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100 年以上の歴史を持つ
フィンランドの人気老舗製菓メーカー
ファッツェル社は 1891 年創業、2021 年に 130 周年を迎えた、フィンランドを

代表する製菓メーカーです。チョコレートは 100％ Responsible Cocoa を使用し、

カカオ農家の労働環境や森林の保護をサポートしています。

設立当初からファッツェル社が掲げている「人々に幸せなひとときを提供する」

という理念は、代が 4 つ移り変わった現在も変わらずに引き継がれ、ファッツェ

ル社が作り出すお菓子は、フィンランド国内外で親しまれています。
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BRAND STORY

1891 年創業のヨーロッパでも有数の製菓メーカー

（写真上段）Karl Fazer Café

（写真下段左から）創業者 Karl Fazer（1866-1932）、2 代目 Sven Fazer（1897-1985）、3 代目 Peter Fazer、現 4 代目 Majlen Fazer

ヘルシンキに生まれた初代 Karl Fazer（カール・ファッツェル）は、毛皮業を営む父の反対を押し

切り、菓子職人になるために海外に飛び出しました。その後、サンクトペテルブルクで菓子職人の

プロとして認められ、ベルリン、パリでチョコレート作りの修行を積んだ後、家族でスイスからフィ

ンランドに戻りました。25 歳になった 1891 年の秋、周囲のすべての人に幸福な時間を創り出す

ことをミッションに掲げた、彼の最初のカフェをヘルシンキにオープンしました。修行に基づいた

高い品質と「おいしい幸せ」を目標にしたカール・ファッツェルのカフェは大好評を博し、すぐに

他の地区にもカフェがオープン、1897 年には製菓の生産を開始し、卸売業にも参入しました。19

世紀の終わりにはヘルシンキの路面電車に広告を掲載するなど、人々の生活に溶け込んだ会社に成

長しました。現在は 4 代目に歴史と技術が引き継がれ、創業当初の味と、「人々に幸せなひととき

を提供する」という理念を守り、家族経営で事業を拡大し続けています。
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SUSTAINABILITY
持続可能な暮らしを目指して

ファッツェル社は人々の持続可能な暮らしを実現するため、食料システムによる気候変動への影響

を緩和する取り組み、食品廃棄物の削減、多くの病気のリスクの低下に寄与するとされているビー

ガン食品の開発など数多くの施策を行っています。中でも、製菓の調達は 100％の持続可能性に取

り組んでいます。原材料を生産する農家から消費者までのバリューチェーン全体で持続可能性を確

保し、安定した原材料の調達と確かな品質を提供するために、カカオ、植物油脂、穀物、大豆など

の生産者や、各サプライヤーへの直接的なサポートを行っています。

特にアイデンティティであるチョコレート

に関しては、現在世界のカカオ生産者のう

ちの 80％が認定システムから外れている中、

ファッツェル社では、ナイジェリアとコー

トジボワールの生産者の 6,000 軒のカカオ

農家をサポートしています。

ファッツェル・カフェ

1891 年にカール・ファッツェルが最初のカフェをオープンしてからカフェ事業は大きく成長し、

現在ではヘルシンキ、トゥルク、タンペレに 13 のカフェを展開しています。本店をヘルシンキの

中心地エスプラナーディ通りに構え、広々とした店内には、手作りのペストリーやケーキ、パン、

サンドイッチが並べられたショーケースや軽食のカウンターがあり、カフェスペースが併設されて

います。プレゼントやお土産用の製菓も、綺麗にラッピングされたものから、チョコレートの量り

売りまで販売され、地元の人や観光客まで多くの人でにぎわいます。

FAZER CAFÉ
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お勧め商品

GEISHA - げいしゃシリーズ

げいしゃシリーズは、ファッツェル社の商品の中でも特に人気のベストセラーシリーズです。香ば

しいヘーゼルナッツのペーストと楽しい食感のクリスピーをミルクチョコレートでコーティングし

ています。3 代目ピーター・ファッツェルが、東京オリンピックのセーリング選手として来日した

ことがきっかけで、1962 年に生まれました。日本のおもてなしの文化である「芸者」から名前を付け、

パッケージにはピンクの桜があしらわれています。

ファッツェル社の数ある商品の中でも特におすすめのシリーズをピックアップしてご紹介します。

KARL FAZER - カール・ファッツェルシリーズ

創業者カール・ファッツェルの名前を冠した、ファッツェルを代表するミルクチョコレートです。

1922 年以来変わらない秘伝のレシピで作られ、新鮮なミルクを使用したなめらかなくちどけと、

まろやかなコクが特徴です。鮮やかなファッツェル・ブルーのパッケージは、美しく純粋なフィン

ランドの自然を象徴し、1922 年から変わらず、フィンランドに暮らす人の生活に寄り添っています。
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ヘーゼルナッツとクリスピーの香ば
しさが楽しめる、ひと口サイズのミ
ルクチョコレートが約 38 粒入って
います。

内容量：270g（約 38 粒）
ロット：12
6416453071124
407112 / 7000042

1,600 円
げいしゃ
FAZ170032

ヘーゼルナッツとクリスピーの香ば
しさが楽しめる、ひと口サイズのミ
ルクチョコレートが約 21 粒入って
います。

内容量：150g（約 21 粒）
ロット：12
6411401072703
407270 / 7000171

900 円
げいしゃミルクチョコレート
ボックスミニ

FAZ170036

ミルクチョコレートボックス
ヘーゼルナッツとクリスピーの香ば
しさが楽しめる、バータイプの贅沢
なミルクチョコレートです。

内容量：37g
ロット：35
6411401019029
401902 / 7000022

300 円
げいしゃ
ミルクチョコレートバー 37g

FAZ170026

人気の「げいしゃ」がパワーアップ！
ヘーゼルナッツヌガーに、甘じょっ
ぱい塩キャラメルのクランチがプラ
スされました。

内容量：270g（約 38 粒）
ロット：12
6416453071513
407151 / -

1,600 円
げいしゃ
FAZ170078

人気の「げいしゃ」がパワーアップ！
ヘーゼルナッツヌガーに、甘じょっ
ぱい塩キャラメルのクランチがプラ
スされました。

内容量：150g（21 粒）
ロット：12
6416453072763
407276 / -

900 円
げいしゃ ミニボックス
キャラメルシーソルト

FAZ170080

見た目にも満足な分厚いクリスピー
チョコレートの中には 2 種のヘーゼ
ルナッツヌガーが詰まっています。
2 個入りなので、2 度楽しむか、恋
人や友人と分け合っても◎

内容量：50g
ロット：20
6416453017504
401740 / -

400 円
げいしゃ クランキーバー
チョコレート 2 個入り

FAZ170082

キャラメルシーソルトボックス

1,600 円
KF ミルクチョコレートボックス
FAZ170030

新鮮なミルクを使用したひと口サイ
ズのミルクチョコレートが約 36 粒
入っています。創業時から変わらな
い製法で作られている、ファッツェ
ル社を代表するチョコレートです。

