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There are also many snacks with history in all the countries so that a Japanese 
confection may be traditional.After we visited the site and realized the climate and 
history actually by c.f.c. Japan, I'm looking for particular luxury goods from all over 
the world using the five senses and am introducing only the one in which I had a 
confidence to Japanese everybody.It's our daily delight to keep building a close 
partnership with an overseas food manufacturer, not ordinary buying and offering 
everybody a certain food safely. The overseas Partner and others and hand from 
which history, a language and culture are different are taken each other and many 
luxury goods which aren't seen yet are found at the site, and we're thinking we'd like 
to introduce the taste and the food texture Japanese senses for the first time as well 
as something liked to Japanese every day.

IMPORTED
FOOD

CATALOG

最新情報はホームページをご覧ください>>



Imported Food Collection

世界中から集めた
こだわりの嗜好品を。

日本の和菓子に伝統があるように世界各国にも歴史をもったお菓子が沢山あります。
シーエフシージャパンでは、実際に私たちが現地を訪れ、風土や歴史を肌で感じた上で、自分たちの五感を使って、こだわりの嗜好品を世界
中から探し、自信を持ったものだけを日本のみなさまへご紹介しております。
ただの買付けではなく、海外の食品メーカーとの親密なパートナーシップを築き、安全で確かな食品をみなさまにご提供し続けていくことが私
たちの日々の喜びです。現地では歴史、言語、文化の違う海外のパートナーたちと手を取り合って、まだ見ぬ多くの嗜好品を見つけ出し、日本
人に好まれるものだけでなく、日本人が初めて体感する味や食感などもご紹介していきたいと、私たちは日々考えています。

日本人に好まれるものだけでなく、
初めて体感する味や食感なども
ご紹介していきたいと、私たちは日々考えています。

有機食品のJAS規格に適合した生産（禁止された農薬や化学肥料を使用しない、有機飼料を与える、食品添加物の使用を控えるなど）が行われていることを登録認定機
関が検査し、その結果、農林水産大臣に認定された事業者のみが農林物資（農作物・畜産物・加工食品など）の製品に貼ることができるマークです。

❶アップルオレンジ
　キャロット

内容量：250ml　入数：8
8001060028821　410円

❷アップルストロベリー
　バナナ

内容量：250ml　入数：8
8001060028845　410円

❸アップルセロリ

内容量：250ml　入数：8
8001060028814　410円

❹アップルガーキン
　レタス

内容量：250ml　入数：8
8001060028838　410円

フェアトレード・オーガニックコーヒー
思わず手にとりたくなるような、目を引くパッケージデザインのエシカルビーンコーヒーの有機コーヒー（グライン
ド）5種カナダ・バンクーバーで熟練職人によってローストされたコーヒー豆は、どれもが世界中から厳選された
フェアトレード有機豆を使用しています。

内容量：227g　入数：6
841631227011
1800円

❹エシカルビーン
　コーヒー
　クラシック

内容量：227g　入数：6
841631227035
1800円

❸エシカルビーン
　コーヒー
　ラッシュ

内容量：227g　入数：6
841631227059
1800円

❺エシカルビーン
　コーヒー
　デカフェ

内容量：227g　入数：6
841631027505　
1800円

❷エシカルビーン
　コーヒー
　スーパーダーク

単　品 ： 54×54×155（mm）、415g
ケース ： 130×240×160（mm）、3.3kg
賞味期間 ： 18ヶ月

商品規格❶～❺

原産国 イタリア

サクライタリア
Sacla Italia

※掲載商品は税抜価格です。 ※実際の商品と、パッケージや色、仕様などが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※梱包サイズはパッケージを伸ばした状態で、厚みは空気が入った状態での平均的なサイズを表記しております。

エシカルビーン
コーヒー
Ethicalbean Coffee

原産国 カナダ 単　品 ： 83×67×215（mm）、247g
ケース ： 260×140×230（mm）、1.62kg

商品規格
❶～❺

賞味期間
12ヶ月フェアトレード商品　エシカルコーヒーをご購入頂く事で貴方も国際協力が出来ます。

ワインの生産地としても有名なイタリア北西部アスティ地方に拠点を構えるサクラ・イタリア。
原材料に使用されている果物や野菜の素材本来の味を活かしたやさしい味、なめらかな
口当たりのオーガニックジュースです

コーヒー好きには定番中
の定番：上品な酸味が際
立つミディアムロースト

飲み終わりにココアのよ
うな風味を感じさせる衝
撃的なダークロースト

果実、燻製、土などの芳
醇な味わい

99.9％カフェインレスにも関
わらず、チョコレートのような
風味も感じられ、エスプレッソ
のようなパンチも効いている

内容量：227g　入数：6
841631227028　
1800円

❶エシカルビーン
　コーヒー
　ボールド
エッジが効いた感じもあ
る一方、スムースな飲み
口で、深炒り過ぎないダ
ークロースト

　環境への配慮
100％カーボンニュートラルな施設：植物由来の原料を燃
料に使用することで、炭酸ガスが放出されても大気中の
炭酸ガス濃度は常に一定に保たれます。このシステム導
入により、エネルギー消費量と温室効果ガス排出量を
80％までに抑えています。

　  オーガニック
エシカルビーンコーヒーはオーガニック認定を受けた有機
コーヒー豆だけを扱っています。コーヒー農家と環境へ
の配慮のためです。

　 フェアトレード
エシカルビーンコーヒーは公正・公平なパートナーシップこ
そがビジネスを持続する唯一の手立てだと考えているの
で、フェアトレードの有機コーヒー豆だけを扱います。
コーヒー農家が生産したコーヒー豆に対して適性価格
を支払い、農家の経営持続・生活をサポートするのです。

　   地域貢献
エシカルビーンコーヒーは創業以来、ローカル及び国際
的に子供、教育、芸術に焦点を当て、地域社会へ働きか
けることを重要視しています。エシカルビーンコーヒーの
収益の一部は毎年、非営利団体であるChildAid 
Project Somosに寄付されています。また、その他の地
元団体への支援も行っています。



