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代表挨拶

もっと、ほんとうの意味で人間を豊かにしたい

　このたびは弊社の商品にご関心をお寄せいただきましたことを、まずは心より御礼申し上げます。

　弊社は、１９９９年に京都太秦（うずまさ）で産声をあげました。太秦にある創業の地は、京都で

もっとも古い寺院、太秦広隆寺の門前にあります。この寺は聖徳太子ゆかりの寺であり、さらには

国宝・弥勒菩薩像が鎮座される特別な場所となっていて、全国からやすらぎを求める多くの方に

愛される聖地でもあります。このような希有の土地で、こころにも、からだにも、そして魂にもやさしい

品をひとりでも多くの方にお届けしようと始めたのが弊社創業の志でした。

　真に人にやさしいことは、自然界にもできるだけ負荷をかけないことと同義です。私たちの命は

母なる自然によって育まれ、そしてより高い意識をもった人間として成長することが期待されている

わけですが、残念なことに大量消費、大量破棄の時代にはこのような精神は経済第一主義に

埋もれてしまいました。その結果が福島第一原発の事故であり、極度の個人主義であり、あらゆる

ことに対しての無関心の蔓延です。本来、日本人は自然を尊び、自然に生かされているというこころ

をあまねく大切にし、他者を敬う素晴らしい精神のもとに生きてきました。失われた大切なこころは

日本の良心的な生産者をはじめ、世界中から日本に逆輸入され、またその息吹を吹き返そうと

していると信じたいと思っています。

　弊社は、そのための仲介役となるべく事業活動をしており、本カタログはその断片でもあります。

どうぞ、ぜひ善良なるありようのパートナーとして、あなたさまと共に歩みたいという私の意識を

お受け取りください。

 プレマ株式会社　代表取締役　中川信男

食 品 f o o d s

Smallest Soup Factory（スモーレストスープファクトリー）
　Michel’sClassic（ミシェルズクラシック） 03
Côteaux Nantais（コトー・ナンテ）
　スパークリングジュース／ビネガー／シードル 05
HARI（ハリ）
　HARI TEA（ハリティー） 09
　HARI CRUNCHY（ハリクランチ） 11
　SHOTIMAA TEA（ショティマーティー） 12
サチャインチオイル 15
EcoMil（エコミル） 16
Baobab Social Business（バオバブソーシャルビジネス）
　BAOBAB（バオバブ） 19
Bao!bab
バオバブ入りエナジードリンク
バオバブキャンディー
FRUTELIA（フルーテリア）
　wowbab!（ワオバブ） 20
Mr.BioFood（ミスタービオフード）
　有機発芽玄米ギャバ・ライスミルク 21
GoldCat（ゴールドキャット）
　ジンジャーキャット 
PureSynergy（ピュアシナジー） 22
プレマオリジナル
　さらり・すらり茶／さらり・すらり茶 ちょっとマテ 25
　ぬくもりめぐり茶／玄氣陽氣の素 26
　シナジーエンザイム／おいしいだし 27
　八福乃塩／元気♡キレイの素／グレイトミネラル 28
　元気☆がまんの素／元気酵素の素 29
　元気無限の素／元気鉄分（ひじき）の素 30
　らくなちゅらるプロポリス／ミャンマー産ひまわりはちみつ 31
　梅肉エキス粒 
　うめえんじぇる 32
　PremaShantiプレマシャンティご案内 
　Macrohealth（マクロヘルス） 33
ギフトセット 43

販売事例 44
大切なこと 45
FAX発注用紙 46
スタッフ紹介 47
企業理念・会社概要 49
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Michel'sClassic（ミシェルズクラシック）