内容量：270g
ロット：12
6416453071117
407111 / 7000040

ブルーベリーの果肉と優しい口当た
りのミルクチョコレートが人気の、
1922 年から愛されている商品です。

内容量：270g
ロット：12
6416453071148
407114 / 7000041

1,600 円
KF ブルーベリーチョコレート
FAZ170031

ラズベリーの果肉を混ぜたヨーグル
トのフィリングをミルクチョコレー
トでコーティングしたチョコレート
です。

内容量：270g（約 38 粒）
ロット：12
6416453071193
407119 / 7000043

1,600 円
KF ラズベリーヨーグルト
FAZ170033

新鮮なミルクから作られたミルク
チョコレートと、高級ホワイトチョ
コレートが口の中でとろけ合う、贅
沢なチョコレートです。

内容量：270g（約 38 粒）
ロット：12
6416453071162
407116 / -

1,600 円
KF ミルク＆ホワイトボックス
FAZ170076

やわらかいくちどけのトリュフプラ
リネと濃厚なミルクチョコレートの
相性が抜群です。

内容量：270g（約 37 粒）
ロット：12
6416453071506
407150 / -

1,600 円
KF トリュフチョコボックス
FAZ170077

冬季限定商品 冬季限定商品

ボックス ボックス

新鮮なミルクを使用した、持ち歩き
やすいバータイプのミルクチョコ
レートです。

内容量：39g
ロット：35
6411401019012
401901 / 7000020

300 円
KF ミルクチョコレートバー
FAZ170024

カリカリとしたほろ苦いキャラメル
とシーソルトの塩気が食欲をそそる
バータイプのチョコレートです。

内容量：37g
ロット：35
6416453019195
401919 / 7000024

300 円
KF キャラメルシーソルトバー
FAZ170029

ラズベリーの果肉を混ぜたヨーグル
トのフィリングをミルクチョコレー
トでコーティングしたチョコレート
バーです。

内容量：37g
ロット：35
6411401019043
401904 / -

300 円
ラズベリーヨーグルト
チョコレートバー

FAZ170071

リッチなダークチョコレートを薄い
ミントキャンディーの殻で包んだ
フィンランドで最もポピュラーな
キャンディーです。1949 年から同
じレシピで作られています。

内容量：120g
ロット：21
6416453435636
403563 / 7000141

800 円
マリアンヌキャンディー
FAZ170040

ペパーミントチョコ

定番商品

ベストセラー

ピーナッツが香るヘーゼルナッツヌ
ガーフィリングが入ったげいしゃミ
ルクチョコレートです。

内容量：37g
ロット：35
6416453020207
402020 / -

300 円
げいしゃ ミルクチョコレートバー
FAZ170099

ピーナッツ風味

NEW

希少な最高級アリバカカオと新鮮な
ミルクのみを使用した、創業当時の
伝統のレシピで作られているミルク
チョコレートです。

内容量：39g
ロット：35
6411401019081
401908 / -

300 円
KF ダークチョコレートバー
FAZ170025
NEW
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L AKRITSI

LINE UP

●北欧のキャンディー「サルミアッキ」をベースにしたソフトキャンディーです。
漢方にもよく使用されるリコリス（甘草）を練り込んでいます。
歯にくっつくので、小さく切って食べてくださいね。

●世界一まずいと言われているサルミアッキの苦みの元である塩化アンモニウムは使っていません。
●使用されているリコリスはすべてフィンランド産！

ロシアの国境近いラッペーンランタという町で作られています。
●砂糖や蜂蜜を加えているのでリコリス初心者でも食べやすいです。

ラクリッツ

ラクリッツ（ FAZ170094 / 6416453061361）
406136/7000241

406137/7000242

406135/7000240

（ FAZ170095 / 6416453061378）

（ FAZ170093 / 6416453061354）

オリジナル

ラクリッツ
チョコレート

ラクリッツ
レモン

150各 円

リコリスのハーブらしいほろ苦い味わいに、
砂糖と蜂蜜を加えて食べやすくしています。

中にチョコレートのペーストを加えています。
チョコの味わいが強く、後味に少しリコリスを
感じられます。

中にレモン風味のペーストを加えています。
爽やかなレモンの味わいとリコリスのほろ苦さ
が絶妙にマッチしています。

内容量：20g ／ロット：30
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2022 年 11 月発売予定

新鮮なミルクを使用したミルクチョ
コレートの中に爽やかなレモンとク
シュッとしたメレンゲ風のフィリング
が詰まったチョコレートです。

内容量：37g
ロット：35
6416453019973
401997 / -

300 円
KF レモンヨーグルトバー
FAZ170092

希少な最高級アリバカカオを使用した
プレミアムリッチダークチョコレート
です。フラボノイドが豊富です。

内容量：270g
ロット：12
6416453071186
407118 / -

1,600 円
KF ダーク 47％ ボックス
FAZ170100

スパイシーなシナモンとヘーゼルナッ
ツがベストマッチした、クリスマスに
ぴったりのチョコレートです。

内容量：270g
ロット：12
6416453071629
407162 / -

1,600 円
げいしゃ シナモン ボックス
FAZ170101

1904 年以来人気のクラシックシリーズです。
とろり柔らかく溶けるチョコレートと、口の
中に広がるアーモンドヌガーの香りがたまり
ません。

内容量：210g
ロット：13
6411401024221
402421 / -

4,000 円
ウィンナーヌガー
FAZ170102

アーモンドプラリネ

ミントクリームの入った爽やかなダー
クチョコレート。シルバー×ミントグ
リーンの包みが特別感をプラスしてく
れます。

内容量：150g
ロット：12
6411401072680
407261 / -

900 円
KF ミントチョコレート
FAZ170103

ボックスミニ 希少な最高級アリバカカオを使用した
プレミアムリッチダークチョコレート
です。フラボノイドが豊富です。ミル
ク不使用なのでビーガンの方にもおす
すすめです。

