご利用していただけます。阿里山カフェでもお砂
糖入れ、液体せっけん入れに利用しています。P35調理用品＆ボディケア&
本のページをご覧ください。

ジ
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ロングルートウィット
Long Root Wit  Hop Urban Brewary（米）

ロングルートペールエール
Long Root Pale Ale  Hop Urban Brewary（米）

R46　355ml×24（入数）
￥780↑
JAN：810981021297
商品サイズ：65×65×160

賞味期限：12ヶ月

麦芽（大麦、小麦）、カーンザ、ホップ
●アルコール度数5.5%

ブロンドエール
Blonde Ale EEL River  Eel River Brewing Company（米）

R31　355ml×24（入数）
￥500↑
JAN：610097200063
商品サイズ：60×60×200

賞味期限：12ヶ月

モルト（小麦を含む）、ホップ、
●アルコール度数5.8％

くせのない爽やかな喉越し。オーガニック
ホップの柑橘系のほのかな苦みが特徴。
※飲食店様、小売店様へ卸販売対応し
ております。

インディアンペールエール
IPA EEL River  Eel River Brewing Company（米）

R33　355ml×24（入数）
￥500↑
JAN：610097200100
商品サイズ：60×60×200

賞味期限：12ヶ月

モルト（小麦を含む）、ホップ、
●アルコール度数7.2％

比較的アルコール度数の高いIPA. ガツ
ンとした飲み応えのなかにも、オーガニッ
クホップの華やかな香りが広がります。
※飲食店様、小売店様へ卸販売対応し
ております。

R56　355ml×24（入数）
￥780↑
JAN：810981021303
商品サイズ：65×65×160

賞味期限：12ヶ月

麦芽（大麦、小麦）、カーンザ、ホップ、
コリアンダーシード、オレンジピール
●アルコール度数4.9%

パタゴニアプロビジョンズがプロデュースしたロングルートエール。環
境再生型農業のもとで育てられた多年草穀物のカーンザを使った
初めてのビール。伝統的なベルギー白ビールをアメリカンスタイルに
アレンジ。さわやかながらも飲みごたえのある、新しいクラフトビール
です。アルコール度数4.9％　※飲食店様のみ卸対応となります。

パタゴニアプロビジョンズが、ホッポワークスブリュワリーとコラボレーションしたロング
ルートエールの登場です！！「カーンザ」呼ばれる多年草の麦を使用した自然への優し
さと美味しさを併せ持った新しいビール。カーンザの特徴的な麦の香りと柑橘系のフ
レーバーとホップ感の後に、バランスのとれた麦芽の風味も感じられ、程よい苦味も
感じられるバランスの良い仕上がりです。アウトドアやご自宅、パーティなどどんな料
理にも合うビールです。アルコール度数5.5％　※飲食店様のみ卸対応となります。

「レモネード」ではなく、オーガニックフルーツで作った微炭酸飲料、レモンエイド！
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クリームチーズ（スプレッドタイプ）
Cream Cheese  Organic Valley（米）

やさしくてまろやかな風味です。ベーグル、サンドイッチ、クラッカーに
乗せたりおつまみにもどうぞ。スプレッドしやすいタイプ。

H44　226ｇ×12（入数）
￥1,000↑
JAN：093966000108
商品サイズ：105×105×50

賞味期限：5ヶ月

生乳、クリーム、乳清、
食塩／安定剤（カロブビーンガム）

低脂肪タイプのオーガニックモッツァレラチーズ。動物性レンネット
不使用。

モッツァレラチーズ
Mozzarella Cheese  Organic Valley（米）

H22　226ｇ×12（入数）
￥1,480↑
JAN：093966253702
商品サイズ：105×98×20

賞味期限：5ヶ月

生乳、食塩／塩化カルシウム

ココナッツオイル、じゃがいも澱
粉、食塩、ひよこ豆たんぱく、じゃ
がいもたんぱく/増粘剤（加工で
んぷん）、香料、着色料（パプリカ
色素、カロテン色素）

スキムミルクを一部使ったクリーミーな食感のチーズをスティックタ
イプにしました。食べきりサイズで携帯に便利。

H132　28ｇ×24（入数）
￥220↑
JAN：09396654
商品サイズ：15×35×160

賞味期限：5ヶ月

生乳、食塩

ストリングチーズ
String Cheese  Organic Valley（米）

ココナッツオイルと植物性原料で、チーズタイプに仕上げました。チ
ーズ（乳製品）ではありません。凍らせないでください。

H126　227ｇ×7（入数）
￥830↑
JAN：854488008894
商品サイズ：230×120×30

賞味期限：9ヶ月

プラントベース チェダーチーズ風スライス
Plant-based Cheddar Cheese Slices
Good Planet Foods（米）

メキシカンブレンドチーズ
3 Cheese Mexican Finely Shredded  
Organic Valley（米）

有機チェダーチーズ、有機コルビーチーズ、有機モントレージャック
チーズの３種類をミックスしたチーズです。

H130　170ｇ×12（入数）
￥1,100
JAN：093966002270
商品サイズ：220×160×25

賞味期限：5ヶ月

チェダーチーズ（生乳、食塩）、
コルビーチーズ（生乳、食塩）、
モントレージャックチーズ（生乳、食塩）
／セルロース、着色料（アナトー）

プラントベース スプレッド
Plant Based Spledable  Naturli（デンマーク）

X56　225ｇ×12（入数）
￥620↑
JAN：5701977550035
商品サイズ：96×146×45

菜種油、ココナッツオイル、シアバ
ター、アーモンドバター、食塩、キャ
ロットジュース、レモンジュース／
乳化剤（ひまわりレシチン）、香料

バターに代わる、プラントベースのスプレッドです。バターのようなス
ムースな食感、ほのかなアーモンドの香りが楽しめます。トーストにス
プレッドとして、お料理に、または、製菓にどうぞ。

賞味期限：4ヶ月

プラントベース ブロック
Plant Based Block  Naturli（デンマーク）

X57　200ｇ×15（入数）
￥620↑
JAN：5701977000097
商品サイズ：37×95×62

シアバター、ココナッツオイル、菜
種油、食塩、アーモンドバター、キ
ャロットジュース、レモンジュース／
乳化剤（ひまわりレシチン）、香料

バターに代わる、プラントベースのスプレッドをブロック状にしました。
バターのようなスムースな食感、ほのかなアーモンドの香りが楽しめ
ます。トーストにスプレッドとして、お料理に、または、製菓にどうぞ。

賞味期限：4ヶ月

プラントベース ブロックでスコーンを作ってみました。

プラントベース モッツァレラシュレッド ラザニア

Tips
このNaturli ’Wayは、私たちのマントラであり、製品
を開発するときの基本の考え方を可視化したもので
す。プラントベースの食品は、世界にとっても、あなた
にとっても、とりわけ動物にとっても良いものと信じて
います。Naturliの製品は動物性の原材料を使用して
いない、つまりNaturliは100％プラントベースででき
ています。

ナチューリ社について

ココナッツオイル、じゃがいも澱
粉、食塩、ひよこ豆たんぱく、じゃ
がいもたんぱく／増粘剤（加工
でんぷん）、香料、着色料（カロテ
ン色素）

ココナッツオイルと植物性原料で、チーズタイプに仕上げました。チ
ーズ（乳製品）ではありません。凍らせないでください。

H125　227ｇ×7（入数）
￥830↑
JAN：854488008887
商品サイズ：230×120×30

賞味期限：9ヶ月

プラントベース アメリカンチーズ風スライス
Plant-based American Cheese Slices
Good Planet Foods（米）

ナチューリの提案

これまでの方法

プラントベース モッツァレラチーズ風 シュレッド　
Plant-based Mozzarella Cheese Shreds 
Good Planet Foods（米）

ココナッツオイル、じゃがいも澱粉、タピオカ
澱粉、ひまわり油、ひよこ豆たんぱく、食塩／
香料、クエン酸カルシウム、増粘剤（コンニャ
クイモ抽出物、キサンタンガム）、着色料（ア
ナトー色素、ターメリック色素）、セルロース

ココナッツオイルと植物性原料で、チーズタイプに仕上げました。チ
ーズ（乳製品）ではありません。凍らせないでください。

H135　227ｇ×7（入数）
￥830
JAN：854488008801 
商品サイズ：210×160×40

賞味期限：9ヶ月
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冷蔵庫に入れて解凍（８時間以上）、もしくは、袋に入ったまま水にさらして解凍し
てください。加熱したフライパンに油をひいて、茶色になるまで４、５分ほど加熱を
してください。蒸す際は、加熱をし蓋を閉めた容器で５分ほど調理をしてください。
解凍後は冷蔵保存の上、２日以内にご使用ください。再冷凍はお控えください。

オムニミート
OmniMeat  グリーンマンディ（タイ）

X64　230ｇ×16（入数）
￥590
JAN：4897093771667
商品サイズ：237×20×169

賞味期限：14ヶ月

冷蔵庫に入れて解凍（８時間以上）、もしくは、袋に入ったまま水にさらして解凍し
てください。加熱したフライパンに油をひいて、茶色になるまで４、５分ほど加熱を
してください。蒸す際は、加熱をし蓋を閉めた容器で５分ほど調理をしてください。
解凍後は冷蔵保存の上、２日以内にご使用ください。再冷凍はお控えください。

オムニミート業務用
OmniMeat  グリーンマンデー（タイ）

X65　1,000ｇ×1（入数）
￥1,590
JAN：4897093771650
商品サイズ：160×380×30

賞味期限：14ヶ月

植物たんぱく（大豆たんぱく、えん
どう豆たんぱく、米たんぱく、しいた
け）、酵母エキス、マルトデキストリ
ン、じゃがいも澱粉、砂糖、食塩、
麦芽抽出物、ブドウ糖／増粘剤
（メチルセルロース）、香料、着色
料（ビートレッド）

植物たんぱく（大豆たんぱく、えん
どう豆たんぱく、米たんぱく、しいた
け）、酵母エキス、マルトデキストリ
ン、じゃがいも澱粉、砂糖、食塩、
麦芽抽出物、ブドウ糖／増粘剤
（メチルセルロース）、香料、着色
料（ビートレッド）

オムニミートを使ったヴィーガン仕様の餃子。

業務用
もちもち皮のジャンボ餃子
Gyoza with OmniMeat mince
栄久食品（日）

X73
1,120g（32個入）×1（入数）
￥2,150↑
JAN：4532416301243 
商品サイズ：220×330×60

賞味期限：12ヶ月

野菜（キャベツ、にら、玉ねぎ、にんにく、生
姜）、植物たんぱく食品（大豆たんぱく、酵
母エキス、その他）、ひよこ豆ペースト、オリ
ーブオイル、粒状大豆たんぱく、ごま油、醤
油、すりごま、みそ、食塩、香辛料、砂糖、皮
（小麦粉、コーンスターチ、植物油脂、食塩、
大豆粉）/増粘剤（メチルセルロース）、香
料、着色料（ビートレッド）

Tips～魚不使用～ プラントベース(100%植物性)のツナ缶！

独自の大豆のブレンドからできた、水銀フリーで安心・安全、より健康的な未来
のツナ缶、オメガ３脂肪酸α-リノレン酸を含むのもカラダに嬉しいポイントです。
お召し上がり方は、従来のツナ缶と同様、開封するだけで、調理せずに食べられ
ます！

おすすめの食べ方は、そのままサラダやトーストに乗せたり、サンドイッチやおに
ぎりの具材として、またお惣菜やパスタソースの具材などでご利用いただけます。

魚不使用でも、従来のツナ缶と変わらず美味しく食べられるよう、カナダの研究
開発機関で最新の技術を駆使し、商品化されました！

〈カラダに嬉しいこだわりポイント〉•水銀フリー•コレステロールフリー •トランス
脂肪酸フリー •タンパク質12.7gを含む※100gあたり •オメガ３脂肪酸α-リノレン
酸450mgを含む※100gあたり •保存料不使用 •抗生物質不使用※100gあたり。

韓国風コチュジャンマヨOMNIツナ ロール Recipe
材料：4人分

作り方：
❶Ⓐの原材料をボウルに入れ、全て混ぜる
❷レタスはよく洗い、水気を切っておく
❸それぞれの具材をお皿に並べて準備完了。
❹さらに、きゅうりや漬物などお好みの具を挟んで巻いて召し
上がりいただけます。