軽くサクサクの食感。ケールやヒヨコマメをはじめとする厳選された原材料には、
たんぱく質、食物繊維、ビタミン、抗酸化物質、オメガ3が含まれています。

❶ケールクリスプ
　シーソルト＆
　クラックドペッパー

内容量：85g　入数：12
855694005134　630円

❷ケールクリスプ
　バーベキュー
内容量：85g　入数：12
855694005141　630円

❸ケールクリスプ
　スリラッチャ
内容量：85g　入数：12
855694005158　630円

スーパーイーツ
Super Eats

マーリッチ
Marich

ナチュラルネクター
Natural Nectar

❶オーガニック
　ケールチップス
　オリジナル

❶オーララ
　ブラックトリュフ＆
　オリーブオイル

❷オーララ
　ホワイトトリュフ＆
　パルメザン

黒トリュフパウダー＆トリュフオイル、オリ
ーブオイルでトリュフの風味をしっかりと
感じられるブラックバージョン

内容量：141g　入数：9　
817252011100　920円

白トリュフパウダー＆トリュフオイル、パ
ルメザンチーズで濃厚な味わいに仕上
げたホワイトバージョンプレミアムな原材料で、シーズニング・

ケルトタイプの厚切りポテトチップス。 内容量：141g　入数：9　
817252011834　920円

内容量：57g　入数：12　
829739000637　780円

❷オーガニック
　ケールチップス
　ゼスティーナチョ

内容量：57g　入数：12　
829739000323　780円

❸オーガニック
　ケールチップス
　ボンベイカレー

内容量：57g　入数：12　
829739000538　780円

❹チョコレート
　エスプレッソ
　ビーンズ
イタリア産エスプレッ
ソビーンズを上質なダ
ークチョコレートを贅沢
に使ってコーティング。

内容量：50g
入数：12×2　
797817029521
400円

❶ミルクチョコ
　キャラメル
　ポップコーン
キャラメルポップコー
ンをさらにミルクチョ
コレートでコーティン
グ。

内容量：50g
入数：12×2　
797817025455
400円

❷ダークチョコ
　シーソルト
　キャラメル
塩味の効いたダーク
チョコレートで、濃厚な
キャラメルをコーティ
ング。

内容量：60g
入数：12×2　
797817027800
400円

❸ダークチョコ
　シーソルト
　カシュー
新鮮なローストカシュ
ーをダークチョコレート
でコーティング。ほのか
な塩味がアクセント。

内容量：65g
入数：12×2　
797817028043
400円

❺ナチュラル
　チョコレート
　ブルーベリー
ドライブルーベリーを、ダークチ
ョコレート、フルーティーなブルー
ベリーホワイトチョコレートの2層
のチョコレートでコーティング。

内容量：60g
入数：12×2　
797817029583
400円

リズムスーパーフーズ
Rythm Super Foods

ケールに含まれる酵素や栄養をできるだけ破壊しないよう、エアークリスプ＆低
温加熱製法で作られています。大地の恵みから採れたものだけで作られた体
にも安心の商品です。

単　品 ： 170×70×215（mm）、73.5g
ケース ： 380×255×205（mm）、1.2kg
賞味期間 ： 9ヶ月

商品規格❶～❸原産国

メキシコ

単　品 ： 178×60×230（mm）、92g
ケース ： 310×465×215（mm）、1.6kg
賞味期間 ： 12ヶ月

商品規格❶～❸原産国

アメリカ

単　品 ： 60×26×95（mm）、62g
ケース  ： 260×190×165（mm）、1.81kg
ボール ： 66.6×241×152（mm）、900g
賞味期間：12ヶ月

商品規格❷原産国

アメリカ

単　品 ： 60×26×95（mm）、53g
ケース  ： 260×190×165（mm）、1.54kg
ボール ： 66.6×241×152（mm）、770g
賞味期間：9ヶ月

商品規格❶

単　品 ： 203×76×330（mm）、144.58g／ケース ： 521×267×280（mm）、1.36kg 賞味期間9ヶ月原産国 アメリカ 商品規格❶❷

単　品 ： 60×26×95（mm）、68g
ケース  ： 260×190×165（mm）、1.95kg
ボール ： 66.6×241×152（mm）、970g
賞味期間：12ヶ月

商品規格❸
単　品 ： 60×26×95（mm）、53g
ケース  ： 260×190×165（mm）、1.54kg
ボール ： 66.6×241×152（mm）、770g
賞味期間：15ヶ月

商品規格❹
単　品 ： 60×26×95（mm）、63g
ケース  ： 260×190×165（mm）、1.81kg
ボール ： 66.6×241×152（mm）、900g
賞味期間：12ヶ月

商品規格❺

1931年から続く、歴史あるナチュラルチーズのメーカー
1931年から続く歴史あるナチュラルチーズのメーカー。原材料や製法にこだわって作っ
たオールナチュラルのチーズを使用。ざくっとした食感がたまらない、グルテンフリー、ロー
カーボ、たんぱく質豊富なヘルシースナックです。

ソノマ
クリーマリー

Sonoma Creamery

❶ミスター・
　チーズ・オーズ
　パルメザン
本物のパルメザンチーズ
とキヌアをはじめとする穀
類を組み合わせた定番フ
レーバー。

内容量：28.3g　入数：18
023278011011　480円

内容量：28.3g　入数：18
023278011042　480円

内容量：28.3g　入数：18
023278011059　480円

内容量：28.3g　入数：18
023278011035　480円

❷ミスター・
　チーズ・オーズ
　チェダー
本物のチェダーチーズと
キヌアをはじめとする穀
類を組み合わせた定番フ
レーバー。

❸ミスター・
　チーズ・オーズ
　フレンチオニオン
本物のパルメザンチーズ
をベースに、複数のチーズ
やガーリック、ハーブを組
み合わせました。

❹ミスター・
　チーズ・オーズ
　スウィートチリ
本物のパルメザンチーズ
をベースに、複数のチーズ
やチリペッパーで辛味をつ
け、少し甘みも残しました。

商品規格❶～❹　単　品 ： 108×57×184（mm）、32g／ケース ： 203×305×203（mm）、0.71kg　賞味期間　9ヶ月原産国 アメリカ

コーシャー

ポップコーンマシーン老舗メーカー
世界でポップコーンマシーンを初めて開発したクレターズが、自社のマシーンで作った
オリジナルポップコーン。キャラメルそのものを食べているようなキャラメルポップコーン
や口どけの良いチーズポップコーンなど3種類を展開。