内容量：150g
ロット：12
6416453072633
407263 / -

900 円
KF ダーク 70％ ボックスミニ
FAZ170104

新鮮なミルクを使用したファッツェル
社を代表するチョコレートです。ひと
口サイズに個包装されたミルクチョコ
レートです。

内容量：150g
ロット：12
6416453072640
407264 / -

900 円
KF ミルクチョコレート
FAZ170105

ボックスミニ
ラズベリーヨーグルトとブルーベリー
ヨーグルトの 2 種類が入っています。

内容量：150g
ロット：12
6416453072657
407265 / -

900 円
KF セレクション
FAZ170106

ボックスミニ

ザクザクとした食べ応えが楽しいチョ
コレートバーです。甘いキャラメルヌ
ガーとヘーゼルナッツ、香ばしい大き
な粒のパフが入っています。

内容量：55g
ロット：20
6416453017405
401740 / 7000203

400 円
KF クランキーバーチョコレート
FAZ170073

2 個入り

※本ページ掲載商品につきましては、入荷後順次メールマガジンにてご案内いたします。

冬季限定商品

甘酸っぱいヨーグルトのフィリングの
中に、小さなマンゴーの粒が入ったト
ロピカルなチョコレートです。

内容量：270g（約 37 粒）
ロット：12
6416453071278
407127 / -

1,600 円
マンゴヨーグルトチョコレートボックス
FAZ170072

冬季限定商品

新鮮なミルクを使用したミルクチョコ
レートと、プレミアムホワイトチョコ
レートが 2 層になったチョコレートで
す。ミルクとホワイトのそれぞれのコ
クが口の中で溶け合うリッチな美味し
さです。

内容量：38g
ロット：35
6411401019067
-

300 円
KF ミルク & ホワイトチョレートバー
FAZ170087



サクサクのビスケットに、

まるでフルーツのようなキャンディー。

「あっ、ムーミンだ！」

おやつの時間に、仕事の合間に。

心を和ませてくれるお菓子たちです。

10
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持ち運びにぴったりな小さいボックスに入っ
ています。かわいいハート型の固めのグミで
す。絵柄はお選びいただけません。

内容量：40g
ロット：20
6416453042643
404264 / 7000115

400 円
ムーミンフルーツパスティーユ
FAZ170051

キャラクターの形をしたカラフルなソフト
キャンディーです。ゼラチンフリー、植物由
来の色と香料を使用しています。絵柄はお選
びいただけません。

内容量：80g
ロット：14
6416453033832
403383 / 7000116

600 円
フルーツグミ バッグアソート
FAZ170046

キャラクターの形をしたビスケットです。コミックス表紙絵の缶が特別感を与えてくれる
のでギフトやお土産にもおすすめです。卵不使用。缶の種類はお選びいただけません。

内容量：175g
ロット：6
6416453085275
708527 / 7000080

2,400 円
ムーミン ビスケット アニバーサリービスケット アソート缶
FAZ170047

キャラクターの形をしたビスケット
です。サクサクとした食感の優しい
味わいです。卵不使用。箱の絵柄は
お選びいただけません。

内容量：175g
ロット：10
6411401085260
708532 / 7000081

800 円
ムーミン ビスケット
FAZ170048

キャラクターが描かれた可愛いパッケージのロリポップキャンディーです。
キャンディーは、かわいいハート型♡個包装なので手配りにもぴったりです。
※セット内容はお選びいただけません。

ロリポップ

ムーミントロール、ムーミンママ、ムーミンパパ、
スノークのおじょうさんにスナフキン、そしてリトルミイ！
可愛いキャラクターたちと、おいしいコーヒーブレイクを
楽しんじゃいましょう♪

ラッピングの絵柄は全部で7種類！
※セットの絵柄はお選びいただけません。

ボックスアソート

フレーバーは3種類！
※絵柄とフレーバーの組み合わせはランダムです。

ラズベリー りんご レモン

リッチなダークチョコレートを薄いミント
キャンディーの殻で包んだフィンランドで最
もポピュラーなキャンディーです。

内容量：120g
ロット：21
6416453041448
404144 / -

900 円
ムーミン×マリアンヌ
ペパーミントキャンディー

FAZ170075

内容量：5 個
ロット：20
4937615245747
-

460 円
ムーミン クリーミーファッジ ピンク
FAZ170107

5 個入り

NEW

内容量：5 個
ロット：20
4937615245754
-

460 円
ムーミン クリーミーファッジ イエロー
FAZ170108

5 個入り

NEW

内容量：5 本
ロット：20
4937615245761
-

560 円
ムーミンママ ロリポップ
FAZ170109

5 本入り

NEW

小分けの新パッケージに
なりました！

ソフトな食感とクリーミーな味わいのソフトキャンディー。
中身も個包装になっており、すべてにキャラクターデザインが
入っています。

クリーミーファッジ

ボックスアソート ファッツェル社伝統のレシピで作られるミル
クチョコレートのタブレットです。パッケー
ジは全 4 種類です。

内容量：68g
ロット：20
6416453015678
401567 / 7000209

600 円
ムーミンミルクチョコレート 4 種アソート
FAZ170074

ムーミンママの大事なバッグに
入って新登場！



FINNISH TEA CATALOGUE
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自然の恵みをブレンド
北欧のほっこりティータイム

フォルスマンティー社は 1979 年の創立以来フィンランド国内外で親しまれてい

る、北ヨーロッパでもトップクラスの大きなお茶メーカーです。インド、スリラ

ンカ、中国、ベトナムなどの生産者から直接茶葉を買い付けることで新鮮な茶葉

の状態を保ち、厳格な品質検査を通過した茶葉のみを自社工場でブレンドしてい

ます。新鮮な茶葉と果物などをブレンドして作られる豊富なラインナップは定番

からオリジナルブレンドまで、本物の自然の豊かな味わいがぎゅっと詰め込まれ

ています。
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何年にもわたって生産者との強い関係性
を築いています。

Finnish Teahouse - フィンランドのお茶

Forsman Tea（フォルスマンティー）社は 1979 年に設立したフィンランドのお茶メーカーです。生

産者から直接仕入れた茶葉を使用し、フィンランドの首都ヘルシンキから北東へ約 30 分のヴァンター

という街にある自社の製茶工場で茶葉をブレンドしています。北欧の中でもトップクラスの大きな製

茶工場では、500 種類以上のハーブティーやブレンドティーを扱っています。

伝統的なアールグレイやチャイラテのほか、北欧やロシア

に分布している果実を使用したシーバックソーンティー

や、フィンランドで親しまれているリコリスを使用したリ

コリスティーなどのフィンランドらしいオリジナルブレン

ドも続々と開発されています。

"All our teas are hand blended with 
great passion and curiosity towards 
new tastes"

「私たちのお茶はすべてお茶への揺るぎない情熱と新しい味を追い求める好奇心を持って
手作業でブレンドされています」

生産者との繋がり - 新鮮な茶葉から生まれる高品質なお茶

フォルスマンティー社のお茶は、生産者から直接輸入した茶葉を使

用して作られています。インド、スリランカ、中国、ベトナムなど

から輸入した新鮮な茶葉を自社倉庫で保管することで、製品が常に

高品質な状態であるように管理されています。

"To ensure the 
high quality 
tea we import 
all our teas 
directly from the 
farmers"

「お茶の品質維持のため、私たちはすべて
の茶葉を農家から直接輸入しています」
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Production - お茶の品質管理