OMNIツナ オイル漬け…2缶（200g）
コチュジャン…大さじ1.5
植物性マヨネーズ…大さじ2
ごま油…小さじ1

海苔（巻き寿司用）…10枚
レタス（またはサンチュ）…10枚
ご飯…お茶碗大盛り2杯（200g）

オムニミートを使ったヴィーガン仕様の餃子。

もちもち皮のジャンボ餃子
Gyoza with OmniMeat mince
栄久食品（日）

X72
210g（6個入）×24（入数）
￥490↑
JAN：4532416301128
商品サイズ：140×230×30

賞味期限：12ヶ月

野菜（キャベツ、にら、玉ねぎ、にんにく、生
姜）、植物たんぱく食品（大豆たんぱく、酵
母エキス、その他）、ひよこ豆ペースト、オリ
ーブオイル、粒状大豆たんぱく、ごま油、醤
油、すりごま、みそ、食塩、香辛料、砂糖、皮
（小麦粉、コーンスターチ、植物油脂、食塩、
大豆粉）/増粘剤（メチルセルロース）、香
料、着色料（ビートレッド）

100%植物性の原材料でできている、ツナの食感と風味が味わえ
るプラントベースのツナ缶。缶を開けて、サンドウィッチやトースト、ピ
ザ、サラダなどにご利用いただけます。

OMNIツナ オイル漬け
OMNI Canned Tuna in Oil  グリーンマンデイ（タイ）

X81　100ｇ×12（入数）
￥350
JAN：4897093779335
商品サイズ：84×84×34

賞味期限：24ヶ月

大豆加工品、菜種油、小麦グルテン、
調味料（マルトデキストリン、酵母エ
キス、食塩、じゃがいも澱粉、藻類
油）、小麦でんぷん、食塩、濃縮にん
じんジュース、野菜エキス（大豆、に
んじん、セロリ）、酵母エキス／香料

プ
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Producers
エイミーズの加工食品は100%ベジタリアン。「忙しいときも、美味しくて健康によい食事を簡単に食べた
い」という人々に求められてきました。遺伝子組換え、化学調味料、保存料などは一切使用せず、驚くべ
きことに、現在でもほとんどの工程をハンドメイドで調理しています。また、オーガニックは「エイミー
ズのDNAそのものであり、創業当時から地元の有機農家と協力し合い、共に成長してきました。2016年
に使用した原材料の90％はオーガニック。４万トン以上のオーガニック食材を毎年仕入れています。社会
貢献にも熱心で、毎年百万ドル相当以上の同社商品をフードバンクに寄付。また、従業員が地域でボラン
ティア活動することに対し、金銭的または食材の寄付で支援しています。たとえ大きくなったとしても、
家族経営の精神、オーガニックへの信念、サステナビリティへの考慮、従業員を大切にすることは変わら
ずエイミーズが大切にしていることです。

オーガニックはエイミーズのDNA

ラザニアパスタの間に野菜とトマトソースがたっぷり入っています。

ベジタブルラザニア
Vegetable Lasagna  エイミーズ（米）

X35　269ｇ×12（入数）
￥1,550↑
JAN：042272000326
商品サイズ：38×165×130

賞味期限：冷凍24ヶ月

パスタ（デュラム小麦粉、全粒デュ
ラム小麦粉）、トマトピューレ、リコッ
タチーズ(乳成分を含む）、ズッキー
ニ、ほうれん草、モッツァレラチーズ
(乳成分を含む）、玉ねぎ、人参、オ
リーブ油、バジル、パルメザンチー
ズ(乳成分を含む）、バター、食塩、
にんにく、黒胡椒、香辛料

ブラックビーンブリトー
Black Bean Burrito  エイミーズ（米）

X02 170ｇ×12（入数）
￥850↑
JAN：042272000739
商品サイズ：57×150×57

賞味期限：冷凍24ヶ月
小麦粉、玉ねぎ、ブラックビーンズ、じゃがいも、
ブロッコリー、とうもろこし、ピーマン、植物油
（紅花油、ひまわり油）、全粒小麦粉、トマトピ
ューレ、赤いんげん豆、もち米粉、香辛料、食
塩、にんにく、シラントロ、タピオカスターチ、グ
リーンチリ、ハラペーニョペッパー

黒豆と野菜のちょっぴりスパイシーなブリトーです。チーズが入って
いないのでヴィーガンの方もどうぞ。１個入

ビーン＆チーズブリトー
Bean & Cheese Burrito  エイミーズ（米）

X03 170ｇ×12（入数）
￥850↑
JAN：042272000715
商品サイズ：57×150×57 

賞味期限：冷凍24ヶ月

うずら豆、小麦粉、玄米、全粒小麦粉、トマト
ピューレ、チェダーチーズ（乳成分を含む）、
ジャックチーズ（乳成分を含む）、植物油（紅
花油、ひまわり油）、玉ねぎ、ピーマン、もち
米粉、食塩、グルテン、香辛料、にんにく

メキシカンブリトーの定番。１個入

アメリカでは大人気のマカロニチーズ。マカロニ自体の味とチーズ
のハーモニーをお楽しみ下さい。

マカロニチーズ
Macaroni and Cheese  エイミーズ（米）

X04　255ｇ×12（入数）
￥1,050↑
JAN：042272000302
商品サイズ：38×165×130

賞味期限：冷凍24ヶ月

マカロニ（デュラム小麦粉、全
粒デュラム小麦粉）、低脂肪
牛乳、チェダーチーズ（乳成
分を含む）、バター、もち米粉、
食塩／着色料（アナトー）

ほうれん草がはいっているアメリカでも人気のピザ。

ほうれん草ピザ
Spinach Pizza  エイミーズ（米）

X13 24ｃｍ/397ｇ×8（入数）
￥2,400↑
JAN：042272001026
商品サイズ：255×255×37

賞味期限：冷凍24ヶ月

小麦粉、トマトピューレ、モッツァ
レラチーズ（乳成分を含む）、ほ
うれん草、オリーブ油、フェタチ
ーズ（乳成分を含む）、たまねぎ、
豆腐（大豆）、ハチミツ、食塩、
植物油（紅花油、ひまわり油）、
にんにく、香辛料、きび砂糖、黒
胡椒、イースト、バジル／にがり

ピザの定番。オーソドックスですが、生地、トッピング材料の素材
本来のうまさを味わえます。

チーズ・ピザ
Cheese Pizza  エイミーズ（米）

X14 24ｃｍ/369ｇ×8（入数）
￥2,300
JAN：042272001019
商品サイズ：255×255×37

賞味期限：冷凍24ヶ月

小麦粉、モッツァレラチーズ
（乳成分を含む）、トマトピュー
レ、オリーブ油、ハチミツ、食塩、
レッドオニオン、植物油（紅花
油、ヒマワリ油）、イースト、香
辛料、にんにく、黒胡椒

マッシュルームやアーティチョークなどをトッピングした、チーズを使
用しないヴィーガン対応ピザです。とてもライトです。

ローストベジタブル・ピザ（ノンチーズ）
Roasted Vegetable Pizza(non cheese)  エイミーズ（米）

X15 24ｃｍ/340ｇ×8（入数）
￥2,400↑
JAN：042272001033
商品サイズ：250×250×37

賞味期限：冷凍24ヶ月

小麦粉、玉ねぎ、レッドオニオン、
アーティーチョーク、オリーブ油、
赤ピーマン、椎茸、アガベネクタ
ー、バルサミコ酢、食塩、トマトピュ
ーレ、植物油（紅花油、ひまわり
油）、きび砂糖、にんにく、レモンジ
ュース、イースト、香辛料、黒胡椒

マッシュルームとオリーブをメインにトッピングしてあります。

マッシュルーム・ピザ
Mushroom Olive Pizza  エイミーズ（米）

X17 24ｃｍ/369ｇ×8（入数）
￥2,400↑
JAN：042272001095
商品サイズ：255×255×37

賞味期限：冷凍24ヶ月

小麦粉、トマトピューレ、マッシュルー
ム、モッツァレラチーズ(乳成分を含
む）、モントレージャックチーズ（乳成
分を含む）、オリーブ油、オリーブ、は
ちみつ、食塩、植物油（紅花油、ひ
まわり油）、レッドオニオン、きび砂糖、
イースト、にんにく、香辛料、黒胡椒

ブロッコリー、じゃがいもがごろごろ入ったシチューを全粒粉の生地
で包み込みました。見た目も味も贅沢な逸品です。１個入り。

ブロッコリーポットパイ
Broccoli Pot Pie  エイミーズ（米）

X25　213ｇ×12（入数）
￥1,100↑
JAN：042272000210
商品サイズ：130×130×43

賞味期限：冷凍24ヶ月

全粒小麦粉、ブロッコリー、じ
ゃがいも、人参、チェダーチー
ズ（乳成分を含む）、バター、パ
ーム油、植物油（紅花油、ひま
わり油）、もち米粉、米粉、玉
ねぎ、食塩、マスタードパウダ
ー、パプリカ、香辛料／着色
料（アナトー：ベニの木の実）

X01 283ｇ（4pcs）×12（入数）
￥1,600↑
JAN：042272000104
商品サイズ：38×195×115

賞味期限：冷凍24ヶ月
マッシュルーム、挽き割り小麦、玉ね
ぎ、セロリ、人参、オーツ麦、くるみ、小
麦グルテン、じゃがいも、食塩、植物
油（紅花油、ひまわり油）、にんにく

野菜や穀物だけで作ったベジバーガーパテです。フライパンで軽く
焼く、もしくは電子レンジで暖めるだけでも召し上がれます。

ベジバーガー
Veggie Burgers  エイミーズ（米）

乳製品を使っていないヴィーガンのモッツアレラスタイルチーズを
使用したピザ。

ヴィーガン マルゲリータ・ピザ
Vegan Margherita Pizza  エイミーズ（米）

X37 24ｃｍ/383ｇ×8（入数）
￥2,400↑
JAN：042272008018
商品サイズ：255×255×37

賞味期限：冷凍24ヶ月

小麦粉、ダイストマト、ヴィーガンモッツァ
レラスタイルチーズ（じゃがいも澱粉、コ
コナツオイル、食塩、ひまわりの種、濃
縮人参、濃縮かぼちゃ、濃縮りんご）、ト
マトピューレ、オリーブ油、アガベシロッ
プ、バジル、植物油脂（紅花油、ひまわ
り油）、食塩、黒胡椒、イースト／香料 

マカロニチーズベジバーガー

ヴィーガンアレンジサラダピザ



27Bread

発芽小麦を主原料に、とうもろこし、レンズ豆、ピント豆も発芽させて
から使用しております。しっかりした食感と穀物の香ばしさをお楽しみ
下さい。約20スライス。

カリフォルニア・スタイル・ブレッド
California Style Complete Protein Bread  
アルバラドST.ベーカリー（米）

カリフォルニア・スタイル・ブレッド
California Style Complete Protein Bread  
アルバラドST.ベーカリー（米）

カリフォルニア・スタイル・ブレッド
California Style Complete Protein Bread  
アルバラドST.ベーカリー（米）

B17　680ｇ×6（入数）
￥980↑
JAN：028833140007
商品サイズ：220×95×90

賞味期限：冷凍12ヶ月

B17　680ｇ×6（入数）
￥980↑
JAN：028833140007
商品サイズ：220×95×90

賞味期限：冷凍12ヶ月

B17　680ｇ×6（入数）
￥980↑
JAN：028833140007
商品サイズ：220×95×90

賞味期限：冷凍12ヶ月

発芽小麦、全粒小麦粉、小麦グル
テン、イースト、ひまわり油、はちみつ、
大麦麦芽、砂糖、きび、オーツ麦、
小麦デンプン、食塩、醸造酢、発芽
とうもろこし、小麦粉、発芽ピント豆、
発芽レンズ豆／酵素、ビタミンC

発芽小麦を主原料にした、シナモンの香りとレーズンの甘みが人
気のベーグル。クリームチーズが良く合います。蒸すともちもちして
美味しいです。※1袋6個入り

スプラウト・シナモンレーズンベーグル
Sprouted Cinnamon Raisin Bagels  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・シナモンレーズンベーグル
Sprouted Cinnamon Raisin Bagels  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・シナモンレーズンベーグル
Sprouted Cinnamon Raisin Bagels  
アルバラドST.ベーカリー（米）

