
アンチオキシダントリッチ
ココナッツ

1,700円 　079975288027
内容量
単　品
ケース

227g／入数：15
95×65×215（mm）、250g
340×270×250（mm）、4kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

アンチオキシダントリッチ
フレンチロースト

1,700円 　079975288034
内容量
単　品
ケース

227g／入数：15
95×65×215（mm）、250g
340×270×250（mm）、4kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

アンチオキシダントリッチ
オリジナルロースト

1,700円 　079975288041
内容量
単　品
ケース

227g／入数：15
95×65×215（mm）、250g
340×270×250（mm）、4kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

《コナ100％》
24karat
WHOLE BEAN（豆）

3,800円 　079975140363
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

《コナ100％》
24karat
AUTO DRIP（挽き）

3,800円 　079975150362
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

アンチオキシダントリッチ
バニラマカダミア

1,700円 　079975288010
内容量
単　品
ケース

227g／入数：15
95×65×215（mm）、250g
340×270×250（mm）、4kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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
る事を一世紀以上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。 厳選さ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、幅広く多様性に富んだコーヒーを提供
しています。日本限定フレーバーもあり、様 な々フレーバーを楽しめる
のもライオンコーヒーの特徴です。

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シリーズです。

LION COFFE Antioxidant Rich

ノン
フレーバー

ノン
フレーバー

ノン
フレーバー

ノン
フレーバー

100%
KONA

Feel Hawaii!
C.F.C Hawaiian Collection

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。 03



 - 季節限定の商品 -SEASONAL

バニラマカダミア

500円
4958906550470

チョコマカダミア

500円
4958906550487

トーステッドココナッツ

500円
4958906550494

内容量　49g／入数：15　　単品　133×35×170（mm）、78g
ケース　480×180×200（mm）、1.4kg　賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

バニラマカダミア

1,500円 　079975150317
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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）

ライオンコーヒー
フィルター（5枚入り）

120円 
4958906550500

内容量
単　品

入数：5枚
100×4×150（mm）、11g

ライオンマカダミア

1,500円 　079975150508
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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。

チョコマカダミア

1,500円 　079975150102
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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）

プレミアムチョコマカダミア

1,500円 　079975150928
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

レギュラーのチョコマカダミアよりリッチ
でコクがあるコーヒー。

オリジナルライオンコーヒー

1,500円 　079975150591
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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。

プレミアム チョコマカダミア
（コナ10％入り）

1,650円 　079975201873
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

プレミアム ヘーゼルナッツ
（コナ10％入り）

1,650円 　079975201897
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

プレミアム バニラマカダミア
（コナ10％入り）

1,650円 　079975201866
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ライオンゴールド

1,500円 　079975150010
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ライトローストなのにとびきりの香ばしさ。
ライオンコーヒーの誇る特別ブレンドです。

プレミアムゴールド（コナ10％入り）

1,650円 　079975110632
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

やわらかな口当たりのハワイ産コナを10%ブ
レンド。自然に甘いメローな後味をどうぞ。

トーステッドココナッツ

1,500円 　079975150478
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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。

バニラキャラメル

1,500円 　604866286075
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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。

ヘーゼルナッツ

1,500円 　079975150584
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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。

サクラ

1,500円 　079975287761
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

コーヒーの香りと共に春の訪れを感じるサ
クラフレーバー。春の限定フレーバーです。

ストロベリー
ホワイト
チョコレート

1,500円 　604866286372
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

甘酸っぱいストロベリーの香りと甘いチョ
コレートの香りがマッチしています。

デカフェ ヘーゼルナッツ

1,700円 　079975201828
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

デカフェ バニラマカダミア

1,700円 　079975201811
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

カフェド
マロン

1,500円 　604866286266
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ローストされた栗の甘く香ばしい香りが口
の中に広がります。秋冬の限定フレーバー。

チョコマカダミア（ミニ）
370円 　079975180031

バニラマカダミア（ミニ）
370円 　079975180017

モカラテ

1,500円 　604866286273
内容量
単　品
ケース

198g／入数：15
80×55×215（mm）、220g
340×270×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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。

ノン
フレーバー

ノン
フレーバー

ノン
フレーバー

トーステッドココナッツ（ミニ）
370円 　079975180048
内容量
単　品
ケース

49g／入数：22
60×35×160（mm）、60g
320×227×151（mm）、1.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

スイスウォーター
プロセスで
カフェインを
除去しました。

ライオンミニ＆ドリップフィルターセット

BIG
サイズバニラマカダミア

（徳用サイズ）

4,150円 　079975320840
内容量
単　品
ケース

680g／入数：10
110×80×320（mm）、700g
425×325×320（mm）、8kg

賞味期間 ： 12ヶ月
原産国：アメリカ

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。04 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 05



100年の歴史を持つハワイの老舗メーカー。小麦粉にグラハム粉（全粒
粉）を混ぜて作られた、評判の高いグラハムクラッカーやショートブレッドな
ど、多彩なアイテムを取り揃えています。

※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。

グラハムクラッカー プレーン
4958906550111

グラハムクラッカー プレーン
（バルク）
4958906550173

グラハムクラッカー シナモン
4958906550128

460円 
内容量
単　品
ケース

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。

179g／入数：12
120×70×185（mm）、225g
410×250×215（mm）、3.1kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

内容量
単　品
ケース

113g／入数：12
148×50×104（mm）、120g
320×320×125（mm）、1.7kg

賞味期間 ： 8ヶ月　原産国：アメリカ

オープン価格

内容量
ケース

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

29g×66／入数：1
235×235×150（mm）、2.1kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ダイアモンドベーカリー
Diamond Bakely

ハワイアンクッキー
キャンディビーズ

  51g  370円　073218350564

内容量
単　品
ケース

入数：12
120×60×190（mm）、57g
260×210×190（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

51g

ハワイアンクッキー
トフィーマカナッツ

  51g  370円　073218350601

内容量
単　品
ケース

入数：12
120×60×190（mm）、57g
260×210×190（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

51g

ハワイアンクッキー
ダークチョコレートチップ

  51g  370円　073218350618

内容量
単　品
ケース

入数：12
120×60×190（mm）、57g
260×210×190（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

51g

ハワイアンクッキー
バタースコッチ

  51g  370円　073218350595

内容量
単　品
ケース

入数：12
120×60×190（mm）、57g
260×210×190（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

51g

ハワイアンクッキー
ココナッツ

  51g  370円　073218350571

内容量
単　品
ケース

入数：12
120×60×190（mm）、57g
260×210×190（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

51g

シーアニマルクラッカー
オリジナル／チョコレート
  51g  370円　073218350533（オリジナル）
　　　　　　　　 073218350540（チョコレート）

内容量
単　品
ケース

入数：12
120×60×190（mm）、57g
260×210×190（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