フォルスマンティー社のすべての製品は人の手によって検査、開発、管理、梱包され、消費者の手元

に届けられます。

ブレンドする前の「ベースティー」となる茶葉

は厳格な品質管理を行い、検査を通った茶葉の

みが製品になります。茶葉が入荷すると、フォ

ルスマンティー社独自の要件を満たさない茶葉

や、小さすぎる、または大きすぎる茶葉を取り

除きます。ブレンドする果実や花なども同様の

検査を行います。

茶葉が品質の検査を通過するとティーミキサー

に運ばれ、茶葉・果実・花などがブレンドされ

ます。そこに特別なアロマやオイルなどを加え

ると、豊かな香りと深い味わいが特徴のフォル

スマンティーのお茶が完成します。

特有の味わいはフォルスマンティー社が大切に

している部分であり、長く人々に愛されている

秘訣です。

完成した茶葉は梱包ラインに運ばれ、ティー

バッグや紙のパッケージにパッキングされま

す。ラインには必ず人が 2 人付き、常に製品の

状態を監視および制御しています。ティーバッ

グには環境に優しいバイオディグレーダブルピ

ラミッドティーバッグを使用しています。メッ

シュのバッグの中で茶葉が大きくふくらむ過程

もお楽しみください。
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サイコロ状のカレンダーボックスに色々なフ
レーバーのティーバッグティーが入っていま
す。希少な白茶や花が咲くお茶、クリスマス
らしい香りのお茶など 16 種類のお茶がぎゅっ
と詰まっています。ギフトにもおすすめです。

内容量：80g
ロット：6
6411020068064
7000490

4,000 円
アドベントカレンダー
ベア

FTE170001

サイコロ状のカレンダーボックスに色々なフ
レーバーのティーバッグティーが入っていま
す。希少な白茶や花が咲くお茶、クリスマス
らしい香りのお茶など 16 種類のお茶がぎゅっ
と詰まっています。ギフトにもおすすめです。

内容量：80g
ロット：6
6411020068071
7000491

4,000 円
アドベントカレンダー
スノーマン

FTE170002

トウヒの芽、オレンジ、緑茶をブレンドした
お茶です。一杯飲むと、雪に包まれたラップ
ランドの自然の中にいるような心地になりま
す。パッケージには北欧の妖精トントゥが描
かれています。

内容量：3g × 15
ロット：6
6411020008022
7000493

1,360 円
ティーバッグ
オレンジスプルースティー

FTE170003

黒セイロンティーをベースに、シナモンとリ
ンゴ、そしてアーモンドを加えています。な
めらかな味わいと美しいヘーゼルカラーが魅
力的なお茶です。

内容量：3g × 15
ロット：6
6411020008039
7000492

1,360 円
ティーバッグ
アーモンドウィンターティー

FTE170004

Christmas Tea

SOLD OUT

SOLD OUT
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甘いオレンジとホットなチリが身体を温めて
くれます。ノンカフェインなので、一日の終
わりにゆっくりと飲むのもおすすめです。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020008619
7000470

120 円
ティーバッグ
ルイボスオレンジティー

FTE170005

フレッシュなレモンとオレンジの甘さにジン
ジャーのアクセントが効いたすっきりとした
紅茶です。蜂蜜を足しても美味しいです。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020008626
7000471

120 円
ティーバッグ
ジンジャーレモンティー

FTE170006

朝の目覚めにぴったりのお茶です。カフェイ
ンを含むマテ茶をベースに、爽やかなミント
とパセリが香ります。一杯飲むとすっきりと
した気持ちに導いてくれます。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020008671
7000472

120 円
ティーバッグ
マテ・ミント・パセリティー

FTE170007

北欧のフレッシュなライトグリーンティーで
す。煎茶、イラクサ、レモンバーム、生姜の
ブレンドで、消化機能を助けてくれます。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020008756
7000473

120 円
ティーバッグ
ジンジャーネトルティー

FTE170008

伝統的な抹茶、栄養価の高いホワイトティー、
まろやかなバニラのブレンドが集中力を高め
てくれます。勉強のお供にぴったりです。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020008640
7000474

120 円
ティーバッグ
抹茶バニラティー

FTE170009

ベルガモットが香るアールグレイにジュニ
パーベリーとローズマリーのスパイスをブレ
ンドしています。ウッディな香りが楽しめま
す。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020008749
7000475

120 円
ティーバッグ
アールグレイジュニパベリーティー

FTE170010

フルーティーなノンカフェインティーです。
リフレッシュタイムにぴったりです。華やか
な香りをお楽しみください。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020008688
7000476

120 円
ティーバッグ
ローズヒップカモミールティー

FTE170011

Tea Bag

本物のバラの花びらが入った緑茶です。イチ
ゴの風味で香りづけされています。マリメッ
コのデザインを手掛けた経験を持つフィンラ
ンドの服飾デザイナー、ユッカ・リンタラが
パッケージデザインを手掛けています。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020028549
7000489

120 円
ティーバッグ
ラブオブローズティー

FTE170022

ツリーとしても使われるスプルース（トウヒ）
の芽とオレンジの組み合わせ。一杯飲めば、
雪に覆われた冬のラップランドの情景が目に
浮かびます。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020028020
7000488

120 円
ティーバッグ
オレンジスプルースティー

FTE170023

中国十大銘茶の一つに数えられる有名な緑茶、
信陽毛尖を使っています。深緑色の茶葉から
は抽出されるお茶は透き通った明るい色で、
香りが高くまろやかで濃厚な味わいです。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020027979
7000487

120 円
ティーバッグ
ピュアグリーンティー

FTE170024

フィンランド産のビルベリーを 30％配合。一
口飲むだけで、森に行ったときのベリー摘み
の思い出がよみがえります。ハイビスカスの
酸味とフルーティーな香りも一緒にお楽しみ
いただけます。ノンカフェイン。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020009401
7000458

120 円
ティーバッグ
ビルベリーハイビスカス

FTE170027

グリーンルイボスの爽やかな飲み口に、レモ
ンバーベナ、ラベンダー、カモミールなどを
プラス。ゆったり落ち着いた時間にぴったり
のハーブティーです。

内容量：2.5g
ロット：30
6411020000927
7000459

120 円
ティーバッグ
グリーンルイボス & ラベンダー

FTE170028
NEW NEW
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インドのニルギリ山脈のチャムラージ緑茶をベース
に、ライムレモンオイル、レモングラス、レモンピー
ルが入ったさわやかな紅茶です。