B19　567ｇ×6（入数）
￥980↑
JAN：028833041304
商品サイズ：100×100×200

賞味期限：冷凍12ヶ月

B19　567ｇ×6（入数）
￥980↑
JAN：028833041304
商品サイズ：100×100×200

賞味期限：冷凍12ヶ月

B19　567ｇ×6（入数）
￥980↑
JAN：028833041304
商品サイズ：100×100×200

賞味期限：冷凍12ヶ月

発芽小麦、小麦粉、レーズン、
はちみつ、発酵小麦粉、イースト、
大麦麦芽、小麦グルテン、食塩、
シナモン、全粒小麦粉、オール
スパイス／酵素、ビタミンC

発芽小麦を主原料にした、ホットドック用のコッペパン。シチューや
スープのつけあわせにしてもいいです。※1袋6個入り

B15　383ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833032555
商品サイズ：100×180×160

賞味期限：冷凍12ヶ月

B15　383ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833032555
商品サイズ：100×180×160

賞味期限：冷凍12ヶ月

B15　383ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833032555
商品サイズ：100×180×160

賞味期限：冷凍12ヶ月

発芽小麦、全粒小麦粉、アガ
ベシロップ、小麦グルテン、イ
ースト、発酵小麦粉、食塩、ひ
まわり油、醸造酢／酵素、ビ
タミンC

発芽小麦を主原料にした、ハンバーガー用バンズ。ベジバーガーを
はさむのにぴったりです。※1袋6個入り

B16　383ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833032500
商品サイズ：100×180×120

賞味期限：冷凍12ヶ月

B16　383ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833032500
商品サイズ：100×180×120

賞味期限：冷凍12ヶ月

B16　383ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833032500
商品サイズ：100×180×120

賞味期限：冷凍12ヶ月

発芽小麦、全粒小麦粉、アガ
ベシロップ、小麦グルテン、イ
ースト、発酵小麦粉、食塩、ひ
まわり油、醸造酢／酵素、ビ
タミンC

全粒小麦粉を一部使用したピタパン。ポケット状になっていますの
で、軽くトーストして、中に野菜、チーズ、ファラフェル、フーマス等、
お好みの具をはさんでどうぞ。※1袋6枚入り

ピタブレッド・グラハム
Pita Bread Graham  ジェイコブズ（デンマーク）

B06　380ｇ×12（入数）
￥645↑
JAN：5701014052102
商品サイズ：130×130×70

賞味期限：3ヶ月

小麦粉、全粒小麦粉、食塩、イ
ースト、醸造酢、砂糖（ビーツ由
来）、小麦麦芽粉／ビタミンC

小麦粉、食塩、イースト、醸造
酢、砂糖（ビーツ由来）、小麦
麦芽粉／ビタミンC

ポケット状になっていますので、軽くトーストして、中に野菜、チーズ、
ファラフェル、フーマス等、お好みの具をはさんでどうぞ。
※1袋6枚入り

ピタブレッド・ホワイト
Pita Bread  ジェイコブズ（デンマーク）

B07　380ｇ×12（入数）
￥645↑
JAN：5701014052096
商品サイズ：130×130×70

賞味期限：3ヶ月

発芽小麦を主原料に、キビ、ライ麦、コーンミール、オーツ麦、大麦
などの雑穀をミックスしたパン。薄いスライスなのに食べ応え充分
です。約20スライス。※バーコードが変更しています。

マルチグレイン雑穀ブレッド
Sprouted Multi-Grain Bread  
アルバラドST.ベーカリー（米）

マルチグレイン雑穀ブレッド
Sprouted Multi-Grain Bread  
アルバラドST.ベーカリー（米）

マルチグレイン雑穀ブレッド
Sprouted Multi-Grain Bread  
アルバラドST.ベーカリー（米）

B13　680ｇ×6（入数）
￥960↑
JAN：028833120009
商品サイズ：220×95×90

賞味期限：冷凍12ヶ月

発芽小麦、雑穀と種実ミックス、（挽き割り
小麦、コーンミール、きび、フラックスシード、
オーツ麦、ひまわりの種、ライ麦フレーク）、小
麦グルテン、全粒小麦粉、イースト、ひまわり
油、はちみつ、モラセス、小麦澱粉、砂糖、食
塩、醸造酢、小麦粉／酵素、ビタミンC

B82　567ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833041007
商品サイズ：100×100×200

賞味期限：冷凍12ヶ月

B82　567ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833041007
商品サイズ：100×100×200

賞味期限：冷凍12ヶ月

B82　567ｇ×6（入数）
￥970↑
JAN：028833041007
商品サイズ：100×100×200

賞味期限：冷凍12ヶ月

発芽小麦、小麦粉、大麦麦
芽、発酵小麦粉、醸造酢、食
塩、イースト、全粒小麦粉／
酵素、ビタミンC

発芽小麦を主原料にしたベーグル。蒸すともちもちして美味しいで
す。※1袋6個入り
発芽小麦を主原料にしたベーグル。蒸すともちもちして美味しいで
す。※1袋6個入り

パ　

ン

スプラウト・べ－グル
Sprouted Wheat Bagels  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・ホットドックバンズ
Sprouted Hot Dog Buns  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・ホットドックバンズ
Sprouted Hot Dog Buns  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・ホットドックバンズ
Sprouted Hot Dog Buns  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・バーガーバンズ
Sprouted Hamburger Buns  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・バーガーバンズ
Sprouted Hamburger Buns  
アルバラドST.ベーカリー（米）

スプラウト・バーガーバンズ
Sprouted Hamburger Buns  
アルバラドST.ベーカリー（米）

全粒粉のトルティア。歯ごたえのあるワイルドな味。直径約23cm。
※1袋6枚入り

全粒粉トルティア・ブリトーサイズ
Sprouted Wheat Tortillas Burrito Size
アルバラドST.ベーカリー（米）

M36　374ｇ×15（入数）
￥890
JAN：28833070106 
商品サイズ：230×230×10

賞味期限：冷凍12ヶ月

発芽小麦、全粒小麦粉、オリ
ーブ油、食塩、発酵小麦粉、小
麦粉／乳化剤（ひまわり由来）

Tips
10～15分程蒸して頂くと驚く程もちもちとした食感に
なり、更に美味しく召し上がれます。もしくは、ラップ
に包み電子レンジで１分前後加熱して召し上がっても
美味しいです。

ベーグルの美味しい食べ方

バーガーバンズを使った阿里山カフェベジバーガー

発芽小麦

キャラメライズした洋梨とはちみつの
シナモンレーズンベーグルサンド
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可愛いパッケージで携帯に便利なティン缶入り。コーヒー味が後を
引きます。

バーミント カフェエキスプレス
Vermints Café Express  Vermint（加）

B162　18ｇ×12（入数）
￥360↑
JAN：817335042366
商品サイズ：60×50×15

賞味期限：36ヶ月
砂糖、タピオカシロップ、メープル
シロップ、コーヒー、寒天／増粘剤
（トラガントガム）、香料（コーヒー）

今度お店で目にしたときは、あなた
の1日のリラックスに、まずはペパ
ーミントを選んでみてください。ペ
パーミントは、消化不良や頭痛を和
らげたりすると言われており、何世紀にもわたって
使用されてきました。寒天は、植物性の食品増粘剤
として、世界中のヴィーガン、ベジタリアンにはあ
りがたい食材です。全部で5つのフレーバーに使わ
れている原材料は、シンプルで混ざりけなしの素材
を使用。ハイクオリティー、ベストテイストのリフ
レッシュミント作りを、いつも念頭に置きながら、
みなさまにお届けしています。

ローバイトシリーズの中でプロテインを一番多く含んでいます。１本
当たり１０gのたんぱく質含有。

B57　50ｇ×12（入数）
￥390↑
JAN：5712840020081
商品サイズ：130×40×15
賞味期限：12ヶ月

デーツ、アーモンド、レーズン、
かぼちゃの種、米たんぱく、カカ
オパウダー、カカオニブ、カシュ
ーナッツ

ローバイト プロテイン
Raw Bite Protein
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

チェリー、ブラックカランツの酸味に、ふんわりと香るバニラ風味を
お楽しみください。　

B56　50ｇ×12（入数）
￥390↑
JAN：5712840020074
商品サイズ：130×40×15
賞味期限：12ヶ月

デーツ、アーモンド、レーズン、
チェリー、ブラックカランツ、カ
シューナッツ、バニラ

ローバイト バニラベリーズ
Raw Bite Vanilla Berries
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

可愛いパッケージで携帯に便利なティン缶入り。ミントの一種、ウ
インターグリーン風味です。

バーミント ウインターグリーン
Vermints Wintergreen  Vermint（加）

B163　18ｇ×12（入数）
￥360↑
JAN：817335042335
商品サイズ：60×50×15

賞味期限：36ヶ月
砂糖、タピオカシロップ、メープルシロッ
プ、ミントの葉、寒天／香料（ウインタ
ーグリーン）、増粘剤（トラガントガム）

可愛いパッケージで携帯に便利なティン缶入り。ニッキを想わせる
強烈なシナモンと爽やかなミントが融合しています。

バーミント シナモン
Vermints Cinnamon  Vermint（加）

B164　18ｇ×12（入数）
￥360↑
JAN：817335042373
商品サイズ：60×50×15

賞味期限：36ヶ月
砂糖、タピオカシロップ、メープルシ
ロップ、ミントの葉、寒天／香料（シ
ナモン）、増粘剤（トラガントガム）

アップルの酸味とデーツの甘さのコンビネーションにシナモンがア
クセントを加えています。

B55　50ｇ×12（入数）
￥390↑
JAN：5712840020067
商品サイズ：130×40×15

賞味期限：12ヶ月

デーツ、アーモンド、アップ
ル、レーズン、カシューナッツ、
シナモン、バニラパウダー

ローバイト アップルシナモン
Raw Bite Apple Cinnamon
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

可愛いパッケージで携帯に便利なティン缶入り。シャープなジンジ
ャー風味が鮮烈。

バーミント ジンジャーミント
Vermints GingerMint  Vermint（加）

B160　18ｇ×12（入数）
￥360↑
JAN：817335042342
商品サイズ：60×50×15

賞味期限：36ヶ月
砂糖、タピオカシロップ、メープル
シロップ、生姜、寒天／香料（生
姜）、増粘剤（トラガントガム）

可愛いパッケージで携帯に便利なティン缶入り。親しみやすいミン
ト味は一番人気。

バーミント ペパーミント
Vermints PepperMint  Vermint（加）

B161　18ｇ×12（入数）
￥360↑
JAN：817335042328
商品サイズ：60×50×15

賞味期限：36ヶ月
砂糖、タピオカシロップ、メープルシ
ロップ、ミントの葉、寒天／香料（ペ
パーミント）、増粘剤（トラガントガム）

爽やかなオレンジと、カカオフレーバーのコラボレーション。

B561　50ｇ×12（入数）
￥390↑
JAN：5712840020111
商品サイズ：130×40×15

賞味期限：12ヶ月

デーツ、カシュー、アーモンド、
カカオニブ、レーズン、ココア
パウダー、濃縮オレンジジュ
ース／香料（オレンジ由来）

ローバイト オレンジカカオ
Raw Bite Orange Cacao
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

Tipsバーミント　リフレッシュミント

ココナッツの風味が際立っています。

B53　50ｇ×12（入数）
￥390↑
JAN：5712840020036
商品サイズ：130×40×15

賞味期限：12ヶ月

デーツ、カシューナッツ、
ココナッツ、アーモンド、
レーズン

ローバイト ココナッツ
Raw Bite Coconut
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

口の中に広がるマイルドなカカオフレーバーがクセになります。　

B52　50ｇ×12（入数）
￥390↑
JAN：5712840020029
商品サイズ：130×40×15

賞味期限：12ヶ月

デーツ、アーモンド、
カシューナッツ、レーズン、
カカオマス、カカオパウダー

ローバイト カカオ
Raw Bite Cacao
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

濃厚でクリーミーなカシューナッツとデーツの甘さが程よくマッチ。

B51　50ｇ×12（入数）
￥390↑
JAN：5712840020012
商品サイズ：130×40×15

賞味期限：12ヶ月

カシューナッツ、デーツ、
レーズン

ローバイト カシュー
Raw Bite Cashew
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

ローバイト ピーナッツ
Raw Bite Peanut
Rawbite Organic Factory （デンマーク）

ピーナッツの風味とデーツの甘みが融合。ずっしりと食べ応えのあ
るバーに仕上がっています。

B562　50ｇ×12（入数）
￥390
JAN：5712840020050
商品サイズ：130×40×15
賞味期限：12ヶ月

デーツ、ピーナッツ、食塩
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キャロブの自然な甘みとミルクが全体をまろやかに包み込んでいま
す。砂糖不使用。可愛いクマさんがトレードマーク。プレゼントにも
喜ばれます。※夏季冷蔵便での発送となります。