51g

マカダミアナッツ
ショートブレッド
クッキー リリコイ
925円
073218349148

マカダミアナッツとパッションフルーツ（リリコイ）が入った、
バターをたっぷり使用したショートブレッドクッキーです。

マカダミアナッツ
ショートブレッド
クッキー オリジナル
925円
073218349117

バターをたっぷり使用したマカダミアナッツ入りのショート
ブレッドクッキー。

マカダミアナッツ
ショートブレッド
クッキー レモン
925円
073218349179

バターをたっぷり使用したマカダミアナッツ入りショート
ブレッドクッキー。レモンの爽やかな風味が香る、さっぱ
りとしたフレーバー。

マカダミアナッツ
ショートブレッド
クッキー グァバ
925円
073218349162

バターをたっぷり使用したマカダミアナッツ入りショート
ブレッドクッキー。南国らしいグァバ風味が新登場。

マカダミアナッツ
ショートブレッド
クッキー タロ
925円
073218349155

バターをたっぷり使用したマカダミアナッツ入りのショート
ブレッドクッキーにハワイの伝統食材タロイモを使用。

ハワイアンショートブレッド
オリジナル

720円　073218340824
リッチなバター風味とさくさくな食感の
ショートブレッドクッキー。

ハワイアンショートブレッド
チョコチップ

720円　073218340800
リッチなバター風味とさくさくな食感の
ショートブレッドクッキー。チョコチップ入り。

ハワイアンショートブレッド
コナコーヒー

720円　073218340855
リッチなバター風味とさくさくな食感の
ショートブレッドクッキー。コナコーヒー風味。

ハワイアンショートブレッド
グァバ

720円　073218340954
リッチなバター風味とさくさくな食感の
ショートブレッドクッキー。グァバ風味。

内容量　125g／入数：12　　単品　118×48×135（mm）、156g　ケース　320×255×155（mm）、2.2kg　賞味期間 ： 8ヶ月　原産国：アメリカ

※写真は
『チョコレート』です。

シナモン

プレーン

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。06 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 07



チョコチップ
マカダミアナッツクッキー

580円 　070597230227
内容量
単　品
ケース

マカダミアナッツクッキーにチョコチップが
加わって、ナッツの香ばしさにチョコの風
味がプラスされて、大満足の一品。

85g／入数：21
85×63×195（mm）、102g
460×280×200（mm）、2.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

マカダミアナッツクッキー

580円 　070597230258
内容量
単　品
ケース

ハワイの定番マカダミアナッツをたっぷりと
加えたクッキーです。マカダミアナッツの優
しい甘さと香ばしさをお楽しみください。

85g／入数：21
85×63×195（mm）、102g
460×280×200（mm）、2.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ココナッツクッキー

580円 　070597120009
内容量
単　品
ケース

サクサクとした食感とココナッツの優しい
甘みが加わった一口サイズのクッキーで
す。パッケージもかわいい！

85g／入数：21
85×63×195（mm）、102g
460×280×200（mm）、2.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ハレイワハッピーマーケットをパッケージにしたこだわりのアイテム。

ハレイワハッピーマーケット

Haleiwa Happy Market

ハワイのマカチョコメーカーの老舗
”メネフネ”の手作りココナッツクッキー。

メネフネマック
Menehune Mac

パッションフルーツ・ナ・パリ

780円 　726080916108
内容量
単　品
ケース

カウアイ島のナ･パリ・コーストのように、はっとさ
せられるパッションフルーツの香りが際立つ一品。

36g（20袋）／入数：6
83×80×110（mm）、92g
250×170×120（mm）、0.7kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

マンゴー・マウイ

780円 　726080916207
内容量
単　品
ケース

マウイ島の太陽輝くビーチを思い起こさせるマンゴ
ーの香り。スムースな飲み口。ホット、アイスどちら
の飲み方もおすすめ。

36g（20袋）／入数：6
83×80×110（mm）、92g
250×170×120（mm）、0.7kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

パイナップル・ワイキキ

780円 　726080918102
内容量
単　品
ケース

フルーツの王様パイナップルの華やかな香り。
活気溢れる気分になりたい時に。

36g（20袋）／入数：6
83×80×110（mm）、92g
250×170×120（mm）、0.7kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

グアバ・ジンセン

780円 　726080917105
内容量
単　品
ケース

緑茶葉、グアバ葉、朝鮮人参で作られたトロピカル
フレーバーティー。

36g（20袋）／入数：6
83×80×110（mm）、92g
250×170×120（mm）、0.7kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

ハイビスカス・ハニー・レモン

780円 　726080917204
内容量
単　品
ケース

香り高いハイビスカスとやわらかな蜂蜜の風味、
後味はレモンの爽やかさが残ります。

36g（20袋）／入数：6
83×80×110（mm）、92g
250×170×120（mm）、0.7kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

ピュアココナッツウォーター
330ml
280円 　8850227034133
内容量
単　品
ケース

330ml／入数：12
50×50×122（mm）、358g
250×190×150（mm）、4.4kg

ピュアココナッツウォーター
1L
580円 　8850227021140
内容量
単　品
ケース

1000ml／入数：12
70×60×225（mm）、1069g
308×248×262（mm）、13.4kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：タイ

100％ウォーターメロン
ジュース
280円 　8858735501192
内容量
単　品
ケース

そのままスイカ。保存料・甘味料不使用の
100％スイカジュース

330ml／入数：12
50×52×140（mm）、360g
190×155×245（mm）、4.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：タイ

ココナッツ・マカダミア

780円 　726080918201
内容量
単　品
ケース

風味豊かな100％カフェインフリーのルイボスティ
ー。ハワイの最高級ホテルでも使われています。

36g（20袋）／入数：6
83×80×110（mm）、92g
250×170×120（mm）、0.7kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

ハワイアイランドティー
HAWAIIAN ISLAND TEA

タイココ
Thaicoco

モーション
Motion

ハワイの紅茶シェアNo.1を誇る
トロピカル・フレーバーティー

紅茶 紅茶

紅茶 緑茶

緑茶 ハーブ
ティー

保存料、砂糖不使用。新鮮なスイカをジュースにし
ています。リコピンを豊富に含むスイカは美容や健
康にも最適です！

330ml 1L

タイ産ココナッツ100％。保存料、添加
物不使用。100ｍｌ当たり18kcalのヘル
シーな飲料です。ココナッツウォーター
はカリウムやミネラルを豊富に含んで
います。風邪をひいた時や、たくさん汗
をかいている時の水分補給にも最適！

保存料・甘味料不使用の
ピュアココナッツウォーター

コーシャー コーシャー

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。08 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 09



“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。

グッドヘルス

CollectionImported Foods

世界中から集めた
こだわりの嗜好品を

Good Health

アボカドオイル ポテトチップス
シーソルト

480円 　755355008309
内容量
単　品
ケース

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。

141.8g／入数：12
170×60×290（mm）、156g
510×275×260（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

アボカドオイル ポテトチップス
ライムランチ

480円 　755355008101
内容量
単　品
ケース

さっぱりとしたライムも香りをお楽しみく
ださい。

141.8g／入数：12
170×60×290（mm）、156g
510×275×260（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

オリーブオイル ポテトチップス
プレーン（シーソルト）

460円 　755355101000
内容量
単　品
ケース

ポテト本来の旨みが味わえる塩味タイプで
す。

141.8g／入数：12
170×60×290（mm）、156g
510×275×260（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 10ヶ月　原産国：アメリカ