内容量：60g
ロット：6
6411020004307
7000504

1,000 円
リーフティー フェアトレードレモングリーンティー
FTE170013

白茶と緑茶をベースに、リンゴンベリーの酸味とやわら
かなバニラフレーバーをプラス。乾燥リンゴンベリーが
贅沢に入っています。

内容量：60g
ロット：6
6411020005403
7000503

1,000 円
リーフティー リンゴンベリーバニラ
ホワイトグリーンティー

FTE170014

絹のようななめらかなバニラと魅力的なイチゴを味わう
ことができます。バラの花びらが舞う見た目にも華やか
なお茶です。

内容量：60g
ロット：6
6411020004321
7000502

1,000 円
リーフティー フェアトレード
ストロベリーバニラティー

FTE170015

多くの抗酸化物質とビタミン C が含まれているシーバッ
クソーンの葉と実を贅沢に使用しています。ベリーとユ
リの花がアクセント！

内容量：60g
ロット：6
6411020005854
7000501

1,000 円
リーフティー シーバックソーンスペリオール
グリーンティー

FTE170016

酸化した赤いルイボスの風味を強く感じられます。ハイ
ビスカス、カモミール、ローズヒップ、タンポポ、リン
ゴが入っています。カフェインを含みません。

内容量：60g
ロット：6
6411020001290
7000500

1,000 円
リーフティー ヘトキグリーンルイボスティー
FTE170017

Loose Leaf Tea

内容量：2.5g × 10
ロット：12
6411020068996
セット内容：オレンジスプルースティー、シャンパンストロベリー、ピュアグリーンティー、
ジンジャーネトルティー、抹茶バニラティー
-

1,200 円
幸せの一杯 BOX
FTE170021

内容量：2.5g × 10
ロット：12
6411020069269
セット内容：ルイボスオレンジティー、ジンジャーレモンティー、マテ・ミント・パセリティー、
アールグレイジュニパベリーティー、ローズヒップカモミールティー
-

1,200 円
ILO ILO 一杯 BOX
FTE170025
NEW
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"We believes that the best tea taste comes only from 
the fresh tea leaves"

「美味しいお茶は新鮮な茶葉からのみ生まれます」



FINNISH CHIPS CATALOGUE
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MIKSI? NO SIPSI.
“ 食べればわかるよ、最高のチップスだって。”
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フィンランド産ポテトを使用した
サスティナブルなチップス

Oikia（オイキア）はフィンランドで唯一、フィンランド国産マークを付けるこ

とを許されている製菓メーカーです。ポテトチップスにはフィンランド産のポテ

トを 90％以上使用しています。パッケージには最新の印刷手法を採用し、印刷

にかかるエネルギー消費量や廃棄物を減らすことで環境への影響を軽減していま

す。またジャガイモの皮は家畜の飼料にまわし、油は木材チップを使用して温め

るなど、製造工程のすべてにおいて環境への配慮がなされています。

Kättely seis. 
Kaikki kädet kuuluvat 
sipsi-pusseihin.
“ 握手もいいけど、
  チップスの袋とのシェアハンドを
  断然おすすめするよ。”
＊フィンランドでは 12 月 6 日の独立記念日にフィンラン
ド大統領と大統領夫人がパーティーのゲスト約 2,000 人と
握手をする様子がテレビで放映されます。
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フィンランド産であることを
示すラベル。フィンランドの
国鳥オオハクチョウが描かれ
ています。

FROM FINLAND.
フィンランド産のじゃがいもを 90％使用

Oikia（オイキア）のチップスにはフィンランドの 5 大優良産地で採れたジャガイモが使用されていま

す。農作物はフィンランド・北ポフヤンマー県で作られ、寒地であるため病害虫もいないので無農薬

で育てられています。フィンランド国内では、白夜で育てられたジャガイモには独特のアロマがあり

美味しいと評判です。オイキアのチップスに使用されているジャガイモの生産者の名前がパッケージ

の裏面に記載されているのも特徴です。

また、オイキアの製品には「Hyvää Suomesta（フィンランド国産ラベル）」が

付けられています。フィンランド産の原材料を 75％以上使用し、製造から梱

包までをフィンランド国内で行っている製品にのみ付与されます。このラベル

はフィンランド人の 90％以上が認識しており、安全で高品質な食品を選ぶ基

準にもなっています。

オイキア製品のパッケージ裏には、原材料のジャガイモやオーツ麦を生産している農家の名前が明記されています。
「Miksi? No sipsi.（なぜかって？私たちが自信を持ってお届けするチップスだからだよ。）」

製品ごとに原材料の生産者の
氏名が明記されています。
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BEST (ECO) FRIEND
環境に優しいチップス

Sipsi on ihmisen paras ystävä. Kuka on sinun?
“ チップスは人類の最愛の友だちです。あなたの一番のチップス（つまり親友）もいますよ。”

オイキアのチップスは生産における廃棄物を極力減らし、原料の段階からパッケージまで環境に優し

い選択をしています。原料に使われるジャガイモは無農薬のものを使用し、自然への負荷と生態系へ

の影響を避けています。産業廃棄物となってしまうジャガイモの皮は家畜の飼料として使い、揚げ油

を温める燃料には木材チップを利用しています。フィンランドでは豊かな森を大切な資源として有効

活用しています。オイキアでも、原子力発電などの枯渇性エネルギーではなくもっと身近な自然のエ

ネルギーを使った、SDGs を視野に入れた製造プロセスを取り入れています。

パッケージの印刷には最新の EGP 印刷が使われています。EGP 印刷は少ないインクで多彩な色を再現

できる、サスティナブルなこれからの印刷様式です。パッケージに使用するインクの色数が減ること

でクリーニングや印刷にかかるエネルギー、労力、廃棄物を従来よりも減らすことが可能になります。

オイキア製品の 70％はグルテンフリー、ビーガン食品になります。チップスを揚げる際に使用されて

いる油は、ひまわり油やキャノーラ油などの植物油になります。

みんなに優しいチップス
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1 枚食べればすぐに恋に落ちて、1 つ、 2 つ、3 
つ…気が付けば一袋食べきってしまっている
はずです。