キャロブ バンジョーベアー ミルク
Carob Banjo Bear Milk  キャロブキッチン（豪）

B148　15ｇ×10（入数）
￥270
JAN：0680569564979
商品サイズ：100×45×10

賞味期限：24ヶ月

B148　15ｇ×10（入数）
￥270
JAN：0680569564979
商品サイズ：100×45×10

賞味期限：24ヶ月

B148　15ｇ×10（入数）
￥270
JAN：0680569564979
商品サイズ：100×45×10

賞味期限：24ヶ月

全粉乳、ココアバター、キャロ
ブパウダー／乳化剤、香料

キャロブの自然な甘みとミルクが全体をまろやかに包み込んでいま
す。砂糖不使用。可愛いクマさんがトレードマーク。プレゼントにも
喜ばれます。ポケットがある化粧箱に入れて発送します。※夏季
冷蔵便での発送となります。

キャロブ バンジョーベアー ココナッツケース
Carob Banjo Bear Coconuts Case  キャロブキッチン（豪）

B149X 
15ｇ×50個入×1（入数）
￥12,500
JAN：1068056952944
商品サイズ：120×120×200
賞味期限：16ヶ月

B149X 
15ｇ×50個入×1（入数）
￥12,500
JAN：1068056952944
商品サイズ：120×120×200
賞味期限：16ヶ月

B149X 
15ｇ×50個入×1（入数）
￥12,500
JAN：1068056952944
商品サイズ：120×120×200
賞味期限：16ヶ月
全粉乳、ココアバター、キャ
ロブパウダー、ココナッツ／
乳化剤、香料

キャロブの自然な甘みとミルクが全体をまろやかに包み込んでいま
す。砂糖不使用。可愛いクマさんがトレードマーク。プレゼントにも
喜ばれます。ポケットがある化粧箱に入れて発送します。※夏季
冷蔵便での発送となります。

キャロブ バンジョーベアー ミルクケース
Carob Banjo Bear Milk Case  キャロブキッチン（豪）

B148X
15ｇ×50個入×1（入数）
￥12,500
JAN：1068056954122
商品サイズ：120×120×200
賞味期限：24ヶ月

B148X
15ｇ×50個入×1（入数）
￥12,500
JAN：1068056954122
商品サイズ：120×120×200
賞味期限：24ヶ月

B148X
15ｇ×50個入×1（入数）
￥12,500
JAN：1068056954122
商品サイズ：120×120×200
賞味期限：24ヶ月
全粉乳、ココアバター、キャロ
ブパウダー／乳化剤、香料

キャロブの自然な甘みとミルクが全体をまろやかに包み込んでいま
す。砂糖不使用。可愛いクマさんがトレードマーク。プレゼントにも
喜ばれます。※夏季冷蔵便での発送となります。

キャロブ バンジョーベアー ココナッツ
Carob Banjo Bear Coconuts  キャロブキッチン（豪）

B149　15ｇ×10（入数）
￥270
JAN：0680569529442
商品サイズ：100×45×10

賞味期限：16ヶ月

B149　15ｇ×10（入数）
￥270
JAN：0680569529442
商品サイズ：100×45×10

賞味期限：16ヶ月

B149　15ｇ×10（入数）
￥270
JAN：0680569529442
商品サイズ：100×45×10

賞味期限：16ヶ月

全粉乳、ココアバター、キャ
ロブパウダー、ココナッツ／
乳化剤、香料

キャロブバー ココナッツ
Carob Bar Coconuts  キャロブキッチン（豪）

砂糖不使用でキャロブだけの自然な甘さとココナッツがさらに豊か
な風味に仕上げています。※夏季冷蔵便での発送となります。

B147　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000047
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：16ヶ月

B147　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000047
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：16ヶ月

B147　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000047
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：16ヶ月

全粉乳、ココアバター、キャ
ロブパウダー、ココナッツ
／乳化剤、香料

キャロブバー ミルク
Carob Bar Milk  キャロブキッチン（豪）

砂糖不使用でキャロブだけの自然な甘さとミルクが全体をまろや
かに包んでいます。※夏季冷蔵便での発送となります。

B146　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000009
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：24ヶ月

B146　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000009
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：24ヶ月

B146　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000009
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：24ヶ月

全粉乳、ココアバター、
キャロブパウダー
／乳化剤、香料

キャロブバー アーモンド
Carob Bar Almond  キャロブキッチン（豪）

砂糖不使用でキャロブだけの自然な甘さとアーモンドのつぶつぶ
とした食感が味わえます。※夏季冷蔵便での発送となります。

B145　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000016
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：24ヶ月

B145　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000016
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：24ヶ月

B145　80ｇ×12（入数）
￥980
JAN：9354396000016
商品サイズ：80×10×180

賞味期限：24ヶ月

全粉乳、ココアバター、
キャロブパウダー、アーモンド
／乳化剤、香料

砂糖、とうもろこし、水飴、バター、
バターオイル、食用とうもろこし油、
食塩／膨張剤、酒石酸Na、乳
化剤（大豆由来）

アメリカ・サンフランシスコ発のレシピを基に、風味豊かなバターと
ブラウンシュガーをじっくり煮込んだこだわりのキャラメルをからめま
した。キャラメル本来の香ばしさと深いコクがあとを引くおいしさです。

B60S　115ｇ×12（入数）
￥510↑
JAN：4936790532857
商品サイズ：160×80×260

賞味期限：10ヶ月

キャラメルポップコーン
Caramel Popcorn  （日本）

砂糖、プレッツエル（小麦粉、植物
油脂、麦芽シラップ、食塩、酵母）、と
うもろこし、水飴、バター、加糖練乳、
食用とうもろこし油、食塩／膨張剤、
酒石酸Na、乳化剤（大豆由来）

アメリカ・サンフランシスコ発のレシピを基に、風味豊かなバターと
ブラウンシュガーをじっくり煮込んだこだわりのキャラメルをからめま
した。香ばしいプレッツェルとのおいしい組み合わせです。

B72S　115ｇ×12（入数）
￥510↑
JAN：4936790532871
商品サイズ：160×80×260

賞味期限：10ヶ月

キャラメルプレッツェルポップコーン
Caramel Pretzels Popcorn  （日本）

B87　50ｇ×20（入数）
￥277
JAN：4532416900262
商品サイズ：240×117×30

賞味期限：12ヶ月

緑豆、食塩

B87　50ｇ×20（入数）
￥277
JAN：4532416900262
商品サイズ：240×117×30

賞味期限：12ヶ月

緑豆、食塩

原料はムング豆と塩だけ。とても
素朴でおいしいチップスです。ビ
ールのおつまみにもお子さんのお
やつにも。

N27　250g×12（入数）
￥350↑
JAN：4532416200225
商品サイズ：199×122×20

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416901108

とうもろこし

ポップコーン専用の品種です。なべ
で加熱しお好きな味付けを。福岡
正信さんの著書を読んで有機農家
に転向したというカリフォルニアの
エドさんが育てています。バタフライ
種。

ポップコーン
Popcorn  プレゼントバリーファーム（米）

グルコースシロップ（小麦を含む）、砂糖、
濃縮果汁及び野菜汁（エルダーベリー、
人参、ラズベリー）／ゲル化剤（ペクチ
ン）、PH調整剤（酒石酸水素カリウム、
酒石酸ナトリウム), 酸味料（クエン酸）、
香料（オレンジ由来）、着色料（ターメリ
ック）、光沢剤（カルナウバロウ）

ゼラチンを使用していないヴィーガン対応のフルーツゼリー。弾力の
ある食感をお楽しみください。濃縮フルーツ＆野菜ジュースで色付け
してあります。

B180　70g×8（入数）
￥385
JAN：5022775000912
商品サイズ：150×90×20

賞味期限：12ヶ月

ベジ・ベアー・フルーツゼリー
Vege Bear's Fruit Jellies  ジャストホールフーズ（英）

オーガニックでビーガン対応の清涼飲料水です。１箱内に、４種類のフレーバーがそれぞれ２本ずつ入っています。お召し上がり方：そのままジュースとして飲んだり、よく振って
から、－１８℃で２４時間ほど凍らせてからアイスキャンディーとしてお召し上がりください。注意事項：口内を傷つける恐れがありますので、袋から口で吸いださず、手で押し出して
お召し上がりください。※常温発送取り扱い商品となります。

B188　40ml×8本×12（入数）
￥1,200

JAN：5700002219558
商品サイズ：150×53×130

賞味期限：18ヶ月

フルーツ・アイス・ポップス
Fruit Freezer Pops  Popseco（デンマーク）

お
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ムング豆チップス
Mung Bean Chips  （日本）

●アップル&ジンジャー味 ： りんごジュース、ココナッツウォーター、りんご果肉／香料、酸味料、ペクチン
●ストロベリー＆エルダーフラワー味 ： りんごジュース、グレープジュース、ココナッツウォーター、いちご果肉、
にんじんジュース、エルダーフラワー抽出物／香料、酸味料、ペクチン
●パッションフルーツ味 ： グレープジュース、ココナッツウォーター、オレンジジュース、にんじんジュース、パ
ッションフルーツジュース／香料、ペクチン、酸味料
●ブラックカランツ＆バニラ味 ： りんごジュース、グレープジュース、ココナッツウォーター、にんじんジュース、
ブラックカランツジュース、ブラックカランツ果肉／ペクチン、香料、酸味料

ブラックカランツ
＆バニラ味

パッション
フルーツ味

ストロベリー＆
エルダーフラワー味

アップル&
ジンジャー味
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乳製品、砂糖を使用せず、ココナッツネクターでまろやかに甘みを付
けています。クリーミーな食感で、ココナッツ風味が際立っています。
カカオ分47%　※夏期冷蔵便での発送となります。

乳製品、砂糖を使用せず、ココナッツネクターでまろやかに甘みを付
けています。ベーシックで一番人気のあるダークチョコレート。カカオ
分72%　※夏期冷蔵便での発送となります。

B121　30ｇ×16（入数）
￥440↑
JAN：9339709006640
商品サイズ：75×130×5

賞味期限：24ヶ月

ダーク（チョコレート）
Dark Chocolate  Loving Earth（豪）

カカオビーンズ、ココナッツネクタ
ー、カシューナッツ、ヘーゼルナッ
ツ、アーモンド

乳製品、砂糖を使用せず、ココナッツネクターでまろやかに甘みを付
けています。ピンクソルトがアクセントになって、甘さを引き立たせて
います。カカオ分36%　※夏期冷蔵便での発送となります。

ミント（チョコレート）
Mint Choccolate  Loving Earth（豪）

ソルトキャラメル（チョコレート）
Salted Caramel Chocolate Loving Earth（豪）

クリーミーココナッツミルク（チョコレート）
Creamy Coconut Mylk Chocolate  Loving Earth（豪）

B171　30ｇ×16（入数）
￥440↑
JAN：9339709003298
商品サイズ：75×130×5

賞味期限：24ヶ月

カカオバター、ココナッツネクター、
カシューナッツ、ココナッツ、食塩、
ヘーゼル、アーモンド

乳製品、砂糖を使用せず、ココナッツネクターでまろやかに甘みを付
けています。清涼感のあるミントとココナッツネクターの甘さがマッチ
しています。カカオ分72%　※夏期冷蔵便での発送となります。

B172　30ｇ×16（入数）
￥440↑
JAN：9339709003274
商品サイズ：75×130×5

賞味期限：24ヶ月

カカオバター、カカオビーンズ、コ
コナッツネクター、ココナッツ、カ
シュー、ヘーゼルナッツ、アーモン
ド

B128　30ｇ×16（入数）
￥440↑
JAN：9339709006671
商品サイズ：75×130×5

賞味期限：24ヶ月

カカオビーンズ、ココナッツネクタ
ー、カシューナッツ、ヘーゼルナッ
ツ、アーモンド／香料（有機ペパ
ーミント）

Tips
ラビングアースのチョコレートには、独特の味わいがあると思わ
れる方もいると思います。それは、原料と製造が関係しています。
このカカオは、ローストせずに挽いたもので、防腐剤や砂糖も含
まれていません。カカオ豆のほとんどは、ペルー最大の先住民族
であるアシャニンカ族により、カカオの起源とされるアマゾン川
の源流でカカオを栽培しています。品質にこだわりのあるチョコ
レートを作るだけでなく、生産者を経済的に支援することにも
努めています。その一つが、オーストラリア、メキシコ、インドネ
シア、ペルーの先住民族の生産者と直接取引し、最低価格を設
定することです。アシャニンカ族が「Kemito Ene ケミト・エネ」
というオーガニック認定のフェアトレード協同組
合を設立することを支援した後、ラビングアース
社は、彼らが収穫したカカオを保証された安定
価格で購入することを約束し、生産を支えてい
ます。