イタリア語で“パリパリとした一口”という意味をもつクロッカンティーニは、
その名の通り、しっかりした食感が特徴のクラッカーです。

❶ミニクロッカンティーニ オリジナル
内容量：170g　入数：12　659000406048　630円

❹ミニクロッカンティーニ 全粒粉
内容量：170g　入数：12　659000406086　630円

❸ミニクロッカンティーニ ブラックペッパー
内容量：170g　入数：12　659000406031　630円

❷ミニクロッカンティーニ ローズマリー
内容量：170g　入数：12　659000406000　630円

単　品 ： 170×60×290（mm）、156g
ケース ： 275×510×260（mm）、2.3kg
賞味期間 ： 10ヶ月

❶アボカドオイル
　ポテトチップス
　シーソルト
ポテト本来の味にアボカドオイルの風味をお楽
しみいただけるプレーンタイプの塩味です。

内容量：141.7g　入数：12
755355008309　480円

❷アボカドオイル
　ポテトチップス 
　ライムランチ
さっぱりとしたライムの香りを
お楽しみください。

内容量：141.7g　入数：12
755355008101　480円

❺オリーブオイル
　ポテトチップス 
　クラックドペッパー
砕いた黒コショウがピリッと効いた
ペッパー味です。

内容量：141.7g　入数：12
755355101024　460円

❻オリーブオイル
　ポテトチップス 
　ガーリック
ガーリックがしっかりと効いた
癖になる味です。

内容量：141.7g　入数：12
755355101031　460円

❸オリーブオイル
　ポテトチップス 
　シーソルト＆ビネガー
定番のシーソルトに、酸味を加えた
フレーバーです。

内容量：141.7g　入数：12
755355101055　460円

❹オリーブオイル
　ポテトチップス 
　プレーン（シーソルト）

❽ベジーストロー ❾ベジースティックス❼ベジーチップス

ポテト本来の旨みが味わえる
塩味タイプです。

内容量：141.7g　入数：12
755355101000　460円

内容量：191.4g　入数：10
755355005155　580円

内容量：191.4g　入数：10
755355003113　580円

内容量：191.4g　入数：10
755355005117　580円

内容量：227g
入数：12
732494000500
630円

内容量：184g
入数：12
732494000609
630円

内容量：213g
入数：12
732494000524
630円

❶キャラメル
　ポップコーン

❷チーズ
　ポップコーン

❸シカゴ
　クラシック

商品規格❸～❻

単　品 ： 170×60×290（mm）、156g
ケース ： 275×510×260（mm）、2.3kg
賞味期間 ： 9ヶ月

商品規格❶、❷

単　品 ： 227×50×340（mm）、200g
ケース ： 505×375×273（mm）、2.8kg
賞味期間 ： 6ヶ月

商品規格❼～❾

原産国 アメリカ

原産国 アメリカ

原産国 アメリカ 単　品 ： 160×70×330（mm）、240g
ケース ： 340×324×295（mm）、3.3kg

商品規格
❶

単　品 ： 235×105×370（mm）、200g
ケース ： 400×570×305（mm）、3.1kg

商品規格
❷

単　品 ： 210×75×360（mm）、235g
ケース ： 443×350×305（mm）、3.4kg

商品規格
❸

単　品 ： 130×250×50（mm）、209g
ケース ： 380×255×195（mm）、2.8kg

商品規格
❶～❹

グッドヘルス
Good Health

ラ・パンツァネーラ
La Panzanella

G.H.クレターズ
G.H cretors

“グッドヘルス”はオレイン酸を豊富に含んだオリーブオイル、アボカドオイルを揚げ油として100％使用した、ヘルシーな
ポテトチップスなどのナチュラルフーズを提供しています。ポテトチップスと一緒に良質な油を摂取してください。

単　品 ： 140×118×46（mm）、114g
ケース ： 292×244×159（mm）、1.51kg

商品規格
❺～❼

賞味期間
8ヶ月

賞味期間
12ヶ月

※掲載商品は税抜価格です。 ※実際の商品と、パッケージや色、仕様などが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※梱包サイズはパッケージを伸ばした状態で、厚みは空気が入った状態での平均的なサイズを表記しております。

内容量：85g　入数：12
659000403047　430円

内容量：85g　入数：12
659000403009　430円

❺ミニクロッカンティーニ
　オリジナル
　＜ハーフサイズ＞

❻ミニクロッカンティーニ
　ローズマリー
　＜ハーフサイズ＞

内容量：85g　入数：12
659000403085　430円

❼ミニクロッカンティーニ
　全粒粉
　＜ハーフサイズ＞

賞味期間
9ヶ月

賞味期間
9ヶ月

賞味期間
9ヶ月

コーシャー
コーシャー（kosher）食品と
はユダヤ教の厳格な食の
戒律です。より安全で、より
高品質であると言う高い評
価を得ています。

コーシャー

コーシャー

スポット スポット スポット



ニッキーズのクッキーは全てオールナチュラル「コーシャー食品」です。
体にやさしい本物のおいしさが味わえる逸品です。アイテム毎にこだわ
りのレシピで感動を覚える驚きのおいしさです。