※濃縮タイプのため、1.5～2.0倍希釈（アイテムにより異なる）、出来上がりは3～4人前となります。

Michel Jansenが世界中を旅する中で、
様々な国の家庭で出会った笑顔や温もりからレシピのヒントをもらって
完成させたスープシリーズです。

「しっかりと時間をかけてスープを煮込む」ことにこだわり、
種類によっては16時間煮込み続けているものも。
Michel Jansenが世界中を旅して気づいたことは、じっくりと煮込むことの大切さ。
そして、ほんものの味は、愛情と手間をかけなければ完成しないということ。
じっくりと煮込み、愛情たっぷりで仕上げた“ほんものの味”を
ご家庭やレストランでお楽しみいただけます。

ふんだんに使ったマッシュルーム（スー
プの約40％）の濃厚な味が楽しめる栄
養満点スープです。
※乳製品（有機バター）を含みます

有機マッシュルーム（アガリクス茸）、有機小麦粉、コーンスターチ、有機バター、有機ひま
わり油、食塩、有機クリーム、酵母エキス、有機コショウ、有機ナツメグ

400ml ¥1,380

やわらかマッシュルームを
コトコト煮込んで仕上げた　
濃厚有機クリームスープ

F9022品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：650g　JAN：4562123391763

乾燥トマト、新鮮な刻みトマト、トマト
ピューレの三種を使い、タマネギの風味
とエキストラバージンオリーブオイルで
まろやかに仕上げたトマトスープです。

有機トマト、有機タマネギ、有機ひまわり油、有機きび糖、食塩、有機オリーブオイル、有機
ドライトマト、コーンスターチ、酵母エキス、有機コショウ

400ml ¥1,380

オニオンの甘くて香ばしい
かおりに包まれる　
たまらない有機トマトスープ

F9023品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：650g　JAN：4562123391770

フランスの伝統的なスープをベースに
した、野菜の食感が楽しめる、トマトと野
菜の風味豊かなとろみのある濃厚スー
プです。

有機トマト、有機植物油脂（ひまわり油、パーム油、パームステアリン、パームカーネル）、有
機米粉、有機タマネギパウダー、有機トマトパウダー、食塩、有機きび糖、有機バジル、酵母
エキス、有機人参、有機タマネギ、有機セロリ、有機ニラ、有機パセリ、有機ターメリック、有
機コショウ、乳化剤（大豆レシチン）、クエン酸

400ml ¥1,380

フレッシュトマトと香り高い
野菜たちのハーモニー織りなす
有機クリームスープ

F9024品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：660g　JAN：4562123391787

400ml

世界初のフェアトレード認定オリーブオ
イル使用。パレスチナの伝統的なひよこ
豆入りのスープです。

有機トマト、有機ひよこ豆、有機タマネギ、有機ピント豆、有機ジャガイモ、有機オリーブオ
イル、有機ニンニク、有機ひまわり油、食塩、有機馬鈴薯澱粉、有機コリアンダー、酵母エキ
ス、有機胡麻、有機オレガノ、有機レモン、有機コショウ

¥1,380

ほくほく食感なひよこ豆と
オリーブオイルの香り広がる　
聖書の地有機スープ

F9026品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：660g　JAN：4562123391800

400ml

インドのムンバイ地方に古くから伝わ
る、赤レンズ豆がたっぷり入った甘酸っ
ぱいカレースープ。希釈せずにカレー
ソースとしてもおすすめです。

有機赤レンズ豆、有機きび糖、有機レモン汁、有機人参、有機ひまわり油、食塩、酵母エキ
ス、有機青トウガラシ、有機馬鈴薯澱粉、有機コリアンダー、有機ターメリック、有機クミン、
有機マスタード、有機フェンネル、有機シナモン、有機クローブ、クエン酸

¥1,380

陽気なインド人も仰天　
ボンベイ（ムンバイ）の
甘くてすっぱい魂の思い出有機スープ

F9027品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：675g　JAN：4562123391817