内容量：250g
ロット：16
6430013258060
1332

680 円
サワークリーム＆オニオン ポテトチップス
陽気なブリッタちゃん

OIK170006

誰にも信頼できる人っていますよね。ティモ
くんもそのひとりです。ジャガイモと植物油
と塩だけを使用したクラシックフレーバーで
す。

内容量：250g
ロット：16
6430013258510
1337

680 円
オリジナルソルト ポテトチップス
みんな大好きティモくん

OIK170010

ホクホク甘いキャラメリゼしたガーリックと
ピリッと辛いチリ味のチップスです。フィン
ランドはヘヴィメタルの国だったりします。

内容量：250g
ロット：16
6430013258718
1335

680 円
ブラックガーリック＆チリ ポテトチップス
闇夜のメロディーちゃん

OIK170011

誰にも信頼できる人っていますよね。ティモ
君もそのひとりです。ジャガイモと植物油と
塩だけを使用したクラシックフレーバーです。

内容量：100g
ロット：14
6430013258121
1150

380 円
オリジナルソルト ポテトチップス
みんな大好きティモくん

OIK170012

なだらかに広がる緑の丘、のんびりと草を食
む牛や羊、広い空…懐かしい田園風景に佇む
のはエレガントなあの子…。ビネガーが香る
まろやかな味わいです。

内容量：100g
ロット：14
6430013258183
1151

380 円
ソルト＆ビネガー ポテトチップス
魅惑のレディークレアさん

OIK170013

1 枚食べればすぐに恋に落ちて、1 つ、 2 つ、3 
つ…気が付けば一袋食べきってしまっている
はずです。

内容量：100g
ロット：14
6430013258152
1152

380 円
サワークリーム＆オニオン ポテトチップス
陽気なブリッタちゃん

OIK170014

PERUNA SIPSI
北フィンランドのポテトチップス
フィンランド産のジャガイモを 90％以上使用した、オイキアこだわりのポテトチップスです。世界一美味し

くて環境に優しいポテトチップスを目指して作られ、原材料、ポテトの厚み、固さ、カリカリ感、サイズ、フ

レーバー、パッケージまですべてにこだわりと情熱を持って作られています。無農薬で育てられたジャガイモ

はすべて産地が把握され、パッケージの裏に農家の名前が明記されています。白夜の国フィンランドで育った

濃厚でやみつきになるポテトチップスをぜひお試しください。

Pohjoissuomalainen

ポテトチップスは、100g とたっぷり大容量の 250g をご用意しています。パッケージにはそれぞれ個性を持っ

たポテトくん、ポテトちゃん、ポテトさんの絵が描かれ、オイキアのロゴの下にキャラクターの名前が書かれ

ています。描かれているポテトたちのストーリーも想い描きながら食べてみてくださいね。

スパイシーなマチルダさん！マスタード、ケ
チャップ、ピクルス、タマネギ、唐辛子…袋
の中はまるでバーベキュー会場！

内容量：250g
ロット：16
6430013258008
1333

680 円
スパイスミックス ポテトチップス
スパイシーなマチルダさん

OIK170007
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シーソルトで味付けされた定番のオーツチッ
プスです。お好みのソースにディップしても
おいしいです。ビーガン、グルテンフリー、
乳糖フリーです。「船が見えるぞ、O-HOI!」

内容量：150g
ロット：12
6430013257353
1705

600 円
シーソルト オーツチップ
OIK170002

グルテンフリーのオーツフレークとジャガイ
モで作られています。子どもも掴みやすく食
べやすいサイズのスナックです。

内容量：35g
ロット：6
6430013258244/ ○
1623

420 円
ムーミン オーツスナック
OIK170005

とうもろこし粉で作られたノンフライスナックです。
薄味のサクサクとしたコーンパフで、フィンランドの
赤ちゃんがよく手でにぎって食べています。

内容量：35g
ロット：6
6430013257001
1620

420 円
ムーミン コーンスナック
OIK170015

とうもろこし粉で作られたノンフライスナックです。
薄味のサクサクとしたコーンパフで、フィンランドの
赤ちゃんがよく手でにぎって食べています。

内容量：35g
ロット：6
6430013257025
1621

420 円
ムーミン ストロベリーコーンスナック
OIK170016

OATIS
オーツチップス
オイキアが自信を持ってお届けする、オーツ麦とジャガイモで作ったカリカ

リの薄いオーツチップスです。ポテトチップスに比べて油脂分が 43％少なく、

食物繊維も豊富です。フィンランド産のグルテンフリー全粒オーツ麦粉また

はフィンランド産のグルテンフリー有機オーツ麦フレーク * を主原料に用い、

フィンランド産ポテトフレーク、フィンランド産マッシュポテトを混ぜてひ

まわり油、キャノーラ油などをの植物油でカラッと揚げています。

* 有機オーツ麦フレーク：ヨーロッパにおける規格になります。

MOOMIN
ムーミン スナック
子ども用のスナックです。サクサク

のスナックは子どもにとって掴みや

す い 大 き さ で、 口 の 中 に 入 れ る と

スッと溶けていきます。油で揚げず

に、オーブンで焼き上げています。

歯が生えてくるときや歯茎がかゆい

時期などにもおすすめです。グルテ

ンフリー、乳製品フリー、塩・砂糖

が無添加です。

サクサクッ
シュワ～と
溶けていきます。



MIKSI? 
NO SIPSI.
“ おすすめの理由？
  「最高のチップス」だからだよ。”



NO廃棄物！ 100％自然エネルギー
Tehdas on ympäristön ystävä.（工場は環境の友だち！）

炭素排出量の削減
HIILITONNIA SÄÄSTETTY

 32 165
年間消費する電力相当量
電気自動車 が58台

廃棄物を飼料として
地元の農家に寄付

2 000

風力発電 太陽光発電 ゼロウェイスト

TONNIA REHUA

▲「工場は環境の友だち」マーク

フィンランドのクラフトドリンク

Pure Finland
LOVE.FRIEND.CRAFTMANSHIP
Laitilan（ライティラン）は、フィンランド国内で4番目に大きな
醸造所です。1995 年に養鶏で有名なライティラの町にあった
ファッツェル社の工場跡地でソフトドリンクの製造を始めました。
太陽光エネルギーを使用するなど環境に関する配慮が認めら
れ、国際環境 NGOグリーンピースによりフィンランドでもっと
も環境に優しい醸造所として認定されました。
フィンランドの水、フィンランドの麦芽、フィンラ
ンドの砂糖…国産にこだわったフィンランド
生まれのピュアなドリンクを是非お試し
ください！

工場で使用する電気を太陽エネルギーと風力発電でまかない、廃棄して
しまう原材料のカスは家畜の飼料に、パッケージにはできる限りリサイ
クルできる素材を、燃料チップには地域でとれる木材を利用するなど、
環境に対して責任を持った製造プロセスに取り組んでいます。環境保護
のためペットボトルは利用しません。

Kippis!



内容量：330ml
ロット：24
6418654005403

ホップスパークリングウォーター
KUK180007

内容量：330ml
ロット：24
6418654002075

レモンソーダ
KUK180006

柑橘系の香りが特徴のアメリカンシトラホッ
プを加えた爽やかなスパークリングウォータ
ーです。砂糖、人工甘味料、グルテン、保存
剤は含まれていません。ゼロカロリーです。

1995年創業と同時に生まれたレモネードのレ
シピを元にして作られたレモンソーダです。
余計なものは使わないピュアなソーダは、シ
ュワッと乾いた喉を潤してくれます。ノスタ
ルジックな味わいがあの頃を思い出させてく
れるでしょう。防腐剤不使用です。

Soft Drink

BEER

グルテンフリー

100％風力で醸造

＜グルテンフリー国際基準＞
グルテン含有量20pmm未満

Kukko（クッコ＝フィンランド語で「雄鶏」の意）ビールは、大麦麦芽を
100％使用したグルテンフリーのクラフトビールです。1998 年から醸造が始ま
り、2002 年には缶ビールが登場、2005 年に「世界ではじめてグルテンフリー
製品の国際商標を取得したフルモルトビールブランド」になりました。