オリーブオイル ポテトチップス
クラックドペッパー

460円 　755355101024
内容量
単　品
ケース

砕いた黒コショウがピリッと効いたペッパ
ー味です。

141.8g／入数：12
170×60×290（mm）、156g
510×275×260（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 10ヶ月　原産国：アメリカ

オリーブオイルポテトチップス
シーソルト＆ビネガー

460円 　755355101055
内容量
単　品
ケース

定番のシーソルトに、酸味を加えたフレー
バーです。

141.8g／入数：12
170×60×290（mm）、156g
510×275×260（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 10ヶ月　原産国：アメリカ

アボカドオイルポテトチップス
ハラペーニョ

480円 　755355008057
内容量
単　品
ケース

ハラペーニョのピリ辛の刺激のある風味
が夏にピッタリです。

141.8g／入数：12
170×60×290（mm）、156g
510×275×260（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

オリーブオイルポテトチップス
ローズマリー

460円 　755355101017
内容量
単　品
ケース

塩と清涼感のあるローズマリーでシンプルに
味付け、素材の味を活かした美味しさです。

141.8g／入数：12
170×60×290（mm）、156g
510×275×260（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 10ヶ月　原産国：アメリカ

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、実際に現地を訪れ、風土や歴史を肌で感じ、
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ます。
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。

コーシャー

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。10 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 11



ハニーウィート
プレッツェル

シュガー＆スパイス
（シーズナル）

ディッピング
プレッツェル

ケイジャン
プレッツェル

チーズオーズ パルメザン

480円 　023278011011
内容量
単　品
ケース

本物のパルメザンチーズとキヌアをはじめ
とする穀類と組み合わせた定番フレーバー。

28.3g／入数：18
108×57×184（mm）、32g
305×203×203（mm）、0.71kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ベジークリスプ
ケチャップ

460円 　055653646808
内容量
単　品
ケース

一度食べたらやみつきに！
ケチャップ風味。

100g／入数：12
165×76×126（mm）、110g
500×222×335（mm）、1.9kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

マロワル
チーズクラッカー

480円 　3700254081684
内容量
単　品
ケース

千年以上の伝統を持つ北フランスを代表
するウォッシュチーズを使用。塩味とほの
かな甘みのバランスが良い一品。

60g／入数：12
100×60×145（mm）、84g
380×210×155（mm）、1.2kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：フランス

ロックフォール
チーズクラッカー

480円 　3700254081691
内容量
単　品
ケース

世界3大ブルーチーズのロックフォールを
使用。独特のピリッとした味わいが特徴。

60g／入数：12
100×60×145（mm）、84g
380×210×155（mm）、1.2kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：フランス

コンテ
チーズクラッカー

480円 　3700254081721
内容量
単　品
ケース

フランスで最も人気のチーズ。何にでも
合わせやすいまろやかな味わい。

60g／入数：12
100×60×145（mm）、84g
380×210×155（mm）、1.2kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：フランス

ミモレット
チーズクラッカー

480円 　3700254082179
内容量
単　品
ケース

カラスミを思わせる特徴的な味わいの
チーズを使用。洋酒だけでなく日本酒の
オツマミにも相性が良いクラッカー。

60g／入数：12
100×60×145（mm）、84g
380×210×155（mm）、1.2kg

賞味期間 ： 6ヶ月　原産国：フランス

ベジークリスプ
ソルト&ビネガー

460円 　055653646709
内容量
単　品
ケース

さわやかなビネガーの香りをお楽しみ
頂けます。

100g／入数：12
165×76×126（mm）、110g
500×222×335（mm）、1.9kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

ベジークリスプ
シーソルト

460円 　055653645801
内容量
単　品
ケース

野菜本来の味わいを楽しめる、シンプルな
シーソルト味。

100g／入数：12
165×76×126（mm）、110g
500×222×335（mm）、1.9kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

ベジークリスプ
ゼスティランチ

460円 　055653645900
内容量
単　品
ケース

アメリカで定番のランチドレッシング風味。
酸味と香辛料が効いた濃厚味です。

100g／入数：12
165×76×126（mm）、110g
500×222×335（mm）、1.9kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

チーズオーズ チェダー

480円 　023278011042
内容量
単　品
ケース

本物のチェダーチーズとキヌアをはじめと
する穀類と組み合わせた定番フレーバー。

28.3g／入数：18
108×57×184（mm）、32g
305×203×203（mm）、0.71kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

パルメザンクリスプ

オープン価格 　023278102016

内容量
単　品
ケース

ザクザク食感の満足感が得られる大人の
チーズスナック。白ワインと相性抜群。

64g／入数：12
165×80×225（mm）、94g
406×178×241（mm）、1.03kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

チェダークリスプ

オープン価格 　023278102047

内容量
単　品
ケース

ザクザク食感の満足感が得られる大人の
スナックです。赤ワインと相性抜群。

64g／入数：12
165×80×225（mm）、94g
406×178×241（mm）、1.03kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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

ハニーウィート
プレッツェル

270円
733397079020

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。

ディッピング
プレッツェル

270円
733397075022

塩味のあるシンプルな味わい
は、ディップに最適なプレッ
ツェル。

ケイジャン
プレッツェル

270円
733397072021

カナダの伝統的なケイジャ
ン・スパイスで味付けしたプ
レッツェル。

マスタードメーカーが作る、素材にこだわったプレッツェル。

イーストショア
EAST SHORE

デア
Dare

トレジャー
Tresors gourmands

内容量　57g／入数：36　　単品　100×55×130（mm）、61g
ケース　455×285×175（mm）、2.65kg　賞味期間 ： 7ヶ月　原産国：アメリカ

創業128年を迎える老舗のデア社より新商品が登場！！
さまざまなドライ野菜を使用した健康志向のスナックです。
（人工着色料、香料不使用）

ワッフルのスペシャリスト「パティスリー・デ・フランダース」の
フランス産チーズをたっぷり使ったクラッカー。アペリティフ
にもお酒のオツマミにも最適です。

コーシャー

認　　証

VEGAN
認　　証

VEGAN
認　　証

VEGAN

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。12 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 13



キャラメルポップコーン
オープン価格 　732494000500

内容量
単　品
ケース

黒糖を使用したこだわりのキャラメルは、
キャラメルそのものを食べているような濃
厚さが特徴です。

227g／入数：12
160×70×330（mm）、240g
340×324×295（mm）、3.3kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

チーズ＆キャラメルミックス 128g
560円 　732494002412
内容量
単　品
ケース

濃厚なキャラメル味、チーズ味が一緒に入
った、食べ出したら止められない人気アイテ
ムです。

128g／入数：6×3
175×40×260（mm）、140g
380×180×270（mm）、1.2kg（6入り）

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

チーズ＆キャラメルミックス 43g
330円　732494000623
内容量
単　品
ケース

濃厚なキャラメル味、チーズ味が一緒に入
った、食べ出したら止められない人気アイテ
ムです。

43g／入数：24
130×30×200（mm）、50g
465×294×197（mm）、1.6kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