ラビングアース社について

風味豊かなヘーゼルナッツパウダーを練り込んだチョコクリーム入
のミルクチョコレート。※カカオ分33%以上。本年中に価格改定の
可能性があります。　※冬期限定販売となります。

XX22　85ｇ×10（入数）
￥760
JAN：4524295445095
商品サイズ：160×78×10
賞味期限：10ヶ月

黒糖、ココアバター、粉状ヘーゼ
ルナッツ、全粉乳、カカオマス

ラム酒の効いたチョコクリーム入で、お酒との相性もいい大人のミル
クチョコレート。※アルコール4%、カカオ分３３％以上。本年中に価
格改定の可能性があります。　※冬期限定販売となります。

XX23　85ｇ×10（入数）
￥760
JAN：4524295445088
商品サイズ：160×78×10
賞味期限：10ヶ月

黒糖、カカオマス、ココアバター、
全粉乳、生クリーム、転化糖、ラ
ム酒、乳脂肪、粉状ヘーゼルナ
ッツ

プラリネ ミルクチョコレート
Praline Milk Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）

ラム ミルクチョコレート
Rum Milk Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）

香り高い九州産抹茶をたっぷり使った濃厚なクリームフィリングをまろやかな黒
糖のチョコでコーティング。ほろ苦くコクのある抹茶の深い余韻が広がります。
本年中に価格改定の可能性があります。　※冬期限定販売となります。

XX38　85ｇ×10（入数）
￥760
JAN：4524295445101
商品サイズ：160×78×10
賞味期限：12ヶ月

黒糖、全粉乳、ココアバター、
粗糖、カカオマス、ひまわり油、
抹茶、粉状ヘーゼルナッツ、
乳脂肪、バニラ

抹茶フィリングチョコレート
Matcha Filling Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）

ストロベリーが華やかに甘く香るリッチなクリームフィリングが、黒糖チ
ョコと溶け合います。※カカオ分２６％以上。本年中に価格改定の
可能性があります。　※冬期限定販売となります。

XX36　85ｇ×10（入数）
￥760
JAN：4524295454752
商品サイズ：160×78×10
賞味期限：12ヶ月

黒糖、全粉乳、ココアバター、粗
糖、カカオマス、ひまわり油、スト
ロベリーパウダー、粉状ヘーゼル
ナッツ、乳脂肪、バニラ

ピープルツリーのチョコには、中南米をはじめ、世界中の小
規模農家が豊かな自然の中、笑顔で育てたフェアトレード
のカカオ・黒糖・粗糖を使っています。幸せな気持ちを運
ぶチョコ。
つくる人も幸せになれるものを選びたいものですね。気候
に左右されやすいカカオ豆を栽培する小規模農家は、不
安定な収穫量や変動の激しい国際価格に悩まされていま
す。そこでフェアトレードの取り組みとして、カカオ豆に正当
な対価を支払うことで生産者の生活が成り立つよう配慮し、
大部分の生産者に30%～50%の代金を前払いして、農家の
人々が金利の高い現地のローンに頼らずに自立できるよう
支援しています。また、輸入作物のみに限らず自給作物も
合わせて栽培できる多様性のある農業や、農薬や化学肥料を使わない有機農法促進のため、農家の人 と々長期
的なパートナー関係を結んでいます。仕事の機会を提供することで、貧しい人々が自らの力で暮らしを向上させる
ことを支援しています。
ピープルツリーがパートナーシップを組むカカオ豆と黒糖の生産団体のさまざまな具体的な支援状況をご紹介し
ます。みなさんがフェアトレードチョコを選ぶことで、多くの生産者のみなさんが笑顔になっています。

ピープルツリーホームページより　

Tips
おいしいチョコが笑顔をつなぐ ～ 
つくる人もしあわせになるフェアトレード&オーガニックチョコ

ストロベリーフィリング
Strawberry Filling Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）
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カラメルクリスプ チョコレート
Caramel Crisp  
フェアトレードカンパニー（スイス）

ミルクチョコにカラメルクリスプのカリッとした食感
がGOOD。本年中に価格改定の可能性がありま
す。※冬期限定販売となります。

XX26　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295003660
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

黒糖、ココアバター、全粉乳、カラメルクリスプ
（粗糖、全粉乳、バター、粉末水飴（小麦含む））、
カカオマス、粉状ヘーゼルナッツ、カカオ分32%

ビター ザクロ チョコレート
Bitter Pomegrante
フェアトレードカンパニー（スイス）

ビターチョコレートに甘酸っぱいザクロ果汁のゼリーを入れ
ました。（原材料の一部に乳成分含む。）本年中に価格改
定の可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX27　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295003837
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：18ヶ月

カカオマス、粗糖、ザクロゼリー（ザクロ果
汁、リンゴ果汁、米粉）、ココアバター、バ
ニラ／増粘剤（ペクチン）、カカオ分６０％

抹茶ホワイト・ライスキノアパフ チョコレート
Matcha White Rice Quinoa Puff  
フェアトレードカンパニー（スイス）

抹茶を練り込んだホワイトチョコに、ライス&キノアパフ
の食感と香ばしさが広がります!本年中に価格改定の
可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX29　45ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295004032
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

粗糖、ココアバター、全粉乳、抹
茶、ライスキノアパフ（米粉、キノ
アパウダー、粗糖）、カカオ分33%

レーズン＆カシューナッツチョコレート
Raisin & Cashewnut Chocolate 
フェアトレードカンパニー（スイス）

砕いたカシューナッツの食感とレーズンの酸味がミルク
チョコレートと奏でるハーモニー。本年中に価格改定
の可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX13　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295003028
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

黒糖、ココアバター、全粉乳、カカ
オマス、レーズン、カシューナッツ、
粉状ヘーゼルナツ、カカオ分32%

ヘーゼルナッツチョコレート
Hazelnuts Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）

砕いたナッツのサクサクした食感がたまりません。
本年中に価格改定の可能性があります。
※冬期限定販売となります。

XX08　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295002182
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

黒糖、ココアバター、全粉乳、ヘ
ーゼルナッツ（粒）、カカオマス、カ
カオ分32％

ミルクチョコレート
Milk Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）

口当たりまろやかで、子供達にも大人気！
本年中に価格改定の可能性があります。
※冬期限定販売となります。

XX09　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295002175
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：14ヶ月

黒糖、ココアバター、全粉乳、カ
カオマス、粉状ヘーゼルナッツ、
カカオ分３２％

オレンジ チョコレート
Orange Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）

オレンジのさわやかな風味とミルクのまろやかさが絶妙
のコンビネーション。本年中に価格改定の可能性
があります。※冬期限定販売となります。

XX12　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295002205
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

黒糖、ココアバター、全粉乳、カ
カオマス、粉状ヘーゼルナッツ／
香料（オレンジ）、カカオ分32%

ビター ペルー75 チョコレート
Peru 75 
フェアトレードカンパニー（スイス）

カカオ分75％の本格的大人のビターチョコ。（原材
料の一部に乳成分含む。）本年中に価格改定の可
能性があります。※冬期限定販売となります。

XX31　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295004087
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：24ヶ月

カカオマス、粗糖、ココアバター、
バニラ、カカオ分75％

ホワイト･アーモンド チョコレート
White Almond  
フェアトレードカンパニー（スイス）

濃厚なホワイトチョコレートに、香ばしいアーモンドの
ツブツブがいいアクセント。本年中に価格改定の可
能性があります。※冬期限定販売となります。

XX30　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295004094
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

粗糖、ココアバター、全粉乳、ア
ーモンド、カカオ分33%

ビター レモンピール チョコレート
Bitter Lemon Peal  
フェアトレードカンパニー（スイス）

甘酸っぱいレモンの風味と、ピール（果皮）の食感が楽しめるビ
ターチョコレート。（原材料の一部に乳成分含む。）本年中に価
格改定の可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX21　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295003561
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：18ヶ月

カカオマス、黒糖、砂糖漬けレモ
ンピール、粗糖、ココアバター／
レモン香料、カカオ分60%

ビターチョコレート
Bitter Chocolate  
フェアトレードカンパニー（スイス）

食べやすいビターチョコレート。（原材料の一部に
乳成分含む。）本年中に価格改定の可能性があ
ります。※冬期限定販売となります。

XX06　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295002168
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：24ヶ月

カカオマス、黒糖、粗糖、ココア
バター、カカオ分58％

牛乳の代わりにヘーゼルナッツを絞った植物ミルクを使用、濃厚な
満足感とさっぱりした後味。（原材料の一部に乳成分含む。）本年中
に価格改定の可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX35　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295433887
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

粗糖、ココアバター、ヘーゼルナ
ッツ、イヌリン、食塩、バニラ、カカ
オ分２７％

ホワイト ヘーゼルミルク チョコレート
White Hazel Milk  
フェアトレードカンパニー（スイス）

【おいしさのヒミツ －シンプルな素材、贅沢な口どけ－】 最大72時間、
練りにこだわる

スイス伝統の練り技術によ
る、アロマとまろやかさ。乳化
剤不使用ならではのピュアな
味わい。

厳選した
フェアトレード＆
オーガニック原材料

カカオ、黒糖、粗糖をはじめ、
トッピング素材もすべて有機原
材料を使用。

黒糖･粗糖のコク

サトウキビの絞り汁を煮詰めただ
けの黒糖や、粗糖を、チョコの風
味に合わせて使い分け。

ココアバターによる
極上の口どけ

体温以下で溶けはじめるココアバターを
贅沢に使用。
代替油脂を使ったチョコでは味わえない
なめらかな口どけで、秋冬限定販売。

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
類

カカオと黒糖・粗糖だけのシンプルなビターチョコに、キャラメリゼしたアーモ
ンドのカリッとした食感。（原材料の一部に乳成分、アーモンドを含む。）本
年中に価格改定の可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX34　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295444616
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

カカオマス、黒糖、アーモンド加
工品（アーモンド、粗糖）、粗糖、
ココアバター、カカオ分５８％

ビター アーモンド チョコレート
Bitter Almonds  
フェアトレードカンパニー（スイス）

ラズベリー チョコレート
Raspberry  
フェアトレードカンパニー（スイス）

甘酸っぱいラズベリーのつぶつぶ果肉の入った、ま
ろやかな黒糖のミルクチョコ。本年中に価格改定の
可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX32　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295433818
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月

黒糖、ココアバター、全粉乳、カカオマ
ス、粉状ヘーゼルナッツ、乾燥ラズベ
リー、レモンパウダー、カカオ分３２％

デーツの甘みだけで作ったチョコ。デーツならではのあたたかでコクのある甘みに、フ
ィグの濃厚なアクセント。どっしりした満足感があるのにさらりとした後味の、新しい
チョコ。本年中に価格改定の可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX39　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295444913
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：14ヶ月
デーツパウダー、ココアバター、全粉
乳、いちじく加工品（いちじく、りんご
果汁、米粉）、カカオマス、乳脂肪／
増粘剤（ペクチン）、カカオ分３１％

デーツ＆フィグ チョコレート
Dates & Figs  
フェアトレードカンパニー（スイス）

ミルクチョコに、ピリリと辛口なジンジャーの刺激とレモンの爽やかな風味。レモ
ン・クリスプのジャリっとした歯ごたえも楽しい、甘くてドライな大人のチョコです。
本年中に価格改定の可能性があります。※冬期限定販売となります。

XX40　50ｇ×22（入数）
￥360
JAN：4524295454721
商品サイズ：135×50×10

賞味期限：12ヶ月
粗糖、ココアバター、全粉乳、カ
カオマス、生姜、粉状ヘーゼル
ナッツ、脱脂粉乳、乳脂肪、バニ
ラ／レモン香料、カカオ分３５％

ジンジャー＆レモン チョコレート
Ginger & Lemon  
フェアトレードカンパニー（スイス）
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ペパーミントティー
Peppermint Tea   （アメリカ等）

D71
25ｇ×12（入数）
￥330
JAN：4532416600070
商品サイズ：200×120
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416600278
JAN:1kg 4532416600285

ペパーミントの葉
清涼感のあるペパーミントは、モーニング
ティーとして、爽やかな朝のお目覚めや、
ちょっと脂っこい料理の後など。また夏
は冷やしても美味しいです。