内容量：330ml
ロット：24
JAN：6418654011879

Kukkoビール ピルス
KUK180008

ライティランの最初の缶ビールであり、世界で一番最初
に誕生したグルテンフリーのビール。真っ白な泡が楽し
める黄金色のフルモルトビールは、モルトとフレッシュ
ホップが調和したコクのある味わいです。ピルスは様々な
ビールコンテストで賞を受賞しています。

ABV
5.5％

ABV
5.5％

ABV
5.0％

ABV
8.5％

ABV
4.7％

モルト感
ホップアロマ度

ボディ
フルーティー度

甘味
苦み

内容量：330ml
ロット：24
JAN：6418654005397

Kukkoビール IPA
KUK180002

ホップを多く使用した、上面発酵のフルモルトビールで
す。アメリカンホップを贅沢に使用、ドライホッピング製
法によりビールに豊かなフローラルホップの香りを与え
ます。モルトなボディと、カシスの葉とフレッシュなシトラ
スの香りも感じられる伝統的な英国式のインディアペー
ルエールの典型です。

モルト感
ホップアロマ度

ボディ
フルーティー度

甘味
苦み

内容量：330ml
ロット：24
JAN：6418654001603

Kukkoビール ラガー
KUK180003

ペールラガータイプのフルモルトビールです。醸造工程
ででん粉を使用していませんが、フィンランドの肥沃な
畑で栽培された大麦を100％使用することでビールに
穀物の風味を与えています。普通のラガーよりもホップ
が多くスッキリとしていて、刈り立ての草の香りがします。
コクのある味わいです。

モルト感
ホップアロマ度

ボディ
フルーティー度

甘味
苦み

内容量：330ml
ロット：24
JAN：6418654005052

Kukkoビール ヘレス
KUK180004

やわらかく風味豊かな、ろ過されたペールラガーです。
伝統的なピルスナーよりも未発酵の糖分が豊富で、蜂
蜜とビスケットのような甘くフルーティーな香りです。
フィンランドの淡いモルトとドイツのホップ（Magnum
種とPerle種）を使用しています。

内容量：330ml
ロット：24
JAN：6418654003447

Kukkoビール トゥイマ
KUK180005

240円 240円

420円 420円 420円

420円 420円

琥珀色の赤が特徴的な下面発酵ビールです。やわらか
くモルトでありながら力強い味わいが楽しめます。リッ
チなハーブとトフィーのような甘い香り、そしてフレッ
シュで爽やかなホップが調和した完璧な味わいで、
ビール愛好家にも愛されています。

モルト感
ホップアロマ度

ボディ
フルーティー度

甘味
苦み

モルト感
ホップアロマ度

ボディ
フルーティー度

甘味
苦み

202304



PASTA BRAND & PRODUCT CATALOGUE
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『食を楽しむことは、人生を楽しむこと』
美しく楽しく美味しいパスタ

見た目も華やかでもっちりとした噛み応えが特徴のパスタは、オリーブが美味し

いことでも有名な南イタリア・プーリア州バーリ県ジョイア・デル・コッレ（喜

びの丘）で作られています。厳選した硬質小麦のセモリナ粉を使用し、伝統手法

と最新の技術を掛け合わせてユニークで上質なパスタを生み出しています。パス

タ大国のイタリアでも、最も美しく、楽しく、美味しいパスタと評判です。

Pastificio Del Colle 社のパスタは、広大な土地で育まれた、豊かな自然の恵みを

愛するイタリア・プーリア州の人々からの贈り物です。自然を愛し、育て、食を

楽しみ、そしてそこから溢れる「喜び」を、ぜひあなたも受け取ってください。



カラー
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イタリアでも人気のパスタ

先代 Vito Nettis が描かれたパッケージ

Pasticio Del Colle 社は、広大な土地と、そこで育まれた豊かな農

作物が有名な南イタリア・プーリア州バーリ県ジョイア・デル・

コッレ（喜びの丘）に 1920 年に設立しました。イタリア国内で

も最も美しく、楽しく、美味しいパスタを作ると評判で、厳選し

た素材と、伝統手法に最新技術を組み合わせたパスタを作ってい

ます。現在は創業者の孫の Vito Nettis（ヴィト・ネティス）が事

業を受け継ぎ、Nettis 家の家族の味を伝承しています。

Pastificio Del Colle
パスティフィーチョ・デル・コッレ社

カラフルで見た目にも楽しく、味も美味しい Pasticio Del Colle 社のパスタはイタリア国内でも高い評価を得ています。トマトやクリームなどのどん

なソースとも相性が良く、もっちりとした食感はサラダにもぴったりです。



バラエティに富んだパスタ

カラー
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先代 Vito Nettis が描かれたパッケージ

Pasticio Del Colle 社のパスタには、伝統的なものと少し

変わったユニークな形のものがあります。ソースが絡み

やすいパスタに仕上がるブロンズダイスを使用したもの

や、職人の手によって表情豊かな形に仕上げられるハン

ドメイドパスタなど豊富なバリエーションから、シーン

に合わせたパスタをお選びいただけます。

Pasticio Del Colle 社のパスタは、原料に硬質小麦のセモリナ粉を使用し、仕込むパスタの形や色に

よって水の配合率を調整しながら、天然色素も一緒に練りこんで作られています。

乾燥工程は、硬質小麦の風味を維持するために低温（38 度）で時間をかけて行います。パスタの形

によって乾燥時間を変え、水分含有量が 12.5％以下になるまでゆっくりと乾燥させます。手間はか

かりますが、この工程のおかげで、もっちりとした食べ応えのあるパスタに仕上がります。

Varietà

←  ブロンズダイス（型）を使用することでパスタの表面にザラつきができ、ソースと

の絡みが良くなります。

パスタのカラフルな色はすべて天然色素を使用しています。茹でても色はそのまま綺麗に出るので、

パーティー料理やお弁当の彩りにもぴったりです。素材自体の味はしないので、どんなお料理にも

ソースにも合います。瓶に入れたりして飾るだけでも楽しくなるパスタです。

Colore

みどり

ほうれん草

オレンジ

パプリカ

きいろ

ウコン

ピンク

ビーツ

あお

スピルリナ

ブラック

イカ墨

Produzione
パスタが生まれるまで
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もちっとした食感のカラフルなちょ
うちょ型パスタです。カラーには天
然色素を使用しています。