クラシックシーソルト

230円 　852616008655
内容量
単　品
ボール
ケース

甘くないあっさりした塩味。

37g／入数：8×6
97×15×150（mm）、40g
224×101×127（mm）、390g
327×232×268（mm）、2.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ブレージングバッファロー

230円 　852616008228
内容量
単　品
ボール
ケース

酸味と辛みが効いたスパイシーな味。

37g／入数：8×6
97×15×150（mm）、40g
224×101×127（mm）、390g
327×232×268（mm）、2.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

セイボリーオリジナル

230円　852616008396
内容量
単　品
ボール
ケース

ターメリックやガーリックが効いたさわや
かな味。

34g／入数：8×6
97×15×150（mm）、37g
224×101×127（mm）、367g
327×232×268（mm）、2.5kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

チーズポップコーン
オープン価格 　732494000609

内容量
単　品
ケース

クリーミーでリッチなチェダーチーズを、
ふんわりと膨らんだポップコーンにからめ
ました。

185g／入数：12
235×105×370（mm）、200g
570×400×305（mm）、3.1kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

シカゴクラシック
オープン価格 　732494000524

内容量
単　品
ケース

濃厚なキャラメル味、チーズ味が一緒に入
った、食べ出したら止められない人気アイ
テムです。

213g／入数：12
210×75×360（mm）、235g
443×350×305（mm）、3.4kg

賞味期間 ： 9ヶ月　原産国：アメリカ

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よいチーズ
ポップコーンなどを展開。

コーシャー

クレターズ

CRETORS

ナッツナッツ　チリライムリーフ

360円 　893205002074
トムヤムクンをイメージさせるスパイシーでア
ジアンチックなフレーバー。クセになる味です。

ナッツナッツ　ハニーセサミ

360円 　893205002067
ハチミツの甘さとセサミの香ばしさがやみ
つきになる味わいです。

ナッツナッツ　スウィート＆ソルト

360円 　893205002050
ほんのりとした甘さがソルトとガーリック
の風味を引き立たせる味わいです。

ナッツナッツ　ライトソルト

360円 　893205002081
シンプルなソルト味にガーリックのアクセ
ントが効いた一品になっています。

粒ぞろいのカシューナッツがぎっしり。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。

ナッツナッツ
NUTS+NUTS

バッバズ
BUBBA’S FINE FOODS

内容量　50g／入数：8×4　　単品　114×30×114（mm）、52g　　ボール　115×240×110（mm）、421g　ケース　243×240×223（mm）、1.72kg　賞味期間 ： 18ヶ月　原産国：インドネシア

BUBBA'Sではグリーン・サバ・バナナを主原料とし、
天然のフレーバーで味付け、健康面に配慮した軽食作りを心がけています。

コーシャー

認　　証

VEGAN
認　　証

VEGAN
認　　証

VEGAN

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。14 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 15



ギルティー
520円　8057741392217
内容量
単　品
ケース

オレンジピールの特徴的な香りのココアビ
スケット。

130g／入数：12
230×40×80（mm）、166g
260×240×210（mm）、1.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

ペピータ
520円　8057741392200
内容量
単　品
ケース

クリスピーなココアビスケット、上品な岩塩
の後味。

130g／入数：12
230×40×80（mm）、166g
260×240×210（mm）、1.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

グリーンレディ
520円　8057741392248
内容量
単　品
ケース

ピスタチオを中心にハチミツと生姜が程よ
くマッチング。

130g／入数：12
230×40×80（mm）、166g
260×240×210（mm）、1.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

MAXI　ジュリークッキー
260円　8057741390237
内容量
単　品
ケース

食べ切りサイズ。くちどけが良くシンプルな
味わいのチョコバニラ。

60g／入数：12
115×20×150（mm）、73g
105×235×140（mm）、0.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

MAXI　ペピータ
260円　8057741391111
内容量
単　品
ケース

食べ切りサイズ。クリスピーなココアビスケ
ット。上品な岩塩の後味

60g／入数：12
115×20×150（mm）、73g
105×235×140（mm）、0.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

MAXI　グリーンレディー
260円　8057741390862
内容量
単　品
ケース

食べ切りサイズ。ピスタチオを中心にハチミ
ツと生姜がほどよくマッチング。

60g／入数：12
115×20×150（mm）、73g
105×235×140（mm）、0.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

テディベリー
520円　8057741392293
内容量
単　品
ケース

サクサクとした食感のオートミールビスケ
ット。レモンとクランベリーの香り。

130g／入数：12
230×40×80（mm）、166g
260×240×210（mm）、1.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

ミニクロッカンティーニ
オリジナル

630円 　659000406048
内容量
単　品
ケース

プレーンな塩味。どんな素材とも良く合い
ます。

170g／入数：12
250×130×50（mm）、209g
380×255×195（mm）、2.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ミニクロッカンティーニ
ローズマリー

630円 　659000406000
内容量
単　品
ケース

香り高いローズマリーがチーズのコクと
好相性です。

170g／入数：12
250×130×50（mm）、209g
380×255×195（mm）、2.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ミニクロッカンティーニ
ブラックペッパー

630円 　659000406031
内容量
単　品
ケース

ブラックペッパーがピリッと効いて、
チーズにもよく合います。

170g／入数：12
250×130×50（mm）、209g
380×255×195（mm）、2.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ミニクロッカンティーニ
全粒粉

630円 　659000406086
内容量
単　品
ケース

独特の香ばしさが特徴の全粒粉入り。

170g／入数：12
250×130×50（mm）、209g
380×255×195（mm）、2.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ミニクロッカンティーニ
オリジナルハーフサイズ

430円 　659000403047
内容量
単　品
ケース

85g／入数：12
140×118×46（mm）、114g
292×244×159（mm）、1.51kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ミニクロッカンティーニ
ローズマリーハーフサイズ

430円 　659000403009
内容量
単　品
ケース

85g／入数：12
140×118×46（mm）、114g
292×244×159（mm）、1.51kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

ミニクロッカンティーニ
全粒粉ハーフサイズ

430円 　659000403085
内容量
単　品
ケース

85g／入数：12
140×118×46（mm）、114g
292×244×159（mm）、1.51kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：アメリカ

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。

ラ・パンツァネーラ
La Panzanella

モンドディラウラ
MONDO DI LAURA

コーシャー

HALF
S I Z E

Mondo Di Laura（モンドディラウラ）は2010年ローマに産まれました。
オリジナルのレシピをもとに厳選された原材料を使用、保存料を使用せず、
乳製品も使用していない健康志向のクッキー作りをしています。

コーシャー

認　　証

VEGAN
認　　証

VEGAN

認　　証

VEGAN

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。16 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 17