清涼感のあるペパーミントは、モーニング
ティーとして、爽やかな朝のお目覚めや、
ちょっと脂っこい料理の後など。また夏
は冷やしても美味しいです。

カモミールティー
Chamomile Tea  （エジプト等）

D72
25ｇ×12（入数）
￥400↑
JAN：4532416600100
商品サイズ：200×120
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416600292
JAN:1kg 4532416600308

カモミール

リンゴに似たフルーティーな香りです。
ミルクとも合います。
リンゴに似たフルーティーな香りです。
ミルクとも合います。

レモングラスティー
Lemongrass Tea  （エジプト等）

D73
25ｇ×12（入数）
￥350
JAN：4532416600094
商品サイズ：200×120
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416600315
JAN:1kg 4532416600322

レモングラス
タイ料理のトム・ヤム・スープでもおな
じみのレモンのような爽やかな香りが
特徴のハーブです。

タイ料理のトム・ヤム・スープでもおな
じみのレモンのような爽やかな香りが
特徴のハーブです。

ハイビスカスティー
Hibiscus Tea  （エジプト等）

D74
25ｇ×12（入数）
￥260
JAN：4532416600124
商品サイズ：200×120
賞味期限：10ヶ月
〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416600339
JAN:1kg 4532416600346

ハイビスカス
とてもきれいな赤い色をした、少し酸
味のあるハーブティー。夏には冷や
してどうぞ。

とてもきれいな赤い色をした、少し酸
味のあるハーブティー。夏には冷や
してどうぞ。

ラズベリーリーフティー
Raspberry Leaf Tea  （アメリカ等）

D75
25ｇ×12（入数）
￥370
JAN：4532416600117
商品サイズ：200×120
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416600353
JAN:1kg 4532416600360

ラズベリーリーフ

女性に飲んでいただきたいハーブテ
ィー。
女性に飲んでいただきたいハーブテ
ィー。

ローズヒップティー
Rosehip Tea  （チリ等）

D76
25ｇ×12（入数）
￥370
JAN：4532416600087
商品サイズ：200×120
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416600377
JAN:1kg 4532416600384

ローズヒップ

鮮やかな赤い色と爽やかな酸味でリ
フレッシュ。
鮮やかな赤い色と爽やかな酸味でリ
フレッシュ。

レモンバームティー 
Lemon Balm Tea  （エジプト、クロアチア、ブルガリア等）

D78
25ｇ×12（入数）
￥550
JAN：4532416600131
商品サイズ：200×120
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉500g、1kg
JAN:500g 4532416600391
JAN:1kg 4532416600407

レモンバーム

爽やかな香りと口中に広がるさっぱり
とした味わいをお楽しみください。
爽やかな香りと口中に広がるさっぱり
とした味わいをお楽しみください。

マンゴースパイスティー
Mango Spice Tea  サンガーデン（米）

D62
100ｇ×12（入数）
￥840↑
JAN：4532416600049
商品サイズ：220×140×50
賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉 1kg
JAN:1kg 4532416600261

紅茶、マリーゴールドの花／
香料（マンゴ－）

紅茶にマンゴーのフレーバーを加えま
した。トロピカルな甘い香りと風味は、
ホットミルクティーにもぴったりです。

シナモンスパイスティー
Cinnamon Spice Tea  サンガーデン（米）

D53
100ｇ×12（入数）
￥830↑
JAN：4532416600018
商品サイズ：220×140×50

賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉 1kg
JAN:1kg 4532416600247

紅茶、シナモン、クローブ、生姜

フレーバーティーのなかでもポピュラー
なお茶。シナモンの甘い香りがミルクテ
ィーにすると引き立ちます。

アールグレイティー
Earl Grey Tea  サンガーデン（米）

D52
100ｇ×12（入数）
￥810↑
JAN：4532416600032
商品サイズ：220×140×50

賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉 1kg
JAN:1kg 4532416600230

紅茶／香料（ベルガモット）

オーガニック紅茶にベルガモットの柑
橘風味が爽やかな紅茶です。アイステ
ィーでもおいしいくせになる風味です。

ダージリンティー
Darjeeling Tea  （インド）

D67
100ｇ×12（入数）
￥720
JAN：4532416600216
商品サイズ：220×140×50

賞味期限：10ヶ月

〈業務用有〉 1kg
JAN:1kg 4532416600223

紅茶

インド・ダージリン地区で取れたオーガ
ニックの紅茶です。そのまま、もしくは
ミルクティー、レモンティーなどにどうぞ。

D140
（3ｇ×5包）×12（入数）
￥1,200
JAN：4532416600469
商品サイズ：50×92×131

賞味期限：24ヶ月

茶

標高が高い阿里山の湧き水で育つ
高山烏龍茶は、豊かな自然環境の中
で、まろやかで、清らかな香りを引き出
してくれます。ティーバッグタイプ。

阿里山高山烏龍茶ティーバッグ
Alishan Kozan Oolong Teabags （台湾）

阿里山高山烏龍茶
Alishan Kozan Oolong Tea （台湾）

D143　50g×12（入数）
￥1,574
JAN：4532416600490
商品サイズ：40×73×130

賞味期限：24ヶ月

茶

標高が高い阿里山の湧き水で育つ
高山烏龍茶は、豊かな自然環境の中
で、まろやかで、清らかな香りを引き出
してくれます。

四季春烏龍茶
Sijichun Oolong Tea （台湾）

D141　50g×12（入数）
￥980
JAN：4532416600483
商品サイズ：40×73×130

賞味期限：24ヶ月

茶

春夏秋冬、いつ摘んでも美味しいお茶が
できることから四季春茶と名付けられたこ
の烏龍茶は、温暖な気候に恵まれた南投
で育つふくよかな花のような優しい香りと
透明感のある爽やかな味わいが特徴です。

拉拉山青心烏龍茶
Lalashan Qingxin Oolong Tea （台湾）

D142　50g×12（入数）
￥1,850
JAN：4532416600476
商品サイズ：40×73×130

賞味期限：24ヶ月

茶

壮観なタイワンベニアヒノキの巨木が
おおう風光明媚な拉拉山（ラーラーシ
ャン）。そこに広がる檜の森と烏龍茶
畑の自然が融合した姿をこの青心烏
龍茶と一緒にご堪能ください。

烏
龍
茶
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トラディショナルメディシナル社は、伝統的なハーブ療法をお茶を
通じて伝えています。オーガニックでフェアトレードの高い品質の
ハーブで、美味しくて、気持ちの良いものをみなさまにお届けして
います。また環境に配慮した恒久的な生産を心がけています。
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D90
24ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917001658
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

ダンディライオンティー（ティーバッグ16袋）
Dandelion Root Tea
トラディショナルメディシナル（米）

たんぽぽの根をローストしてできたハーブティー。
カフェインフリー。

たんぽぽの根

D99
32ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917000132
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

スロートコート（ティーバッグ16袋）
Throat Coat Tea
トラディショナルメディシナル（米）

乾燥した季節に特にオススメです。
カフェインフリー。

甘草（リコリス）の根、ニレの樹皮、リコリスの根抽出物、マシュマロ
ウの根、ワイルドチェリーの樹皮、フェンネル、シナモン樹皮、オレンジ
ピール

D104
28ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917000149
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

マザーズミルク（ティーバッグ16袋）
Mother's Milk
トラディショナルメディシナル（米）

ヨーロッパでは、アニス、フェンネル、コリアンダー、フェヌグリークの組み合わせは、
授乳中の母親たちの間で何世紀にも渡り利用されてきました。カフェインフリー。

フェンネルの実、アニスの実、コリアンダーの実、フェヌグリークの種、
アザミ、スペアミントリーフ、レモングラスリーフ、バーベナリーフ、マシ
ュマロウの根

D82
24ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,200↑
JAN：032917000521
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

ペパーミントティー（ティーバッグ16袋）
Peppermint Teabags
トラディショナルメディシナル（米）

人気のペパーミントを手軽に楽しめるティーバッグタイプ。
カフェインフリー。

ペパーミントの葉

D83
24ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917000545
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

カモミール&ラベンダー（ティーバッグ16袋）
Chamomile & Lavender Tea
トラディショナルメディシナル（米）

カモミールとラベンダーでほっとリラックスできます。
カフェインフリー。

カモミールの花、レモンバーム、ラベンダー

D86
28ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917000163
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

ハーバルコールドケア（ティーバッグ16袋）
Herbal Cold Care Tea
トラディショナルメディシナル（米）

ジプシーに古くから伝わる伝統的なブレンド。
カフェインフリー。

エルダーフラワー、ヤローフラワー、ペパーミント、ヒソップ、ローズヒッ
プ、シナモン樹皮、しょうが、サフラワー花びら、クローブつぼみ、リコリ
スの根抽出物

ヘルシーサイクル（ティーバッグ16袋）
Healthy Cycle
トラディショナルメディシナル（米）

D87
24ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917000118
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

女性の為のハーブティーです。
カフェインフリー。

ラズベリーリーフ、リコリスの根、イラクサ、たんぽぽの葉＆根、スペア
ミントリーフ、ローズヒップ、レモンバーベナ、レモングラスリーフ、しょう
が、カモミール

D89
24ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917000675
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

ラズベリーリーフ（ティーバッグ16袋）
Raspberry Leaf Teabags
トラディショナルメディシナル（米）

女性の為のハーブティーです。
カフェインフリー。

ラズベリーの葉

Herb Tea

D85
24ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917000514
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

エキネシアティー・プラス（ティーバッグ16袋）
Echinacea Plus
トラディショナルメディシナル（米）

アメリカ原産の薬用植物であるエキネシアは、アメリカでも人気の高
いハーブです。カフェインフリー。

エキネシア（パープリア種）、エキネシアの根抽出物（パープリア種）、
エキネシア（アングスティフォリア種）、レモングラス、スペアミント                                    

D123
32ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917001597
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

スロートコート レモン&エキネシア（ティーバッグ16袋）
Throat Coat with Lemon & Echinacea
トラディショナルメディシナル（米）

乾燥した季節に特にオススメです。レモンの香り爽やかなハーブティー。
カフェインフリー。

エキネシア（パープリア種）の根、リコリスの根、リコリスの根抽出物、
マシュマロウの根、マシュマロウの葉、フェンネル、オレンジピール、シ
ナモン樹皮、レモンピール、レモンマートルオイル

D106
32ｇ（16袋）×6（入数）
￥1,300↑
JAN：032917001023
商品サイズ：110×79×68
賞味期限：36ヶ月

ジンジャーエイド（ティーバッグ16袋）
Ginger Aid
トラディショナルメディシナル（米）

ジンジャー、ターメリック、モリンガが中心のブレンドで、食後にオスス
メです。カフェインフリー。

ジンジャー、ジンジャー抽出物、モリンガの葉、ターメリック、キャラ
ウェイの実、シナモン
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34 Coffee & Cocoa & Cereal Drink

コーヒーのような風味と香りを楽しめる
Grana社のオーガニック穀物飲料シリ
ーズ。飲む時間、飲む人を選びません。

コーヒーのような風味と香りを楽しめる
Grana社のオーガニック穀物飲料シリ
ーズ。飲む時間、飲む人を選びません。

インスタントコーヒーフリーズドライ（パウチ入り）
DAABON Coffee  ダーボン（コロンビア）

D15　80ｇ×20（入数）
￥1,139↑
JAN：4580130001215
商品サイズ：110×60×200

賞味期限：30ヶ月

コーヒー豆

ブレンドが主流のインスタントコー
ヒーでは貴重なコロンビアストレー
トコーヒー。程よい酸味とマイルド
な風味のコーヒー。有機栽培のア
ラビカ種のみ使用。
詰め替え用

インスタントコーヒーフリーズドライ（瓶）
DAABON Coffee Bottle  ダーボン（コロンビア）

D16　100ｇ×12（入数）
￥1,365↑
JAN：4580130001208
商品サイズ：70×70×150

賞味期限：30ヶ月

コーヒー豆

ブレンドが主流のインスタントコーヒー
では貴重なコロンビアストレートコーヒ
ー。程よい酸味とマイルドな風味のコ
ーヒー。有機栽培のアラビカ種のみ使
用。 

コーヒーバッグ ペルー
Coffee Bag Organic Peru  フェアトレードカンパニー（ペルー）

D135  （8ｇ×8）×12（入数）
￥1,000↑
JAN：4524295003738
商品サイズ：140×55×220

賞味期限：12ヶ月

コーヒー豆

カップに入れて熱湯を注ぐだけのお手軽なタイプ。カップの中で振ればお好みの濃さに。環境に配慮したトウ
モロコシの繊維でつくられたフィルターを使用。高地特有の豊かな香り、やわらかな甘みとすっきりとした味が
特徴です。美味しい入れ方：カップにお湯を注ぎ、静かにバックを沈めて４－５分。この時お皿などでフタをする
のがお勧め。雑味が出ないようにバッグは揺らさず、取り去る際に数回振って下さい。入り数変更しております。