内容量：70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615192843

500 円
パスタ 虹の蝶
SFS170003

も ち っ と し た 食 感 の パ ス タ で す。
ハート、流れ星、木の形のパスタが
入っています。カラーには天然色素
を使用しています。

内容量：70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615192867

500 円
パスタ ミックス
SFS170004

もちっとした食感のカラフルなちょ
うちょ型パスタです。ストライプが
食卓に映えます！カラーには天然色
素を使用しています。

内容量：70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615192829

600 円
パスタ ストライプ蝶
SFS170001

もちっとした食感のカラフルなアル
ファベット型パスタです。スープや
サラダなどにぴったりです。カラー
には天然色素を使用しています。

内容量：90g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615192836

500 円
パスタ アルファベット
SFS170002

職人の技で仕上げているハンドメイドパスタです。パスタケースに入れて飾っ
ても可愛いです。カラーには天然色素を使用しています。

内容量：100g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615192850

1,000 円
ツイストパスタ
SFS170005

500 円
リボンボックス
SFS170018 500 円

リボンボックス
SFS170019 600 円

リボンボックス
SFS170017 500 円

リボンボックス
SFS170013

もちっとした食感のカラフルなちょ
うちょ型パスタです。カラーには天
然色素を使用しています。

内容量：70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615195578

パスタ 虹の蝶
も ち っ と し た 食 感 の パ ス タ で す。
ハート、流れ星、木の形のパスタが
入っています。カラーには天然色素
を使用しています。

内容量：70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615195585

パスタ ミックス
もちっとした食感のカラフルなちょ
うちょ型パスタです。ストライプが
食卓に映えます！カラーには天然色
素を使用しています。

内容量：70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615195561

パスタ ストライプ蝶
もちっとした食感のカラフルな流れ
星型のパスタです。サラダやスープ
にキラリと混ぜてどうぞ！カラーに
は天然色素を使用しています。

内容量：70g
賞味期限：540 日
ロット：6
8964030002095

パスタ 流れ星

ギ

フト
にお

すすめ！

リ

ボン
型のボックス

Nettis Family Pasta
ネティス・ファミリーパスタ

オリジナルパッケージも、形に
よって小ロットから承ります。
ご希望のお客様は、担当営業まで
お気軽にご相談ください。

オリジナル制作



7

Terre Francescane
テッレ・フランチェスカーネ社のオリーブオイル

丁寧に手摘みで収穫されたオリーブ
を使用したオリーブオイルです。イ
タリア産のオリーブのみを厳選して
使用しています。

内容量：12ml
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615197077
PET ケース付

250 円
エクストラバージンオイル
SFS170023

レモンフレーバーのオイルです。イ
タリア産のオリーブのみを使用して
コールドプレスしたエクストラバー
ジンオリーブオイルをベースにして
います。

内容量：12ml
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198302
PET ケース付

280 円
オリーブオイル ミニボトル
SFS170035

レモン
ガーリックフレーバーのオイルで
す。イタリア産のオリーブのみを使
用してコールドプレスしたエクスト
ラバージンオリーブオイルをベース
にしています。

内容量：12ml
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198319
PET ケース付

280 円
オリーブオイル ミニボトル
SFS170036

ガーリック
チリフレーバーのオイルです。イタ
リア産のオリーブのみを使用して
コールドプレスしたエクストラバー
ジンオリーブオイルをベースにして
います。

内容量：12ml
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198326
PET ケース付

280 円
オリーブオイル ミニボトル
SFS170037

チリ
ローズマリーフレーバーのオイルで
す。イタリア産のオリーブのみを使
用してコールドプレスしたエクスト
ラバージンオリーブオイルをベース
にしています。

内容量：12ml
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198333
PET ケース付

280 円
オリーブオイル ミニボトル
SFS170038

ローズマリー

Terre Francescane 社のエクストラバージンオイルは、イタリ

ア・ウンブリア州産の最高品質の有機栽培オリーブから作られ

ています。使用するオリーブは腕利きのオイルテイスティング

マスターであるティツィアーノ・スカカローニによって厳選さ

れ、Instituto Mediterraneo di Certificazione（食品品質保証機関）

によって有機的な環境に優しい食品として認定されています。

オイルは、美しいエメラルドグリーン色で、成熟したオリーブ

の強い香りとわずかにアーモンドを思わせる後味があります。

野菜、ブルスケッタ、スープ、肉料理のドレッシングに最適です。

丁寧に手摘みで収穫されたオリーブ
を使用したオリーブオイルです。イ
タリア産のオリーブのみを厳選して
使用しています。

内容量：250ml
賞味期限：540 日
ロット：6
8026277002983

1,600 円
エクストラバージンオイル
SFS170034

パスタにぴったり
最高品質のオリーブオイル

ミニボトル

人気のフレーバーオイルをセットにしました。贈り物にもおす
すめです。

内容量：12ml × 3 本
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198272
フレーバー：チリ、レモン、ガーリック

850 円
オリーブオイル フレーバーオイル 3 本セット
SFS170031

人気のフレーバーオイルをセットにしました。贈り物にもおす
すめです。

内容量：12ml × 3 本
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198289
フレーバー：チリ、エクストラバージンオイル、ガーリック

800 円
オリーブオイル ペペロンチーノセット
SFS170032

人気のフレーバーオイルをセットにしました。贈り物にもおす
すめです。

内容量：12ml × 3 本
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198296
フレーバー：レモン、エクストラバージンオイル、ローズマリー

800 円
オリーブオイル レモン＆ローズマリーセット
SFS170033

Terre Francescane 社
のオリーブオイルは、ミシュ
ラン星付きレストランや高
級食材店、百貨店、ホテル、
エアラインのアッパークラ
スで扱われ、イタリアの料理
番組の公式オイルに採用さ
れています。
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Regalo
ギフトセット

内容量：エクストラバージンオイル 250ml、
　　　　タリオーニパスタ 250g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615197046

3,200 円
エクストラバージンオイル＋タリオリーニパスタ
SFS170020

内容量：エクストラバージンオイル 250ml、
　　　　ストライプ蝶パスタ 70g、リガトーニ 70g、
　　　　虹の蝶パスタ 70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198258

3,200 円
エクストラバージンオイル＋ショートパスタ 3 種セット
SFS170029

内容量：エクストラバージンオイル 12ml、
　　　　フレーバーオイル（レモン、ガーリック、チリ、ロー
　　　　ズマリー） 各 12ml、ストライプ蝶パスタ 70g、
　　　　ペンネ 70g、パスタミックス 70g
賞味期限：540 日
ロット：6
4937615198265

3,000 円
ミニフレーバーオイル 5 種＋ショートパスタ 3 種セット
SFS170030

イタリア生まれのパスタとオリーブオイルをセットにしました。ギフトの組み合わせやボックスは

用途によって変更可能です。パスタの組み合わせは、p6 の商品一覧の中からお選びいただけます

ので、ご希望の際は担当営業までご相談ください。

ソースとよく絡み、のどごしが良い平打ちパスタ、

タリオリーニパスタと、有機栽培のオリーブを使

用したエクストラバージンオイルのセット

料理好きの人に

見た目にも華やかなショートパスタと、有機栽培

のオリーブを使用したエクストラバージンオイル

のセット

お祝いの贈り物に

見た目にも華やかなショートパスタと、人気のフ

レーバーオイル 5 種のセット

お世話になっている人に
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食を楽しむことは、人生を楽しむこと
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