❶ナッツナッツ
　チリライムリーフ
内容量：50g　入数：8×4
893205002074　360円

❶ミルク
　チョコレート45％

内容量：75g　入数：12
071818724501　600円

❷セミスウィート
　チョコレート64％

内容量：75g　入数：12
071818726406　600円

❸ビタースウィート
　チョコレート72％

内容量：75g　入数：12
071818727205　600円

❹ビタースウィート
　チョコレート85％

内容量：75g　入数：12
071818728509　600円

❺ダーク
　チョコレート91％

内容量：75g　入数：12
071818729100　600円

❻ココアルージュ（ノンシュガー）
内容量：227g　入数：6
071818750005　1,500円

❼グランドカカオ（スウィート）
内容量：284g　入数：6
071818753006　1,500円

❽フェアトレード
　オーガニック
　38％ベーキング
　ウエハース

内容量：340g　入数：8
071818738003　オープン価格

❾フェアトレード・オーガニック 66％ベーキングウエハース
内容量：340g　入数：8　071818766006　オープン価格

10フェアトレード・オーガニック 74％ベーキングウエハース
内容量：340g　入数：8　071818774001　オープン価格

❷ナッツナッツ
　ハニーセサミ
内容量：50g　入数：8×4
893205002067　360円

❸ナッツナッツ
　スウィート＆ソルト
内容量：50g　入数：8×4
893205002050　360円

❹ナッツナッツ
　ライトソルト
内容量：50g　入数：8×4
893205002081　360円

内容量：23.25g　入数：24×2
047233005020　180円

❼メイヤーレモン
　ショートブレッドクッキー
　スナックパック 2枚入

内容量：23.25g　入数：24×2
047233005013　180円

❻キーライム
　ショートブレッドクッキー
　スナックパック 2枚入

❶キーライム 
　ショートブレッド
　クッキー〈BOX〉 9枚入
天然のキーライムを搾ったオイ
ルとこだわりのバターの風味。

内容量：161.59g　入数：12
047233002012　600円

❷メイヤーレモン 
　ショートブレッド
　クッキー〈BOX〉 9枚入
天然のメイヤーレモンを搾ったオイ
ルとたっぷりバターの風味。

内容量：161.59g　入数：12
047233002029　600円

こだわりバターをたっぷり使った
シナモンショートブレッド。

内容量：161.59g　入数：12
047233002043　600円

上質なピーカンナッツを生地に
練り込んだショートブレッド。

内容量：161.59g　入数：12
047233002036　600円

❸スニッカードゥードゥル
　ショートブレッド
　クッキー〈BOX〉 9枚入

❹ピーカン
　ショートブレッド
　クッキー〈BOX〉 9枚入

❺クランベリー
　オレンジ クッキー
     〈BOX〉 9枚入
ドライクランベリーとオレ
ンジ風味、ナッツたっぷり
のソフトクッキー。

内容量：170.1g　入数：12
047233661349　700円

内容量：23.25g　入数：12×2
047233004344　180円

❽スニッカードゥードゥル
　ショートブレッドクッキー 
　スナックパック 2枚入

C.F.C.オリジナル
ヨーロピアンチーズトリオ

内容量：90g　入数：12×3
4582107090482
オープン価格

内容量：90g　入数：12×3
4582107090468
オープン価格

チーズマルシェ（黒）

単　品 ： 235×135×30（mm）、114g　ケース ： 370×250×150（mm）、1.62kg 賞味期間：60日 （チルド商品）

フランス イタリア オーストラリア

原料チーズ原産国

アイルランドフランス イタリア

原料チーズ原産国

ココミラ
Cocomira

ナッツ+ナッツ
Nuts + Nuts

デュハイム
Duhaime

ダイヤモンド
ベーカリー

Diamond Bakery

ギタード
チョコレートカンパニー

Guittard Cholate Company

ニッキーズクッキー
Nikki’s Cookies

単　品 ： 76×60×212（mm）、200g
ケース ： 187×228×317（mm）、2.7kg
賞味期間 ： 9ヶ月

商品規格❶～❹
単　品 ： 76×60×212（mm）、208.5g
ケース ： 187×228×317（mm）、2.8kg
賞味期間 ： 11ヶ月

商品規格❺
単　品 ： 86×108×29（mm）、28g
ケース ： 400×241×120（mm）、2.26kg
ボール ： 190×228×100（mm）、764g

商品規格❻、❼
単　品 ： 165×25×68（mm）、33g
ケース ： 285×120×323（mm）、1.81kg
ボール ： 160×280×90（mm）、500g

商品規格❽
原産国 アメリカ

原産国 アメリカ 単　品 ： 120×70×185（mm）、225g
ケース ： 405×268×225（mm）、3.1kg

商品規格
❶、❷

賞味期間
12ヶ月

❷メイプル
　クランチ
メイプルシロップ入りキャラメルバタート
フィー ＋ ベルギーミルクチョコ ＋ ピー
カン、アーモンド ＋ メイプルシュガー

内容量：105g
入数：12
185442000068
980円

❸ピスタチオ
　クランチ
キャラメルバタートフィー 
＋ベルギーダークチョコ 
＋ ピスタチオ

内容量：105g
入数：12
185442000211
980円

❹ピーナッツバター
　クランチ
トフィ＋ミルクチョコレート
＋ローストピーナッツ

内容量：105g
入数：12
185442000525
980円

“最高の素材から最高の味を”それがココミラの哲学です
キャラメルバターをベルギー産最高級チョコでコーティング。その絶妙なバランスと口溶けの良さにたっぷりの
ナッツをトッピングした感動のおいしさ。「至福の波」がお口いっぱいに広がります。

単　品 ： 95×55×127（mm）、130g／ケース ： 101×254×300（mm）、1.81kg商品規格❶～❹ 賞味期間 ： 10ヶ月原産国 カナダ

ハレイワ
Haleiwa

メネフネ
Menehune

カートを押した女の子がトレードマーク

温めたマフィンやクッキー、
オレンジムースの上にかける
のがおすすめ！

温めたソースをバニラアイスや
生クリームを添えたフルーツ
サラダにかけるのがおすすめ！

温めたソースをバナナケーキや
生クリームを添えたフルーツ
サラダにかけるのがおすすめ！

温めたソースをバナナ
ブレッドやレーズンパンに
かけるのがおすすめ！

内容量：172g　入数：6
763026004154　　　
1,200円

❶オレンジ＆
　カルダモン

内容量：172g　入数：6
763026001153
1,200円

❷ストロベリー＆
　キウイ

内容量：172g　入数：6
763026002150　　　
1,200円

❸バナナ＆
　バーボンバニラ

内容量：172g　入数：6
763026005151　　　
1,200円

❹イチジク＆
　ポートワイン

濃厚で香り高いピュアダークチョコレートに、新鮮なフルーツ、カナダ特産のメープルシロップを加えて作り上げた、風味豊かなチョコレ
ートスプレッドです。自家農園の濃縮アップルジュースで優しい甘みを生み出し、ココナッツミルクでなめらかな口当たりになるように仕
上げたこだわりぬいた一品です。砂糖、人工甘味料、香料、保存料や着色料は使用していません。特別な美味しさを感じてください。