オーガニック
シーソルト

600円 
4958906550661

オーガニックチョコレート+
海塩でより深い味わいに。

キャラメル＆
シーソルト

600円
5412956213482

オーガニックチョコレート+
キャラメル+海塩。

ミルクチョコレート

600円
5412956213413

シンプルなオーガニックの
ミルクチョコレートです。

オーガニック
チェリー＆アーモンド

600円
5412956213451

ほろ苦いチョコレート+チェリー+
アーモンドで少しリッチな大人の
味です。

オーガニック
エクストラ
ダークチョコレート85%
600円
4958906550678

ほろ苦い85%のオーガニックの
ダークチョコレート。

U N I Q U E  B E L G I A N  C H O C O L A T E

カシェは30年以上続く、ベルギーの会社のチョコレートです。
カシェの想いはチョコレートで人と地球を幸せにすること。カカオの生産国でもあるタンザニアで

学校プロジェクトを行い地域にも貢献しています。
老若男女問わず、世界65カ国以上で愛されているチョコレートです。

カシェ
CACHET

内容量　100g／入数：12　　単品　88×7×187（mm）、118g　ケース　150×105×190（mm）、1.41kg　　原産国：ベルギー

賞味期間 
15ヶ月

賞味期間
15ヶ月

賞味期間
18ヶ月

賞味期間
24ヶ月

賞味期間
24ヶ月

ショコラティエがカカオ栽培からチョコレートの完成
まで全工程に携わって作る、FARM to BARの有
機ローチョコレート。世界で最も貴重なクリオロ種カ
カオだけを使っています。ブランド名の【CRUDO（ク
ルード）】とはイタリア語で【生】を意味します。

カカオクルード
CACAO CRUDO

内容量　50g／入数：10　　単品　90×10×170（mm）、67g　ケース　130×95×175（mm）、0.7kg　原産国：イタリア

有機
ローチョコレート
カカオ100％
880円
8053251050029

賞味期間 ：
24ヶ月

有機
ローチョコレート
ラズベリー

880円
8053251050067

賞味期間 ： 18ヶ月

有機
ローチョコレート
オレンジピール

880円
8053251050074

賞味期間 ： 24ヶ月

有機
ローチョコレート
ヒマラヤ岩塩＆
カカオニブ

880円
8053251050104

賞味期間 ： 24ヶ月

有機
ローチョコレート
カカオ90％
880円
8053251050005

賞味期間 ： 
24ヶ月

有機
ローチョコレート
カカオ80％
880円
8053251050012

賞味期間 ：
24ヶ月

有機ローチョコレート
オレンジピール
オープン価格
8053251050555

賞味期間 ： 24ヶ月

有機ローチョコレート
カカオ80％
オープン価格
8053251050562

賞味期間 ： 24ヶ月

有機ローチョコレート
ラズベリー
オープン価格
8053251050579

賞味期間 ： 18ヶ月

有機
ローチョコレート
ヘーゼルナッツ
880円
8053251050050

賞味期間 ： 
24ヶ月

内容量

単　品

ボール

5g×50／入数：6

67×5×42（mm）、6g

90×90×155（mm）、307g

原産国：イタリア
※ボール見本

薄さ3mm程の一口サイズのチョコレートが個包装で50枚入り。
50gの板チョコレートとは異なる食感で、ハイカカオのビターさが苦手な方にも食べやすく工夫されています。

認　　証

VEGAN

認　　証

VEGAN

認　　証

VEGAN

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。18 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 19



フェアトレードカカオ使用、非遺伝子組換の原材料使用。
贅沢にたっぷり層を重ねたチョコレートコーティング。二世代続くチョコレートメーカーで、

ファミリールーツのある伝統的ヨーロッパテイストとモダンテイストの
斬新な組み合わせ追求しています。

マーリッチ
MARICH

ブルーザ
Brusa

ダークチョコレート
シーソルトキャラメル

400円 　797817027800
内容量
単　品
ボール
ケース

シーソルトキャラメル×ダークチョコレート。

60g／入数：12×2
60×26×95（mm）、62g
241×66.6×152（mm）、900g
260×190×165（mm）、1.81kg

賞味期間 ： 14ヶ月　原産国：アメリカ

ダークチョコレート
エスプレッソビーンズ

400円 　797817029521
内容量
単　品
ボール
ケース

イタリアンローストのエスプレッソビーンズ×
ダークチョコレート。

50g／入数：12×2
60×26×95（mm）、53g
241×66.6×152（mm）、770g
260×190×165（mm）、1.54kg

賞味期間 ： 15ヶ月　原産国：アメリカ

ダークチョコレート
シーソルトカシュー

400円 　797817028043
内容量
単　品
ボール
ケース

ローストカシュー×ダークチョコレート。

65g／入数：12×2
60×26×95（mm）、68g
241×66.6×152（mm）、970g
260×190×165（mm）、1.95kg

賞味期間 ： 14ヶ月　原産国：アメリカ

カネストレッリ

210円 　8023192000865
内容量
単　品
ボール
ケース

2枚のサクサクとしたウエハースにダーク
チョコレートフィリングを挟みました。チョ
コレートフィリングに使用されているダー
クチョコレートは最高品質で植物油脂を含
まずココアバターのみを使用しています。
サクサクとしたウエハースはココアとアー
モンドで風味付けをしています。

30g／入数：18×6
130×20×70（mm）、35g
135×175×110（mm）、654g
420×424×132（mm）、4.7kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

クラシック
（3種アソートクッキー）

オープン価格 　799729011663

内容量
単　品
ケース

バニラ、カフェ、レーズンの3種のクッキー
を美しいパッケージデザインの缶に詰めま
した。贈り物や自分へのご褒美に。
3種×7個（21個）入り。

120g／入数：12
84×84×130（mm）、228g
370×280×140（mm）、3kg

賞味期間 ： 20ヶ月　原産国：イタリア

ダークチョコレート
ブルーベリー

400円 　797817029583
内容量
単　品
ボール
ケース

ドライブルーベリー×ダークチョコレート×フル
ーティなブルーベリーホワイトチョコレート。

60g／入数：12×2
60×26×95（mm）、63g
241×66.6×152（mm）、911g
260×190×165（mm）、1.81kg

賞味期間 ： 14ヶ月　原産国：アメリカ

ダークチョコレート
シーソルトキャラメル

ダークチョコレート
ブルーベリー 北イタリア・ピアモンテの

伝統的なお菓子です。

ロイゾン
Loison

イタリア・ヴェネト州で1938年創業の親子
3代続く老舗の焼き菓子メーカー。
丁寧かつ伝統的な製法で焼き菓子を
製造しています。

コーシャー

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。20 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 21



ニューヨーカーが開発した、
こだわりのミキサー『Qトニック』をはじめ、

ジンジャービアー、ジンジャーエール、ルートビアなど...
アメリカンテイストをお楽しみください。

Drink
ニューヨークのラグジュアリードリンク。
アガベやキナ樹液など、こだわりの原材料を使用した
本格的トニックウォーターのQトニックウォーターをはじめ、
ジンジャービア、ジンジャーエール、コーラの4種類を揃えました。

Qトニックウォーター

240円 　851694003675
内容量
単　品
ケース

本来のトニックウォーターと同じく、キレとほ
のかな甘みがある、クリーンで爽やかな風味。

198ml／入数：24
53×53×180（mm）、395g
340×229×184（mm）、10kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

Qジンジャーエール

240円 　851694003699
内容量
単　品
ケース

甘さ控えめなQジンジャーエール。ローズ
オイルと複数のスパイスで風味づけ。

198ml／入数：24
53×53×180（mm）、395g
340×229×184（mm）、10kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