400ml

本場のタイカレーをご自宅で。麺類を加
えたり、ライム汁や刻んだコリアンダー
などを加えると、美味しさがいっそう引
き立ちます。

有機ココナッツミルク、有機オニオン、有機ココナッツクリーム、コーンスターチ、海塩、酵
母エキス、有機ニンニク、有機ショウガ、有機赤唐辛子、有機クルクマ、有機コリアンダー種
子、有機ひまわり油、有機マスタード種子、有機クミン、有機カルダモン、有機黒コショウ、有
機人参、有機セイヨウネギ、有機セロリ、有機タイム、有機ローレル、有機メース、有機オー
ルスパイス

¥1,380

カオサン通りの屋台有機タイカレー

00100622品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：650g　JAN：4562123399691

香りのよい野菜とハーブをコトコトじっ
くり煮込み、オニオンの濃厚な風味を
たっぷり引き出したイタリアの定番スー
プです。

有機人参、有機タマネギ、有機セロリ、有機赤パプリカ、有機青パプリカ、有機ニラ、有機エ
ンドウ豆、有機トマト、有機ひまわり油、食塩、有機オリーブオイル、有機パセリ、有機ニンニ
ク、酵母エキス、有機青トウガラシ、有機黒コショウ、有機タイム、有機ローズマリー

400ml ¥1,380

トスカーナに住む
羊飼いお兄さんの有機（アクアコッタ）
手作りスープ

F9019品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：665g　JAN：4562123391732

リボリッタとは、イタリア語で「温め直
す」こと。時間をかけて煮込んだ野菜と
豆が見事に調和しあったスープです。

有機人参、有機タマネギ、有機キャベツ、有機セロリ、有機ピント豆、食塩、有機ひまわり
油、有機馬鈴薯澱粉、有機オリーブオイル、酵母エキス、有機コショウ、有機セイボリー

400ml ¥1,380

トスカーナ家庭に代々伝わる
秘伝リボリッタ　
有機野菜&ビーンズスープ

F9020品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：648g　JAN：4562123391749

Michel's Classic

「このスープは、家庭でつくるより、
 ほんものの味。」

“おいしくできる量しかつくらない”
ひと皿のスープがもつ不思議な力に魅了されたMichel 
Jansen（ミシェル・ヤンセン）が作るスープシリーズです。
有機栽培された農作物のなかでも特に質のよいものを選
び、できる限り作物の旬を生かすことを大切に、さらには地
元オランダの地産地消をめざし、フェアトレードにも取り組ん
でいます。けれども、特別なスープに仕上げるのに本当に必
要なのは、「愛情だよ」とMichel Jansenは言います。そう、
これは大切な人に食べてもらいたいと願った、心温まるスー
プブランド。そのおいしさと優しく奥深い味わいに、今日も世
界中でファンが増え続けています。

※今後、「01 トスカーナに住む羊飼いお兄さんの（アクアコッタ）手作りレシピスープ」に名称を変更いた
します。なお、これに関する時期は現在調整中です。
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陽気なインド人も仰天　
ボンベイ（ムンバイ）の
甘くてすっぱい魂の思い出有機スープ

F9027品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：675g　JAN：4562123391817

400ml

本場のタイカレーをご自宅で。麺類を加
えたり、ライム汁や刻んだコリアンダー
などを加えると、美味しさがいっそう引
き立ちます。

有機ココナッツミルク、有機オニオン、有機ココナッツクリーム、コーンスターチ、海塩、酵
母エキス、有機ニンニク、有機ショウガ、有機赤唐辛子、有機クルクマ、有機コリアンダー種
子、有機ひまわり油、有機マスタード種子、有機クミン、有機カルダモン、有機黒コショウ、有
機人参、有機セイヨウネギ、有機セロリ、有機タイム、有機ローレル、有機メース、有機オー
ルスパイス

¥1,380

カオサン通りの屋台有機タイカレー

00100622品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：650g　JAN：4562123399691