フルーツのスペシャリストが開発した自信作

※掲載商品は税抜価格です。 ※実際の商品と、パッケージや色、仕様などが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※梱包サイズはパッケージを伸ばした状態で、厚みは空気が入った状態での平均的なサイズを表記しております。

内容量：85g
入数：21
070597230227
580円

❶ハレイワクッキー
　チョコチップ
　マカダミアナッツ
　クッキー

❸メネフネ
　ココナッツクッキー

内容量：85g　入数：21
070597120009　580円

内容量：85g
入数：21
070597230258
580円

❷ハレイワクッキー
　マカダミアナッツ
　クッキー

カートを押した女の子のTシャツでも
うすっかりお馴染み。Ｔシャツ・エコバ
ッグが大人気のハレイワブランドをパ
ッケージにしたこだわりのアイテム！

単　品 ： 85×63×195（mm）、102g
ケース ： 160×453×305（mm）、2.6kg商品規格❶～❸原産国 アメリカ

内容量：179g
入数：12
4958906550111
460円

❶グラハム
　クラッカー 
　プレーン(4枚×６袋）

内容量：179g
入数：12
4958906550128
460円

❷グラハム
　クラッカー 
　シナモン(4枚×６袋）

小麦粉にグラハム粉（全粒粉）を混ぜて作られたクラッカーです。ビタミンや食物繊維
が豊富に含まれているのでヘルシーで、そのまま食べてもOK。またチーズケーキや
タルトの台にはかかせないクラッカーです！！

収穫から最終工程まですべてハンドメイド。
市販のスパイスは使用せず、受け継いだグ
ランマのレシピが特別なおいしさの秘訣。

ギタード社は､サンフランシスコのベイエリアで1868
年からBean to Barの高級チョコレートを製造し､
菓子作りのプロフェッショナルに愛されています｡

90年以上の歴史を持つハワイの老舗メーカー

CFC
チーズセレクション

C.F.C Cheeze Collection

粒ぞろいのカシューナッツがぎっしり

※グラハム粉とは小麦の
皮や胚芽を除去しない全
粒のまま製粉した粉で独特
の香ばしさと旨みがある小
麦粉のことです。ビタミンや
必須アミノ酸・食物繊維が
豊富に含まれています。

オールナチュラルだから、体にやさしい本物の味

単　品 ： 114×114×30（mm）、52g
ケース ： 243×223×240（mm）、1.72kg
ボール ： 110×240×115（mm）、421g

商品規格
❶～❹

賞味期間：18ヶ月

原産国

インドネシア

❶ヘーゼルナッツ
　クランチ

内容量：105g
入数：12
185442000020
980円

キャラメルバタートフィー
＋ ベルギーミルクチョコ
＋ ヘーゼルナッツ、アーモンド

賞味期間 ： 12ヶ月

賞味期間
9ヶ月

賞味期間
9ヶ月

単　品 ： 95×60×70（mm）、400g／ケース ： 200×200×80（mm）、2.4kg商品規格❶～❹原産国 カナダ 賞味期間：15ヶ月

※コーシャー（kosher）食品とはユダヤ教の厳格な食の戒律です。
より安全で、より高品質であると言う高い評価を得ています。

イーストショアー
East Shore

❷ハニーウィート
　プレッツェル
小麦粉とハチミツをしっかり練り込
んで焼き上げたプレッツェル。

内容量：57g　入数：36　
733397079020
270円

❶ディッピング
　プレッツェル
太くてシンプルなのでディップには
最適なプレッツェル。

内容量：57g　入数：36　
733397075022
270円

❸ケイジャン
　プレッツェル
カナダの伝統的なケイジャン・スパ
イスで味つけしたプレッツェル。

甘酸っぱい風味の特徴を持
つカカオの実で作った、わり
とダークな風味のミルクチョ
コレート。

一瞬、フルーツタルトやチェリ
ーを感じさせ、フローラルな香
りが最後まで続く、香りが華や
かなチョコレート。

かなり甘さを抑えた濃厚なダークチョ
コレートは香ばしいココナッツの風味
を感じます。

微かに感じるチェリーの風味とタンニ
ンの後味が印象的なチョコレート。

レッドフルーツやナッツなど、幾重に
も重なる複雑で上品な風味を出すた
めに、複数種のカカオ豆をブレンド。

内容量：57g　入数：36　
733397072021
270円

マスタードメーカーが開発したこだわりのプレッツェル
素材にこだわったナチュラルなプレッツェル。品質の良さが味とともに伝わります。

単　品 ： 100×55×130（mm）、61g
ケース ： 285×455×175（mm）、2.65kg

商品規格❶～❸

原産国 アメリカ

賞味期間：7ヶ月

原産国 アメリカ

単　品 ： 75×155×9（mm）、93g
ボール ： 77×160×118（mm）、1.171kg
ケース ： 245×265×170（mm）、7.1kg

商品規格❶

賞味期間：18ヶ月

単　品 ： 80×80×128（mm）、284g
ケース ： 240×165×140（mm）、1.8kg

商品規格❻

賞味期間：18ヶ月

単　品 ： 80×80×128（mm）、347g
ケース ： 240×165×140（mm）、2.179kg

商品規格❼

賞味期間：18ヶ月

❽ ❾

単　品 ： 123×195×69（mm）、360g
ケース ： 263×247×146（mm）、2.92kg

商品規格❽～10

賞味期間：❽❾18ヶ月　1024ヶ月

単　品 ： 75×155×9（mm）、93g
ボール ： 77×160×118（mm）、1.171kg
ケース ： 245×265×170（mm）、7.1kg

商品規格❷～❺

賞味期間：24ヶ月

※写真はイメージです。

コーシャー

❻
❼
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※掲載商品は税抜価格です。 ※実際の商品と、パッケージや色、仕様などが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※梱包サイズはパッケージを伸ばした状態で、厚みは空気が入った状態での平均的なサイズを表記しております。

ライオンコーヒー
Lion Coffee

日本でしか
味わえない

CFCのオリジナル
商品です

ＣＦＣ
オリジナル

C.F.C.
Original

クラシック・
ロースト

Classic
Roast

日本限定
アイテム

C.F.C. 