Qジンジャービア

240円 　851694003682
内容量
単　品
ケース

ミキサーに最適なスパイシーな味わい。

198ml／入数：24
53×53×180（mm）、395g
340×229×184（mm）、10kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

Qコーラ

240円 　851694003712
内容量
単　品
ケース

コーラの名前の由来となったコーラ・ナッツ
を使用。スパイスや酸味、風味のバランスが
とれた味わい。

198ml／入数：24
53×53×180（mm）、395g
340×229×184（mm）、10kg

賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

栓抜のいらない

ツイスト
キャップ

内容量　355ml／入数：24（12×2）　　単品　65×65×125（mm）、374g　12入りケース　400×130×125（mm）、4.6kg　　原産国：アメリカ

ドクター
ペッパー
オープン価格
07831504

20数種のフルー
ツフレーバーをミ
ックスしたキレの
ある味です。

ドクター
ペッパー
チェリー
オープン価格
07895308

濃厚なチェリーの
風味。

A&W
ルートビア
オープン価格
07818707

コーラ味ベースの
ハッカ風味飲料。

A＆W
クリームソーダ
オープン価格
07826405

バニラ感たっぷり
のクリームソーダ。

セブンアップ
オープン価格
07803802

甘さ控えめ、自然
なレモンの香りの
炭酸飲料。

フェンティマンス
FENTIMANS

ソフトドリンク
SOFTDRINK

キュリオスティー
コーラ
370円
967450000069

ジンジャー
ビアー
370円
667450000013

ビクトリアン
レモネード
370円
667450000020

ローズ
レモネード
370円
667450000082

内容量　275ml／入数：24　　単品　65×65×195（mm）、580g　ケース　410×280×205（mm）、14.66kg　賞味期間 ： 18ヶ月　原産国：アメリカ

C O L L E C T I O N

コーシャー

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。22 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 23



内容量　355ml／入数：24　　単品　60×60×230（mm）、640g
ケース　410×270×240（mm）、16kg　賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

ボイラン
BOYLAN

フーレイ
Hooray!

ケインコーラ

350円
760712160019

天然由来の柑橘系ナチュラ
ルフレーバーに、ナツメグや
コリアンダーなどを加え、後
味がすっきりとしたコーラ。

ブラックチェリー

350円 
760712040014

チェリー×バニラの定番人気
フレーバー。香り豊かで甘酸
っぱいブラックチェリーはボ
イラン自慢のヒット商品。

ジンジャーエール

350円 
760712050013

ジンジャーや柑橘系果実の
さわやかな香り。一般的なジ
ンジャーエールと比べて甘さ
控えめ、軽い仕上がり。

ルートビア

350円 
760712090019

シナモン、樺の木、バニラ、冬
緑樹などの自然由来のフレ
ーバーを組み合わせたルー
トビア。（ソフトなハッカのよ
うな香り）

ワインの生産国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。
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100％オーガニックジュース
です。

アップルオレンジキャロット

380円 　8001060028821
内容量
単　品
ケース

リンゴ＋オレンジ＋人参＋レモン

250ml／入数：8
54×54×155（mm）、415g
240×130×160（mm）、3.3kg

賞味期間 ： 18ヶ月　原産国：イタリア

アップルストロベリーバナナ

380円 　8001060028845
内容量
単　品
ケース

リンゴ＋ストロベリー＋バナナ＋レモン＋カ
シス＋エルダーベリー

250ml／入数：8
54×54×155（mm）、415g
240×130×160（mm）、3.3kg

賞味期間 ： 18ヶ月　原産国：イタリア

アップルラズベリー
ブラックキャロット

380円 　8001060030688
内容量
単　品
ケース

リンゴ＋ラズベリー＋黒にんじん

250ml／入数：8
54×54×155（mm）、415g
240×130×160（mm）、3.3kg

賞味期間 ： 18ヶ月　原産国：イタリア

アップルセロリ

380円 　8001060028814
内容量
単　品
ケース

リンゴ＋セロリ＋レモン

250ml／入数：8
54×54×155（mm）、415g
240×130×160（mm）、3.3kg

賞味期間 ： 18ヶ月　原産国：イタリア

サクラ
SACLA

フェアトレード・オーガニックコーヒー。
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。

（生豆生産国は変動します）

クラシック

1,800円
841631227011

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。

デカフェ

1,800円
841631227059

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。

スーパーダーク

1,800円 
841631027505

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。

エシカルビーン
コーヒー

Ethical Bean Coffee

ボールド

1,800円
841631227028

エッジが効いた感じも
ある一方、スムースな飲
み口で、深煎り過ぎな
いダークロースト。

ラッシュ

1,800円
841631227035

果実、燻製、土など
の芳醇な味わい。

内容量　227g／入数：6　　単品　83×67×215（mm）、247g　ケース　260×140×230（mm）、1.62kg　賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：カナダ

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。

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。

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正価格を支払い、農家
の経営持続・生活をサポートするのです。

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Child Aid 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。

地域貢献

フェアトレード

オーガニック

環境への配慮

＜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。

アーモンドミルク
タイココナッツ

350円 　8859488115056
内容量
単　品
ケース

アーモンドとココナッツの香ばしく濃厚な
味わい口の中で広がり、南国な雰囲気を
楽しめます。

250ml／入数：12
50×50×155（mm）、281g
200×170×250（mm）、3.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：タイ

アーモンドミルク
タイジャスミンライス

350円 　8859488115018
内容量
単　品
ケース

香り高いジャスミンライスを使用。ライスの
マイルドさがほどよくアーモンドと調和し
ます。

250ml／入数：12
50×50×155（mm）、281g
200×170×250（mm）、3.6kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：タイ

「Hooray!」フーレイ！というブランド名に込められている思いは
この商品を飲んで頂ける人々が健康になり、健康的な食生活
を通じてより良い生活/人生を送れるように情熱をもって応援
する！という意味です。シンプルな原材料で作ったビーガン、乳
成分、大豆フリーの優しい味わいのアーモンドミルクです。

甘味料にケインシュガー（サトウキビから作られる甘蔗糖）を使用
したソーダ・シリーズ。天然成分を多く使い、糖分の少ない健康
志向が人気で、伝統的な製法で作られたクラフトソーダです。

栓抜のいらない

ツイスト
キャップ

コーシャーコーシャー

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。24 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 25



オープン価格 　4582107090468

内容量
単　品
ケース

90g／入数：12×3
235×135×30（mm）、114g
370×250×150（mm）、1.62kg

賞味期間 ： 90日（チルド品）
原産国：フランス／イタリア／オーストラリア

チーズマルシェ（黒）

ミモレット、レジャーノ、チェダー3種のチーズを合わ
せた贅沢なチーズセットです。

イタリアのキッチンで作られる伝統的なレシピを再現した
インスタントのリゾット。フライパンとお湯があれば約14分で
本格的な味わいのリゾットがご家庭で楽しめます。

リゾスコッティ
Riso Scotti

トリュフリゾット

580円 　8001860257131
高級食材としても知られるトリュフを使用
した、芳醇な香りが人気です。

パルメザンリゾット

580円 　8001860257773
イタリアを代表するチーズのひとつ、パルメ
ザンチーズをたっぷり使用しています。

ポルチーニリゾット

580円 　8001860257827
現地でも人気の味。肉厚のポルチーニ茸は歯
ごたえと独特な香りが特徴。

ミラノ風リゾット

580円 　8001860257810
サフランとチーズを使ったリゾットはミラ
ノ風と呼ばれて現地で愛されています。

内容量　210g／入数：10　　単品　130×35×200（mm）、221g　ケース　360×140×215（mm）、2.5kg　賞味期間 ： 15ヶ月　原産国：イタリア