カフェインレス コーヒーバッグ ペルー
Caffeine less Coffee Bag Peru  フェアトレードカンパニー（ペルー）

D136  （8ｇ×8）×12（入数）
￥1,140↓
JAN：4524295003745
商品サイズ：140×55×220

賞味期限：12ヶ月

コーヒー豆

カップに入れて熱湯を注ぐだけのお手軽なタイプ。カップの中で振ればお好
みの濃さに。環境に配慮したトウモロコシの繊維でつくられたフィルターを使
用。まろやかなコクとベリー系のやさしい酸味、さらりと軽快な味わい。特許製
法で化学薬品を使わずカフェインを除去しています。入り数変更しております。

レギュラーコーヒー・ミディアムロースト（豆）
Peruvian Medium Roasted Coffee（BEANS）
フェアトレードカンパニー（ペルー）

D08　160ｇ×12（入数）
￥1,000↑
JAN：4524295001079
商品サイズ：41×85×245

賞味期限：12ヶ月

コーヒー豆
ペルー産の無農薬有機栽培コーヒー豆です。原豆
の良質さを引き出した飲みやすいミディアムロースト。
原料豆はフェアトレード組織グローバル・ヴィレッジが
輸入しています。グローバル・ヴィレッジは、フェアト
レードをすることによって生産農家の利益・生産者の
環境を守っています。※容量変更しております。

アリサン・ココアパウダー
Alishan Cocoa Powder  Tradin Organic Agriculture B.V（オランダ）

D68　150ｇ×12（入数）
￥552
JAN：4532416900941
商品サイズ：130×70×220

賞味期限：12ヶ月
〈業務用有〉 1kg、バルク
JAN：1kg 4532416900958

アルカリ処理されたオランダ式のココ
アパウダーは、酸味が少なく、色が濃く、
味がマイルドです。

ココア

D147　100ｇ×12（入数）
￥980
JAN：5901154042050
商品サイズ：60×60×165

賞味期限：36ヶ月

大麦、ライ麦、チコリ、たんぽぽ

D146　100ｇ×12（入数）
￥980
JAN：5901154042074
商品サイズ：60×60×165

賞味期限：36ヶ月

チコリ

穀物飲料 たんぽぽ
Dandelion  Grana（ポーランド）

穀物飲料 チコリ
Chicory  Grana（ポーランド）

レギュラーコーヒー・ミディアムロースト（粉）
Peruvian Medium Roasted Coffee（GROUND）
フェアトレードカンパニー（ペルー）

D07　160ｇ×12（入数）
￥1,000↑
JAN：4524295001062
商品サイズ：41×85×245

賞味期限：12ヶ月

コーヒー豆
ペルー産の無農薬有機栽培コーヒー豆です。原豆
の良質さを引き出した飲みやすいミディアムロースト。
原料豆はフェアトレード組織グローバル・ヴィレッジ
が輸入しています。グローバル・ヴィレッジは、フェア
トレードをすることによって生産農家の利益・生産
者の環境を守っています。※容量変更しております。

チリ&スパイス ホットチョコレート
Chili and Spice Hot Chocolate  フェアトレーディング（加）

D19　150ｇ×12（入数）
￥700
JAN：4562169260443
商品サイズ：100×60×200

賞味期限：24ヶ月

ジンジャーとチリ（唐辛子）の刺激が心地よいホットチョコレート。じ
わっと体が暖まります。ティースプーン３杯に温めた１４０ccの牛乳
や豆乳を注いで良くかき混ぜてお召し上がり下さい。

砂糖、ココアパウダー、シナモ
ン、ジンジャー、チリ

トラディショナル ホットチョコレート
Traditional Hot Chocolate  フェアトレーディング（加）

D18　200ｇ×12（入数）
￥720
JAN：4562169260207
商品サイズ：100×60×200

賞味期限：24ヶ月

砂糖、ココアパウダー

フェアトレードのリッチなココアと蜂蜜を思わせる風味の砂糖をブレ
ンドしたトラディショナルなホットチョコレートです。ミルク、または豆
乳でお楽しみ下さい。ティースプーン３杯に温めた１４０ccの牛乳
や豆乳を注いで良くかき混ぜてお召し上がり下さい。

D145　100ｇ×12（入数）
￥750
JAN：5901154042104
商品サイズ：60×60×165

賞味期限：36ヶ月

大麦、ライ麦

大麦、ライ麦をローストした穀物飲料で
す。お湯にすぐ溶けます。お菓子作りに
もどうぞ。

インカ
Inka  Grana（ポーランド）

チャイ
Indian Chai  Sungarden（米）

D66　60ｇ×12（入数）
￥1,050 
JAN：047445971014
商品サイズ：120×210×20

賞味期限：18ヶ月

〈業務用有〉 1kg
JAN:1kg 4532416600452

紅茶、カルダモン、シナモン、
生姜、クローブ、黒胡椒

茶葉とスパイスがブレンドしてあり、お
手軽に本格的なチャイを楽しめます。

Tips
チャイの歴史は、お茶にネギや生姜を煎じて飲んでいた中国起源と、イギリスへ送っていたインドで栽培された紅茶
の一部を、ミルクに入れて飲み始めたインド起源とあるようですが、どちらの飲み方も取り入れて、より美味しいチャ

イへと進化していったのではないでしょうか。チャイに入れるスパイスは
一般的に、カルダモン、シナモン、生姜、クローブ、胡椒が良く使われるそ
うで、家庭やお店の味は、スパイスの配合で変わります。アリサンのチャ
イは、カルダモン、シナモン、生姜、クローブ、黒胡椒が入っています。淹
れ方のポイントは、茶葉の風味を存分に生かすため、少なめの水で茶葉
を煮出すこと。130ccほどの水にアリサンチャイ小さじ１と１/２を入れ沸
騰させたら、弱火で３～４分煮ます。そこで、130ccほどの豆乳やミルク
を加え、さらに沸騰させたら出来上がりです。お好みで甘味料を加えて
下さい。主にトルコで飲まれるチャイは、ミルクやスパイスは入れずに飲
まれる紅茶のことを言うそうです。

チャイ
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の～ぷら ストロー太め  Straw Thick  （中国）

の～ぷら ストロー巾着
Straw Drawstring Bag  
（日本）

E129　1袋×12（入数）
￥500
商品サイズ：250×50

ストロー及び、ブラシ専用の巾
着です。縫製時に出る端切れ
を再利用した国産綿100％の
ホワイトデニムを使用していま
す。

スムージーはもちろん、タピオカティーにも。ステンレス製ストロー
は、環境に優しい、再利用可能＝ごみが出ない、安全（食品衛
生面でも安全な304グレードのステンレス製）、食洗機で洗える、
軽くて持ち歩きに最適で、おしゃれ。出先での使用後は、拭く、洗
う、または水を少し飲んでからしまうだけ。

の～ぷら ストロー太めブラシ  
Straw Brush Thick  （中国）

E127　1本×12（入数）  ￥150
商品サイズ：230×15

の～ぷら ストロー細めブラシ  
Straw Brush Thin  （中国）

E128　1本×12（入数）  ￥150
商品サイズ：230×6

サイズ別で両方のストローにぴったりの専用のクリーニングブラシ。
ブラシ自体はナイロン製、それ以外の部分はステンレス製です。

の～ぷら ストロー細め  Straw Thin  （中国）
E126　1本×12（入数）  ￥400
商品サイズ：215×6

アイスコーヒーやレモネードに適したサイズ。ステンレス製ストロ
ーは、環境に優しい、再利用可能＝ごみが出ない、安全（食品
衛生面でも安全な304グレードのステンレス製）、食洗機で洗え
る、軽くて持ち歩きに最適で、おしゃれ。出先での使用後は、拭く、
洗う、または水を少し飲んでからしまうだけ。

E125　1本×12（入数）  ￥600
商品サイズ：215×12

35

アリサン食材をふんだんに使用し
たベジタリアンレシピ本です。お
食事からスィーツまでカフェで味わ
えるレシピも多数掲載されていま
す。各レシピの写真も沢山収めら
れています。

阿里山カフェレシピブック
Alishan Café Recipe Book
アリサンカフェ

A181　110page
￥1,600

Cooking Supplies & Books & Body Care

オーガニックコットン パッド
Organic Cotton Pads  シンプリージェントル（独など）

E121　100枚×6（入数）
￥400↑
JAN：5060202922017
商品サイズ：60×60×270

約57x57mm。海外有機認証のオーガニックコットンを使用。幅広
い用途にお使い頂けます。

スパークリングエイドのボトルにピッタリ
の、取り外し自在なソープポンプ。飲み
終わった後でも、オシャレで賢い活用法
はいかがでしょうか？

スパークリングエイドのボトルは捨てずに
アップサイクル。瓶の口に装着して油や
お酢を注いだり、お砂糖などにも使えます。

コットン

エキネシア・エキストラクト
Echinacea Extract  Starwest（米）

E36　29ml×12（入数）
￥3,400↑
JAN：767963004963
商品サイズ：35×35×100

賞味期限：60ヶ月

10～20滴を水やジュース等に入れてお飲
み下さい。１日に１回、必要であれば数回お
飲み下さい。

エキネシア（アンガスティフォリア種）、
エキネシア（パープリア種）、アルコール

オーガニックコットン 綿棒
Organic Cotton Buds  シンプリージェントル（独など）

E120　200本×6（入数）
￥400↑
JAN：5060202922079
商品サイズ：35×80×135

長さ78mm。海外有機認証のオーガニックコットンを使用。色々な
用途にお使い頂けます。

コットン、バージンパルプ

ベーキング用ペーパーカップ無漂白
Unbleached Baking Cups  （スウェーデン）

G56
60カップ×24（入数）
￥550↑
無漂白、塩素不使用のベーキングペーパーカップ。マフィン型に敷
いてお使い下さい。サイズは、約底径5cm×高さ3.5cm×上径
6.35cm。60枚入り。

JAN：770009010484
商品サイズ：75×75×70

ベーキング用クッキングペーパー無漂白
Unbleached Baking Paper  （フィンランドなど）

G57
（33cm×19.8m）×12（入数）
￥1,100↑
無漂白、塩素不使用のベーキングクッキングペーパー。製菓や
お料理、蒸し物などにもお使いいただけます。 

JAN：770009010200
商品サイズ：45×340×45

コーヒーフィルター無漂白No,2（1～2人用）
Unbleached Coffee Filters  （ドイツなど）

G165　100枚×12（入数）
￥700↑
JAN：770009001123
商品サイズ：45×110×165

再生可能資源を使用したナチュラルなクラフトカラーがお洒落な無
漂白コーヒーフィルター。破れにくいダブルウェーブシーム採用。コン
ポスタブル認証済みなので、そのまま生ゴミとして土に埋めれば堆肥
化されます。

ソープポンプ スパークリングエイド
Soap Pump Cap Sparkling Aid  （中国）

J66　1個×6（入数）
￥370
商品サイズ：35×35×200

ディスペンサー スパークリングエイド
Dispenser Cap Sparkling Aid  （中国）　

J67　1個×6（入数）
￥300
商品サイズ：30×30×70

Tips
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アップサイクルとは

リユースとも、リメイクとも、リデュースとも違うアップサイクルとは、簡単に言えば、商品をご利用後に、新たな価値を見
出し、再利用することを見据えて製造されている製品のこと。スパークリングエイドのボトルは、アップサイクルできるよ
うにデザインされ製造されています。その利用の幅を広げようと、スパークリングエイドのボトルに合わせたソープポンプ
や、ディスペンサーを作り、再利用につなげています。みなさんも知らぬ間におこなっているアップサイクルもありますよ
ね。たとえば、可愛い容器に入って販売されているデザートやケーキの容器をカップとして利用するとか、花瓶に使って
いるとか。製造者が意図せずに再利用されているものもありますよね。スパークリングエイドのレモンエイド社は、環境
にも配慮した製品をみなさまにお届けしています。