ORIGINAL
 

日本限定
アイテム

C.F.C. 

ORIGINAL
 

日本限定
アイテム

C.F.C. 

ORIGINAL
 

12オリジナル
　ライオンコーヒー
さらっとした口当たりにリッチ
な後味。ライオンコーヒー誕
生当時のローストを再現。

内容量：198g　入数：15
079975150591
オープン価格

❾バニラ
　キャラメル
バニラの香りに、今人
気のキャラメルフレーバ
ーをドッキング。

内容量：198g　入数：15
604866286075
オープン価格

10モカラテ
モカベースにフレッシュ
クリームの香りが心を
癒してくれます。

内容量：198g　入数：15
604866286273
オープン価格

11プレミアム
　チョコマカダミア
レギュラーのチョコマカダ
ミアよりリッチでコクがある
日本限定バージョンです。

内容量：198g　入数：15
079975150928
オープン価格

13ライオン
　ゴールド
ライトローストなのにとびきり
の香ばしさ。ライオンコーヒ
ーが誇る特別ブレンドです。

内容量：198g　入数：15
079975150010
オープン価格

14プレミアム
　ゴールド
やわらかな口当たりのハワ
イ産コナをブレンド。自然に
甘いメローな後味をどうぞ。

内容量：198g　入数：15
079975110632
オープン価格

❹ライオン
　マカダミア
マカダミアナッツのか
すかな風味をプラスし
たまろやかなコーヒー。

内容量：198g　入数：15
079975150508　
オープン価格

❺トーステッド
　ココナッツ
サクサクッとしたココナ
ッツパイのような甘い香
ばしさが効いているコー
ヒー。

内容量：198g　入数：15
079975150478
オープン価格

❻ヘーゼルナッツ
ヘーゼルナッツの香り
高い独特のブレンドコー
ヒーです。

内容量：198g　入数：15
079975150584
オープン価格

内容量：49g　入数：44
079975180031
オープン価格

❽チョコ
　マカダミア＜ミニ＞

内容量：49g　入数：44
079975180017　
オープン価格

❼バニラ
　マカダミア＜ミニ＞

ライオンコーヒーは140年以上の古い伝統を持ち、真のコーヒーを作る事を世紀
に渡って続けてきたことで、成長・前進を続けハワイで絶大な支持を受けていま
す。ハワイみやげとしても大変ポピュラーになっています。 選ばれたコーヒー豆だ
けを使用し、念入りにブレンド・焙煎する「ファンシーロースト」で高級グルメコーヒ
ーとして定評があるライオンコーヒーは、ハワイのリーダーとして幅広く多様性に
富んだコーヒーを提供しています。日本限定フレイバーもあり様々なフレイバーを
楽しめるのもライオンコーヒーの特徴です。