チーズ
CHEESE

本格的なパスタソースやリゾットソースなど
料理のアイデアが膨らむ食材を取り揃えました。

ホールのオリーブやチーズは
ワインに合わせておつまみにもどうぞ。

Food
C O L L E C T I O N

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。26 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 27



ポッリ
POLLI

内容量　190g／入数：12　　単品　60×60×101（mm）、350g　ケース　255×189×104（mm）、4.3kg　賞味期間 ： 33ヶ月　原産国：イタリア

カットオリーブ

280円 　80090236
内容量
単　品
ケース

スライスしたオリーブ、グリーンとブラック
のミックス。

40g×2／入数：18
120×33×155（mm）、93g
278×240×155（mm）、1.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

グリーンオリーブ（ホール）

280円 　80482406
内容量
単　品
ケース

種抜きグリーンオリーブ

40g×2／入数：18
120×33×155（mm）、93g
278×240×155（mm）、1.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

ブラックオリーブ（ホール)

300円 　80482437
内容量
単　品
ケース

種抜きブラックオリーブ

40g×2／入数：18
120×33×155（mm）、93g
278×240×155（mm）、1.8kg

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

トマト＆バジル

430円
8001310959226

トマトと玉ネギの旨味をバジ
ルが引き締めます。フレッシ
ュな味わいのソース。

パプリカ＆
リコッタチーズ

450円
8001310811050

パプリカのしっかりした旨味
と少しの酸味がフレッシュな
リコッタチーズと合わさりク
リーミーな口当たり。

サンドライトマト＆
チーズ

450円
8001310810800

サンドライトマトとチーズの濃
厚ソースバジルで引き締めま
す。

トマト&
マスカルポーネ

450円
8001310952692

クリーミーな甘さがトマトに
マッチした優しい味わい。

ジェノベーゼ 

450円
8001310810626

シンプルでクリーミーな本格
ジェノベーゼソース。

ジェノベーゼ
ブラックオリーブ入り

470円
8001310001420

ジェノベーゼソースに刻んだ
ブラックオリーブをブレンド。
オリーブの風味と歯ごたえが
楽しめます。

サンドライトマト

480円 　8001310344176
内容量
単　品
ケース

トマトの酸味と旨味が詰まったカットタイ
プのドライトマト。

60g×2／入数：16
120×33×155（mm）、134g
278×240×155（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 14ヶ月　原産国：イタリア

アーティーチョーク

490円 　8001310213526
内容量
単　品
ケース

ドライパックのアーティチョーク

60g×2／入数：16
120×33×155（mm）、134g
278×240×155（mm）、2.3kg

賞味期間 ： 14ヶ月　原産国：イタリア

1872年創業、家族経営のイタリア老舗メーカー。保存野菜のスペシャリストとして、
世界56カ国で販売されています。品質にこだわること、常に顧客・業者・環境に対し
フェアな立場であること、革新へ挑戦することを企業価値とし、より良い商品作りに
チャレンジし続けています。

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。28 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 29



アボネーズ
AVONAISE

バナナペッパーというフルーティな唐辛子を使用した
マスタードソース。
ソーセージ、フライドポテト、サラダやハンバーガーなど、
どんな食材ともマッチする万能ソース。

ミラーズ
Millers

バナナペッパーマスタード
マイルド
680円
853222001405

内容量

単　品

ケース

269g／入数：6

60×60×137（mm）、441g

210×140×150（mm）、2.9kg

賞味期間 ：36ヶ月
原産国：アメリカ

バナナペッパーマスタード
ハバネロ
680円
853222001504

内容量

単　品

ケース

269g／入数：6

60×60×137（mm）、441g

210×140×150（mm）、2.9kg

賞味期間 ：36ヶ月
原産国：アメリカ

バナナペッパーマスタード
ホット
680円
853222001627

内容量

単　品

ケース

269g／入数：6

60×60×137（mm）、441g

210×140×150（mm）、2.9kg

賞味期間 ：36ヶ月
原産国：アメリカ

辛さレベル 辛さレベル 辛さレベル

内容量　340g／入数：6　　単品　70×70×115（mm）、540g　ケース　240×170×140（mm）、3.5kg　賞味期間 ： 24ヶ月　原産国：アメリカ

アボネーズ
オリジナル
オープン価格
804551751110

アボネーズ
セイボリーハーブ
オープン価格
804551766114

アボネーズ
レッドペッパー
オープン価格
804551766282

エキストラバージンオリーブオイルに素材を漬
け込み、香りを移した芳醇な香りが広がるスプ
レー式オイル。サラダ、パスタ、バケット、ソテー
など様 な々お料理の仕上げを彩ります。

イタリア本国バーリにて行なわれたコンペテ
ーションにおいて、最高の賞を受賞しました。
天候に恵まれたイタリア南部のシシリー島で
育ったオリーブの実を、丁寧に手摘みし作ら
れたオーガニックエキストラバージンオリーブ
オイルです。

おいしいものは食べたいけれどコレステロールや脂質の健康面
が気になる！ そんな時に大活躍するのがアボカドを主原料とする
ヴィーガン対応のこちらのソース。マヨネーズやソースの代替品に
お使いください。

マルケージ
MARCHESI

テヌータ バサドナ
Tenuta VASADONNA

エキストラバージン
オリーブオイル
ペペロンチーノ

880円
8059070100105

赤唐辛子の風味つき。
ボトルには赤唐辛子入り。

エキストラバージン
オリーブオイル
黒トリュフ

970円
8059070100013

黒トリュフの風味つき。
ボトルには黒トリュフの
欠片入り。

エキストラバージン
オリーブオイル
ガーリック＆
ペペロンチーノ（パスタ）

880円 
8059070100112

ガーリックと唐辛子の風味
つき。ボトルにはガーリック
と赤唐辛子入り

エキストラバージン
オリーブオイル
レモン

880円
8059070100129

レモンの風味つき。ボトル
にはレモンピール入り。

エキストラバージン
オリーブオイル
バジル

880円
8059070100266

バジルの風味つき。

エキストラバージン
オリーブオイル
ガーリック＆ローズマリー
（ブルスケッタ）

880円
8059070100143

ガーリックとローズマリーの風
味つき。ボトルにはガーリック
スライスとローズマリー入り。

エキストラバージン
オリーブオイル
250ml

1,950円 　0710535100617
内容量
単　品
ケース

250ml／入数：12
45×45×240（mm）、506g
210×165×250（mm）、6.5kg

賞味期間 ： 18ヶ月
原産国：イタリア

エキストラバージン
オリーブオイル
100ml

880円 　0710535100600
内容量
単　品
ケース

100ml／入数：12
40×40×165（mm）、272g
210×165×250（mm）、3.5kg

賞味期間 ： 24ヶ月
原産国：イタリア

エキストラバージン
オリーブオイル
白トリュフ

970円
8059070100037

白トリュフの風味つき。
ボトルには白トリュフの
欠片入り。

内容量　100ml／入数：15　　単品　36×36×150（mm）、120g　ケース　240×180×190（mm）、1.9kg　賞味期間 ： 30ヶ月　原産国：イタリア