項目
掲載ページ

商品
コード 品　　名 サイズ 上代

粉類
P6

G47L グルテン 1KG ¥4,200 ↑
G47XX 22.67KG ¥80,850 ↑
C37L オーツ麦ふすま 1KG ¥1,400
C37X 22.67KG ¥26,700
G09L 小麦ふすま 1KG ¥900
G09X 11.33KG ¥8,600
C39L 小麦胚芽・生 1KG ¥1,400
C39X 11.33KG ¥12,500

製菓材料
P7

G04X ベーキングパウダー 2.27KG ¥4,200 ↑
G105L コーンスターチ 1KG ¥1,750
G105l 25KG ¥37,500
F53L 台湾なつめ（種あり） 1KG ¥12,700
G201L チョコチップス 1KG ¥4,500 ↑
G201X 5KG ¥22,050 ↑
G205L キャロブチップス 1KG ¥4,500 ↑
G205X 11.33KG ¥50,400 ↑
G22X バニラエキストラクト 3.776L ¥59,000
T28L カカオニブ 1KG ¥5,700
T28X 15KG ¥61,500

甘味料
P8

S15 ピュアメープルシロップ 946ML ¥4,700 ↑
S04B ピュアメープルシロップ 18.92L ¥72,000
S21 アガベシロップ 5.6KG ¥10,700 ↑

シリアル
P12

C28L ミューズリー 1kg ¥2,260 ↑
C28II 11.33kg ¥25,000 ↑
C24L アップルレーズンくるみグラノラ 1KG ¥2,500 ↑
C24X 12.7KG ¥30,000
C26L セイブザフォレストグラノラ 1KG ¥2,180
C26I 12.7KG ¥26,000
C50L クラシック　グラノラ 1KG ¥3,100 ↑
C50X 4.53kg ¥11,995 ↑
C35L オートミール 1KG ¥925
C35X 22.67KG ¥18,940
C33L クイックオーツ 1KG ¥990
C33X 22.67KG ¥20,000
C60L スチールカットオーツ 1KG ¥1,140
C60X 22.66kg ¥22,700
N38L フルーツ＆ナッツミックス 1KG ¥4,040 ↑
N38XX 13.6KG ¥49,200 ↑

ドライ
フルーツ
＆ナッツ
P9・10・11

F52L 台湾ハイビスカス（ローゼル） 1KG ¥6,000
F06L いちじくブラックミッション 1KG ¥3,600
F06XX 13.6KG ¥48,000
F09L プルーン種無し 1KG ¥3,800 ↑
F09X 13.6KG ¥46,000 ↑
F20L レーズン 1KG ¥1,780 ↑
F20X 11.33KG ¥14,350 ↑
F21L カランツ 1KG ¥2,050 ↑
F21X 11.33KG ¥15,200 ↑
F22L ゴールデンサルタナレーズン 1KG ¥2,000 ↑
F22X 12.5KG ¥22,000 ↑
F05L なつめやしデグレット 1KG ¥2,600
F05X 6.8KG ¥16,000

項目
掲載ページ

商品
コード 品　　名 サイズ 上代

ドライ
フルーツ
＆ナッツ
P9・10・11

F03L なつめやしマジョール 1KG ¥2,800 ↑
F03X 6.8KG ¥17,600 ↑
F47L なつめやしアシール 1kg ¥2,310 ↑
F47XX 10KG ¥22,400 ↑
F38L フンザ産アプリコット 1kg ¥4,950 ↑
F38II 12kg ¥51,560
F29L ドライアップル 1KG ¥4,500
F29XX 11.33KG ¥48,700
F39L バナナチップス 1KG ¥3,200
F39X 10kg ¥27,500
F34L ブルーベリー 1KG ¥10,700 ↑
F34X 11.33KG ¥110,000 ↑
F33L クランベリー 1KG ￥4400
F33XX 11.33KG ¥41,150
F37L ホワイトマルベリー 1KG 9200 ↑
F42L ゴジベリー 1KG ¥11,200 ↑
N21L アーモンド 1KG ¥6,900 ↑
N21X 11.33KG ¥64,000 ↑
N26L くるみ 1KG ¥6,900 ↑
N26XX 9.97KG ¥56,320 ↑
N44L カシューナッツ 1KG ¥4,700 ↑
N44DD 11.33KG ¥46,400 ↑
N45L ペカンナッツ 1KG ¥5,950 ↑
N45X 13.66kg ¥65,000 ↑
N46L ブラジルナッツ 1KG ¥6,290 ↑
N30L ひまわりの種 1KG ¥1,940 ↑
N30X 25KG ¥45,100 ↑
N43L かぼちゃの種 1KG ¥3,950 ↑
N43X 25KG ¥84,000 ↑
G44L アーモンドパウダー 1KG ¥11,400 ↑
N47L ピーナッツ 1KG ¥2,200 ↑
N47X 13.66KG ¥28,000 ↑
N32L ココナッツフレークファイン 1KG ¥1,750
N32XX 12.5KG ¥14,500
N49L マカダミアナッツ（生） 1kg ¥5,800
N49I 11.33kg ¥60,000
N53L ピスタチオ（殻付き） 1KG ¥5,750 ↑
N53X 11.33KG ¥56,250 ↑
G128L ココナッツフラワー 1KG ¥1,600
G128X 10kg ¥12,320
N60L ココナッツチップス 1kg ¥1,800
N60l 12.5kg ¥16,000

豆類
P13

P02L 赤レンズ豆 1KG ¥1,300 ↑
P02X 11.33KG ¥13,800 ↑
P04L 茶レンズ豆 1KG ¥1,200 ↑
P04X 11.33KG ¥12,000 ↑
P06L ひよこ豆 1KG ¥1,150 ↑
P06X 11.33KG ¥12,000 ↑
P50L 黒ひよこ豆 1kg ¥1,870
P50X 11.33kg ¥18,230
P53L レンズ豆皮付き 1KG ¥1,350
P53X 11.33KG ¥13,000

36 Bulk Size Price List

＊上記価格は2023年4月時点のものであり、天候／収穫状況によって変動する可能性がございます。予めご了承下さい。＊業務用サイズはロットによって変わる可能性がある事、予めご了承下さい。
＊上記価格に別途消費税が課税されます。　＊業務用サイズには石、木の葉などの異物が入っている可能性があります。予めご了承下さい。
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項目
掲載ページ

商品
コード 品　　名 サイズ 上代

豆類
P13

P40L レッドキドニービーンズ 1KG ¥1,600
P40X 11.33KG ¥16,600
P11L グレートノーザンビーンズ 1KG ¥1,200 ↑
P11X 10KG ¥11,400 ↑
P19L ムング豆 1KG ¥1,050 ↑
P19D 20KG ¥18,400 ↑

豆ミート
P13

G59L ジャックの豆ミート 1KG ¥2,200 ↑
G59X 12KG ¥21,900 ↑
G95L ジャックの豆ミートチャンク 1KG ¥2,350 ↑
G95X 12KG ¥26,100 ↑
G118L ジャックの豆ミート ナゲット 1KG ¥2,900 ↑
G118X 6KG ¥15,850 ↑

雑穀類
P16

P25M イエローマスタードシード 500G ¥1,780 ↑
P25L 1KG ¥3,360 ↑
E30L ニュートリショナルイースト 1KG ¥4,600
E30X 22.68KG ¥81,500
G54L キヌア 1KG ¥2,580
G54lll 11.33kg ¥25,500
G126L キヌアミックス 1KG ¥2,835
G45L アマランサス　粒 1KG ¥1,900
E133L チアシード 1KG ¥6,600

エスニック
P21

G50L クスクス 1KG ¥1,500
G50XX 11.33KG ¥15,000
G55L バーガーウィート 1KG ¥1,400
G55X 11.33KG ¥10,400

トマト
P19

M107X ホールトマト 2.5KG ¥1,850 ↑
M87M ドライトマト 500G ¥3,100 ↑
M87L 1KG ¥5,400 ↑
M87X 2.26KG ¥11,800 ↑

オイルP18 H87X オリーブオイル（チュニジア産） 5L ¥10,800
ハーブ
P19

Z01M オレガノ 500G ¥4,300
Z01L 1KG ¥8,000
Z02M バジル 500G ¥3,200
Z02L 1KG ¥5,900
Z03M パセリ 500G ¥5,400
Z03L 1KG ¥9,900

スパイス
P20

Z04M ターメリック 500G ¥3,400
Z04L 1KG ¥5,900
Z05M クミン シード 500G ¥3,400
Z05L 1KG ¥6,600
Z30M クミン パウダー 500G ¥3,800
Z30L 1KG ¥6,850
Z06M コリアンダーシード 500G ¥2,900
Z06L 1KG ¥5,400
Z10M コリアンダー パウダー 500G ¥3,400
Z10L 1KG ¥5,850
Z07M パプリカパウダー 500G ¥3,500
Z07L 1KG ¥6,800
Z08M カルダモン 500G ¥7,600 ↑
Z08L 1KG ¥14,300 ↑
Z11M シナモンスティック 500G ¥3,250
Z11L 1KG ¥5,700

項目
掲載ページ

商品
コード 品　　名 サイズ 上代

スパイス
P20

Z18M シナモン パウダー 500G ¥2,550
Z18L 1KG ¥4,750
Z13M ブラックペッパー粒 500G ¥2,500
Z13L 1KG ￥4,500
Z19M ブラックペッパー パウダー 500G ¥2,700
Z19L 1KG ¥4,900
Z15M ローズマリー 500G ¥3,900
Z15L 1KG ¥7,250
Z21M オレンジピール 500G ¥3,000
Z21L 1KG ¥5,600
Z22M タイム 500G ¥5,400
Z22L 1KG ¥9,700
Z25M カイエンペッパー 500G ¥4,900
Z25L 1KG ¥9,400
Z27M クローブ ホール 500G ¥3,700
Z27L 1KG ¥6,700
Z32M ナツメグパウダー 500G ¥7,500
Z32L 1KG ¥14,100
Z34L ベイリーフ 100G ¥5,500
G84M キャラウェイシード 500G ¥3,750
G84L 1KG ¥6,100
Z36M ガラムマサラ 500G ¥5,200
Z36L 1KG ¥9,620
Z37M ジンジャーパウダー 500G ¥4,000
Z37L 1KG ¥7,200

お菓子
P29

N27L ポップコーン 1KG ¥735 ↑
N27X 11.33KG ¥6,090 ↑

ココア
&チャイ
P34

D68L ココアパウダー（オランダ産） 1KG ¥2,190
D68X 25KG ¥51,000
D66L チャイ 1KG ¥12,000

紅茶&
ハーブティー
P32・33

D52L アールグレーティー 1KG ¥7,650 ↑
D52X 13.66KG ¥85,000 ↑
D53L シナモンスパイスティー 1KG ¥7,800 ↑
D53X 13.66KG ¥86,000 ↑
D62L マンゴースパイスティー 1KG ¥7,450 ↑
D62X 13.66KG ¥75,000 ↑
D67L ダージリンティ 1KG ¥6,900
D71M ペパーミントティー 500G ¥3,300
D71L 1KG ¥6,000
D72M カモミールティー 500G ¥4,500 ↑
D72L 1KG ¥8,300 ↑
D73M レモングラスティー 500G ¥2,650
D73L 1KG ¥4,800
D74M ハイビスカスティー 500G ¥2,800
D74L 1KG ¥5,200
D75M ラズベリーリーフティー 500G ¥4,700
D75L 1KG ¥8,600
D76M ローズヒップティー 500G ¥3,200
D76L 1KG ¥5,700
D78M レモンバームティー 500G ¥4,600
D78L 1KG ¥8,300
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発 注 書
発注日：　　　年　　　月　　　日（　　）

貴 店 名
担 当 者 名
電 話 番 号
F A X番号
納品希望日

：
：
：
：
： 　 年 　 月 　 日 （ 　 ）

アリサン有限会社

TEL
FAX
：042-982-4812
：042-982-4813

【ご伝言欄】

〒350-1251 埼玉県日高市高麗本郷185-2

Alishan pty.Ltd

商品番号 商品名 容量 ケース数
注文数

バラ数 備考

※正午までの受注で翌営業日発送。正午以降の受注は翌々営業日発送を基本としております。
※商品間違いを避けるため、お手数ですが、商品番号、容量を明記して頂きますようお願い致します。
※出荷当日のご変更、ご追加は承っておりませんので、予めご了承ください。
※土日祝日の出荷は行っておりませんので、ご了承のほど宜しくお願い致します。
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