コーヒーと共にハワイのフレーバーをお届けします

※厚生労働省より認可されている
　正規輸入商品です。

単　品 ： 110×80×320（mm）、700g
ケース ： 425×325×320（mm）、8kg

商品規格❶

単　品 ： 80×55×215（mm）、220g
ケース ： 280×270×220（mm）、3.5kg

商品規格❷～❻、❾～14

単　品 ： 60×35×160（mm）、60g
ケース ： 393×255×175（mm）、2.9kg

商品規格❼、❽

原産国 アメリカ

賞味期間：12ヶ月

原産国 アメリカ

単　品 ： 65×95×215（mm）、250g
ケース ： 270×345×245（mm）、4kg

商品規格❶～❹

賞味期間：12ヶ月賞味期間：12ヶ月

賞味期間：12ヶ月

パラダイス
フレーバー
コーヒー

Paradise
Flavor
Coffee

Seasonal

❷バニラ
　マカダミア
バニラ風味の中にもは
っきりとしたコーヒーの
香ばしさが伝わります。
（アイスにも最適）

内容量：198g　入数：15
079975150317
オープン価格

❸チョコ
　マカダミア
深みのあるコーヒーの香
りに甘味を抑えたチョコ
とマカダミアが程よくマ
ッチ。（アイスにも最適）

内容量：198g　入数：15
079975150102
オープン価格

❶バニラマカダミア
　徳用サイズ
バニラ風味の中にもはっき
りとしたコーヒーの香ばしさ
が伝わります。（アイスにも
最適）

内容量：680g　入数：10
079975320840
オープン価格

❶アンチオキシダントリッチ
　オリジナル

18ライオンミニ＆
　ドリップフィルターセット
　バニラマカダミア

19ライオンミニ＆
　ドリップフィルターセット
　チョコマカダミア

20ライオンミニ＆
　ドリップフィルターセット
　トーステッドココナッツ

内容量：227g　入数：15
079975288041
1,700円

15サクラ

内容量：198g
入数：15
079975287761
オープン価格

16ストロベリー
　ホワイト
　チョコレート

内容量：198g
入数：15
604866286372
オープン価格

17カフェド
　マロン

内容量：198g
入数：15
604866286266
オープン価格

内容量：49g/5枚　入数：15
4958906550470
500円

内容量：49g/5枚　入数：15
4958906550487
500円

内容量：49g/5枚　入数：15
4958906550494
500円

マグカップセット
バニラマカダミア（ミニ） 4958906550524　オープン価格

マグカップセット
チョコマカダミア（ミニ）

4958906550531　オープン価格

マグカップセット
トーステッドココナッツ（ミニ）

4958906550548　オープン価格

❷アンチオキシダントリッチ
　バニラマカダミア
　（フレバータイプ）

内容量：227g　入数：15
079975288010
1,700円

❸アンチオキシダントリッチ
　ココナッツ
　（フレバータイプ）

内容量：227g　入数：15
079975288027
1,700円

❹アンチオキシダントリッチ
　フレンチロースト

内容量：227g　入数：15
079975288034
1,700円

ライオン独自の製法により、注目のコーヒーチェリーから抽出された
ポリフェノールを含んだ100％ナチュラルな話題の新商品！！

LION COFFE Antioxidant Rich
ライオンコーヒー　アンチオキシダントリッチ

シーズナル

セット商品

《セット内容》

21

22

23

SET

単　品 ： 80×55×215（mm）、220g
ケース ： 280×270×220（mm）、3.5kg

商品規格15～17

原産国 アメリカ

賞味期間：12ヶ月

単　品 ： 133×170×35（mm）、78g
ケース ： 180×480×200（mm）、1.4kg

商品規格18～20

賞味期間：12ヶ月



アガベやキナ樹液など、こだわりの原材料を使用した本格派トニックウォーターの
Qトニックをはじめ、ジンジャエール、コーラ、ジンジャービアーの４種を揃えました。

ニューヨークのラグジュアリードリンク

100年以上の歴史を誇るフェンティマンス。全アイテムに天然ジンジャーエキスが入った清涼飲料です。イギリス生まれの本物の味。
ジンジャーの効果は食欲増進、消炎沈静作用、殺菌、風邪の予防、体を温める作用もあり、血液の流れが良くなります。

100年以上の歴史を誇るフェンティマンス

内容量：275ml  
入数：24  
5029396222334 
370円

❷ジンジャー
　ビアー
体に良いジンジャーが
ピリッと効いた爽快な
テイスト。

内容量：275ml  
入数：24
5029396222341 
370円

❸ビクトリアン
　レモネード
レモン果汁が14％入
って、すっきりとリフレ
ッシュ。大人のレモネ
ード。

内容量：275ml  
入数：24
5029396738576
370円

❹ローズ
　レモネード
醗酵ショウガエキスを
ベースにレモンの酸
味とローズの香りをお
楽しみください。

内容量：275ml  
入数：24 
5029396322782 
370円

❶キュリオスティー
　コーラ

内容量：355ml  
入数：24
07831504 
オープン

❶ドクター
　ペッパー

内容量：355ml  
入数：12×2  
07895308 
オープン

❷ドクター
　ペッパー
　チェリー

内容量：355ml  
入数：12×2  
07818707 
オープン

❸A&W
　ルートビア

内容量：355ml  
入数：12×2  
07826405 
オープン

❹A&W
　クリームソーダ

内容量：355ml  
入数：12×2   
07803802 
オープン

❺セブンアップ

ノスタルジックな優し
い味。コーラにジンジ
ャースパイスが効いて
いて、後味さっぱり。

内容量：250ml
入数：12×2
8527750031020
230円

❶エコス
　ピュアココナッツ
　ウォーター

内容量：198ml
入数：24
851694003675
240円

❶Qトニック
　ウォーター

内容量：198ml
入数：24
851694003712
240円

❹Qコーラ

内容量：198ml
入数：24
851694003699
240円

❷Qジンジャー
　エール

内容量：198ml
入数：24
851694003682
240円

❸Qジンジャー
　ビアー

内容量：1000ml
入数：12
8527750032256
580円

❷エコス
　ピュアココナッツ
　ウォーター 1L

ボイラン
Boylan

エコス
Ecos

Q

フェンティマンス
Fentimans

缶ドリンク
Can Drink

内容量：355ml
入数：24
760712160019
350円

❶ボイラン
　ケイン
　コーラ

内容量：355ml
入数：24
760712040014
350円

❷ボイラン
　ブラック
　チェリー

内容量：355ml
入数：24
760712570016
350円

❹ボイラン
　シャーリー
　テンプル

内容量：355ml
入数：24
760712050013　
350円

❸ボイラン
　ジンジャー
　エール

商品規格❶
単　品 ： 55×50×130（mm）、269g
ケース ： 340×210×145ｍｍ、7ｋｇ
ボール：170×210×145ｍｍ、3.5ｋｇ

商品規格❷
単　品 ： 70×70×260（mm）、1100g
ケース ： 235×270×280（mm）、13.2kg

原産国 アメリカ 単品 ： 111×111×183（mm）、395g
ケース ： 340×229×184（mm）、10kg

賞味期間：2年

商品規格❶～❹
単　品 ： 65×65×195（mm）、580g
ケース ： 280×410×205（mm）、14.66kg

賞味期間：18ヶ月

商品規格❶～❺ 賞味期間：12ヶ月

賞味期間：15ヶ月

原産国 アメリカ

原産国

原産国

アメリカ

タイの中でも特に良質なココナッツの生産地とし
て有名な地域から採れたヤングココナッツ（生
息後平均6ヶ月）だけを使用。成熟したココナッ
ツに比べて低カロリーで、フレッシュな味わい。
カリウムを豊富に含み、スポーツやエクササイズ
で失われたミネラル補給にも最適な天然のス
ポーツドリンクです。 タイ