認　　証

VEGAN
認　　証

VEGAN
認　　証

VEGAN

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。30 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 31



クラッククッキー
エブリシング

609595132556

クラッククッキー
THE OG

609595132440

内容量　133g／入数：6　　単品　120×75×230（mm）、142g　ケース　240×240×140（mm）、1.1kg　賞味期間 ： 6ヶ月　原産国：アメリカ

LEGALLY
ADDICTIVE

リーガリーアディクティブ

『合法的に中毒になってしまう』というブランド名の通り、一度食べたら止まらなくなるリーガリー・
アディクティブのオリジナル・クラック・クッキー。週末マルシェで大人気になったこの商品は、不動
産業界で働いていたオーナーが食品業界で第二のキャリアを歩むきっかけを作ったほど。

ショコレアはオアフ島マノアに店舗を構える高級チョコレートショップです。ハワイ産マカダミアナッツ
やザボンを自慢のチョコレートでコーティングした人気商品のラインナップ。チョコレートで世界に愛を
届けたいという想いのもと、福祉活動やワークショップ開催のような活動も積極的に行っています。

甘じょっぱいクリスピー
なクラッカーにリッチなト
フィ＆チョコ＆キャラメル
をコーティング！ヘルシー
な黒セサミ・白セサミ・ケ
シの実などを加えたとて
も珍しいハーモニー。

クラッククッキー
ペパーミントクランチ

609595132686

甘じょっぱいクリスピー
なクラッカーにリッチなト
フィ＆チョコ＆キャラメル
をコーティング！ヘルシー
な黒セサミ・白セサミ・ケ
シの実などを加えたとて
も珍しいハーモニー。

甘じょっぱいクリスピーク
ラッカーに、リッチなチョ
コをコーティングし、甘じ
ょっぱさの中にも高級感
の漂うクラッカーです。

内容量　42.52g／入数：20　　単品　110×20×137（mm）、53.5g　ケース　260×215×115（mm）、1.3kg　賞味期間 ： 4ヶ月　原産国：アメリカ

ホワイトチョコレート
マカダミアナッツクラスター
オープン価格　4958906550685

貴重なハワイ産の大粒マカダミアナッツ
を香ばしくローストし、マカダミアナッツ
にホワイトチョコレートをコーティング。

ミルクチョコレート
マカダミアナッツクラスター
オープン価格　4958906550654

貴重なハワイ産の大粒マカダミアナッツ
を香ばしくローストし、マカダミアナッツ
にミルクチョコレートをコーティング。

ダークチョコレート
マカダミアナッツクラスター
オープン価格　4958906550647

貴重なハワイ産の大粒マカダミアナッツ
を香ばしくローストし、マカダミアナッツ
にダークチョコレートをコーティング。

ダークチョコレート
ザボン

オープン価格　4958906550623

フルーツピールにチョコレートをディッ
プした商品。砂糖漬けザボン（柑橘類）
のフルーティーな酸味とチョコレートの
甘さが見事なハーモニー。

 -  季節限定の商品 -SEASONAL

クリスマス、バレンタインデー、ハロウィン
チョコレートやクッキーなど

季節のイベントを盛り上げる楽しいお菓子たち。

Seasonal
C O L L E C T I O N

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。32 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 33



CocoMira

ココミラ

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。

マスタードメーカーが作る、素材にこだわったプ
レッツェル。甘く、ざくっとした食感がクセになる、
ひと口サイズのプレッツェル。マリネした後、シナモ
ン、ナツメグ、ジンジャーなどのスパイスで味付け
をし、プレッツェルを二度焼きしました。

ヘーゼルナッツクランチ

980円 　185442000020
内容量
単　品
ケース

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

105g／入数：6
95×55×127（mm）、130g
270×170×120（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 10ヶ月　原産国：カナダ

メイプルクランチ

980円 　185442000068
内容量
単　品
ケース

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

105g／入数：6
95×55×127（mm）、130g
270×170×120（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 10ヶ月　原産国：カナダ

ピスタチオクランチ

980円 　185442000211
内容量
単　品
ケース

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

105g／入数：6
95×55×127（mm）、130g
270×170×120（mm）、0.9kg

賞味期間 ： 10ヶ月　原産国：カナダ

 -  季節限定の商品 -SEASONAL

シュガー＆スパイス

530円 　733397077026
内容量
単　品
ケース

113g／入数：18
124×61×195（mm）、121,5g
470×280×177（mm）、2.58kg

賞味期間 ： 7ヶ月　原産国：アメリカ

シュガー＆スパイスギフトボックス

720円 　733397037013
内容量
単　品
ケース

113g／入数：12
114×114×76（mm）、150g
360×265×170（mm）、2kg

賞味期間 ： 7ヶ月　原産国：アメリカ

ジンジャーマン

390円 　8057741390572
内容量
単　品
ケース

60g／入数：12
165ｘ105ｘ15（mm）、62g
111×132×237（mm）、862g

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

サンタクロース

430円 　8057741390138
内容量
単　品
ケース

60g／入数：12
165ｘ105ｘ15（mm）、62g
111×132×237（mm）、862g

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

Xmasツリー

430円 　8057741390510
内容量
単　品
ケース

60g／入数：12
165ｘ105ｘ15（mm）、62g
111×132×237（mm）、862g

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

スノーマン

430円 　8057741390817
内容量
単　品
ケース

60g／入数：12
165ｘ105ｘ15（mm）、62g
111×132×237（mm）、862g

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

トナカイ

430円 　8057741390077
内容量
単　品
ケース

60g／入数：12
165ｘ105ｘ15（mm）、62g
111×132×237（mm）、862g

賞味期間 ： 12ヶ月　原産国：イタリア

イーストショア
EAST SHORE

モンドディラウラ
MONDO DI LAURA

ジンジャーマン サンタクロース Xmasツリー スノーマン トナカイ

※商品画像は2020年のデザインとなります。

＜サイズ表記＝幅×奥行×高さ＞　 ※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。 ※原材料につきましては弊社ホームページでご確認いただけます。34 C.F.C  JAPAN Imported Food Catalog 35
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株式会社シーエフシージャパン

□ 大阪本社
 〒530-0047 大阪市北区西天満2-２-３ ユニシオ西天満二丁目D-09号
Tel 06-6131-0621（代）　Fax 06-6131-0622

□ 東京営業所
〒104-0042 東京都中央区入船3-1-5 東信入船ビル2階
Tel 03-6280-3446　Fax 03-6280-3447