コーシャー

※シーズナル商品の為、パッケージが変更となる可能性がございます。※価格についてはお問い合わせください。

内容量：16.72g
入数：24×2
047233004689

❶ジンジャー
　ブレッドボーイ
　スナックパック

内容量：23g
入数：24×2
047233004528

❶ハロウィン
　スナックパック

内容量：20.4g
入数：24×2
047233001862

❶ヒッピティ
　ホップクッキー
　スナックパック

内容量：63.79g
入数：12
047233001848

❷ヒッピティ
　ホップクッキー
　ギフトボックス

内容量：31.75g
入数：18
047233661516

❸バニーシュガー
　クッキーボックス

内容量：38.6g
入数：12
047233003125

内容量：154.79g
入数：6
047233003101

内容量：144.58g
入数：12
047233004511

❷ハロウィン
　ボックス

内容量：37.8g
入数：24×2
047233773257

❷ジンジャー
　ブレッドボーイ
　シングル

内容量：113g
入数：18
733397077026

10シュガー＆
　スパイス

内容量：113g
入数：12
733397037013

11シュガー＆
　スパイス
　ギフトボックス

内容量：25.5g
入数：32
047233444294

❷レディバグ
　ラズベリー

内容量：117g　入数：12　031044362908

❺プリンセスコレクション9粒

内容量：25.5g
入数：32
047233005068

❸レディバグ
　ミント

内容量：19.84g
入数：20×2
047233661257

❻ナッツクラッカー
　グリーン

内容量：19.84g
入数：20×2
047233661264

❼ナッツクラッカー
　レッド

内容量：21.5g　入数：24×2
047233004702

❽ペパーミント
　スノーマン
　スナックパック

内容量：161.59g
入数：12
047233004696

❾ペパーミント
　スノーマンボックス

内容量：16.72g
入数：18
047233004658

❸ジンジャーブレッド
　スモールコテージ 内容量：170g　入数：6

047233004634

❹ジンジャーブレッド
　ラージコテージ

内容量：125g
入数：12
047233004726

❺ジンジャーブレッド
　ギフトボックス

季節限定の商品

◆フレーバー◆　アールグレイティー、シーソルトキャラメ
ル、ラベンダー、抹茶、プラリネ、ストロベリー、イングリッシ
ュキャラメル、ジャンドゥーヤ、ローストピーナッツ

内容量：65g　入数：12　031044362502

❹プリンセスコレクション5粒

◆フレーバー◆　アールグレイティー、シーソ
ルトキャラメル、ラベンダー、抹茶、プラリネ

内容量：32g
入数：30
047233003316

❶チョコレート
　バレンタインハート

Seasonal Products

❹スモール
　バタフライ
　スニッカードゥートゥル
　ギフトボックス

❺ラージ
　バタフライ
　スニッカードゥートゥル
　ギフトボックス

原産国

アメリカ

商品規格❷
単　品 ： 215×85×50（mm）、189g
ケース ： 361×228×228（mm）、3.1kg
賞味期間：10ヶ月

商品規格❶
単　品 ： 86×108×29（mm）、28g
ケース ： 400×241×120（mm）、2.26kg
ボール ： 165×215×90（mm）、520g
賞味期間：10ヶ月

原産国

アメリカ

商品規格❶
単　品 ： 70×100×20（mm）、21.4g
ケース ： 400×241×120（mm）、1.81kg
ボール ： 190×228×101（mm）、598.2g
賞味期間：12ヶ月

商品規格❷
単　品 ： 152×82×15（mm）、47.4g
ケース ： 323×292×171（mm）、3.25kg
ボール ： 279×158×91（mm）、1.16kg
賞味期間：12ヶ月

商品規格❸
単　品 ： 57×50×82（mm）、27.9g
ケース ： 323×190×101（mm）、900g
賞味期間：12ヶ月

商品規格❹
単　品 ： 114×101×149（mm）、215.6g
ケース ： 317×241×165（mm）、1.81kg
賞味期間：12ヶ月

商品規格❺
単　品 ： 215×85×50（mm）、170g
ケース ： 361×228×228（mm）、2.87kg
賞味期間：12ヶ月

商品規格❻、❼
単　品 ： 158×57×12（mm）、25.8g
ケース ： 247×165×139（mm）、1.75kg
ボール ： 152×120×114（mm）、566g
賞味期間：12ヶ月

商品規格❽
単　品 ： 70×100×20（mm）、26.8g
ケース ： 400×241×120（mm）、2.26kg
ボール ： 190×228×101（mm）、709.8g
賞味期間：12ヶ月

商品規格❾
単　品 ： 215×85×50（mm）、206.5g
ケース ： 361×228×228（mm）、3.31g
賞味期間：12ヶ月

商品規格10
単　品 ： 124×61×195（mm）、121.5g
ケース ： 124×195×61（mm）、2.58kg
賞味期間：7ヶ月

商品規格11
単　品 ： 114×114×76（mm）、150g
ケース ： 265×360×170（mm）、2kg
賞味期間：7ヶ月

原産国 アメリカ

商品規格❶
単　品 ： 102×76×25（mm）、76g
ケース ： 241×210×140（mm）、1.36kg
賞味期間：10ヶ月

商品規格❷、❸
単　品 ： 102×70×22（mm）、35.16g
ケース ： 241×210×140（mm）、1.36kg
賞味期間：12ヶ月

商品規格❹
単　品 ： 54×217×26（mm）、105g
ケース ： 190×285×205（mm）、1.5kg
賞味期間：12ヶ月

商品規格❺
単　品 ： 183×183×25（mm）、180g
ケース ： 305×229×178（mm）、2.65kg
賞味期間：12ヶ月

原産国

アメリカ

商品規格❶
単　品 ： 86×108×29（mm）、25g
ケース ： 400×241×120（mm）、2.12kg
ボール ： 100×190×228（mm）、670g
賞味期間：9ヶ月

商品規格❷
単　品 ： 80×115×115（mm）、200g
ケース ： 381×266×139（mm）、1.36kg
賞味期間：9ヶ月

商品規格❸
単　品 ： 92×100×32（mm）、49g
ケース ： 215×300×120（mm）、1.3kg
賞味期間：9ヶ月

商品規格❹
単　品 ： 55×72×70（mm）、55g
ケース ： 247×165×139（mm）、900g
賞味期間：9ヶ月

商品規格❺
単　品 ： 80×115×115（mm）、200g
ケース ： 381×266×139（mm）、1.36kg
賞味期間：9ヶ月

Seasonal Products

単　品 ：65×65×125（mm）、374g
ケース ：270×400×125（mm）、9.0kg
ボール：130×400×125（ｍｍ）、4.5kg

商品規格❶～❹

原産国 アメリカ 単　品 ： 60×60×230（mm）、510g
ケース ： 270×400×200（mm）、12.9kg

賞味期間：2年商品規格❶～❹

栓抜きがいらない
ツイストキャップです。

栓抜きがいらない
ツイストキャップです。