香りのよい野菜とハーブをコトコトじっ
くり煮込み、オニオンの濃厚な風味を
たっぷり引き出したイタリアの定番スー
プです。

有機人参、有機タマネギ、有機セロリ、有機赤パプリカ、有機青パプリカ、有機ニラ、有機エ
ンドウ豆、有機トマト、有機ひまわり油、食塩、有機オリーブオイル、有機パセリ、有機ニンニ
ク、酵母エキス、有機青トウガラシ、有機黒コショウ、有機タイム、有機ローズマリー

400ml ¥1,380

トスカーナに住む
羊飼いお兄さんの有機（アクアコッタ）
手作りスープ

F9019品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：665g　JAN：4562123391732

リボリッタとは、イタリア語で「温め直
す」こと。時間をかけて煮込んだ野菜と
豆が見事に調和しあったスープです。

有機人参、有機タマネギ、有機キャベツ、有機セロリ、有機ピント豆、食塩、有機ひまわり
油、有機馬鈴薯澱粉、有機オリーブオイル、酵母エキス、有機コショウ、有機セイボリー

400ml ¥1,380

トスカーナ家庭に代々伝わる
秘伝リボリッタ　
有機野菜&ビーンズスープ

F9020品 番

サイズ：85×85×120㎜　賞味期間：4年　原産国：オランダ
重量：648g　JAN：4562123391749

Michel's Classic

「このスープは、家庭でつくるより、
 ほんものの味。」

“おいしくできる量しかつくらない”
ひと皿のスープがもつ不思議な力に魅了されたMichel 
Jansen（ミシェル・ヤンセン）が作るスープシリーズです。
有機栽培された農作物のなかでも特に質のよいものを選
び、できる限り作物の旬を生かすことを大切に、さらには地
元オランダの地産地消をめざし、フェアトレードにも取り組ん
でいます。けれども、特別なスープに仕上げるのに本当に必
要なのは、「愛情だよ」とMichel Jansenは言います。そう、
これは大切な人に食べてもらいたいと願った、心温まるスー
プブランド。そのおいしさと優しく奥深い味わいに、今日も世
界中でファンが増え続けています。

※今後、「01 トスカーナに住む羊飼いお兄さんの（アクアコッタ）手作りレシピスープ」に名称を変更いた
します。なお、これに関する時期は現在調整中です。
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保存料、着色料、砂糖を一切添加してな
い、アルコールフリーのスパークリング
ジュース。ギフトにも最適です。

有機りんご（100%）、二酸化炭素

750ml ¥1,680

スパークリング
有機リンゴジュース

F00895品 番

サイズ：84×84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4562123390599

保存料、着色料、砂糖　無添加。リンゴと
カシスを贅沢に使ったスパークリング
ジュース。上品なカクテルのような味わい
です。

有機りんご（95%）、有機カシス（5%）、二酸化炭素

750ml ¥1,680

スパークリング
有機リンゴ&カシスジュース

F00896品 番

サイズ：84×84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4562123390605

保存料、着色料、砂糖　無添加。ラズベ
リーのピンク色が、まるでロゼワインの
よう。アルコールフリーでも、満足感も
たっぷりです。

有機りんご（91%）、有機ラズベリー（9%）、二酸化炭素 

750ml ¥1,680

スパークリング
有機リンゴ&ラズベリージュース

F00897品 番

サイズ：84×84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4562123390612

保存料、着色料、砂糖を一切添加してな
い、アルコールフリーのスパークリング
ジュース。ギフトにも最適です。

有機りんご（100%）、二酸化炭素

375ml ¥1,080

スパークリング
有機リンゴジュース（小）

F00899品 番

サイズ：71×71×265㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：910g　JAN：4562123390636 

保存料、着色料、砂糖　無添加。ラズベ
リーのピンク色が、まるでロゼワインの
よう。アルコールフリーでも、満足感たっ
ぷりです。

有機りんご（91%）、有機ラズベリー（9%）、二酸化炭素 

375ml ¥1,080

スパークリング
有機リンゴ&ラズベリージュース（小）

F00901品 番

サイズ：71×71×265㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：910g　JAN：4562123390650 

保存料、着色料、砂糖　無添加。レモン
の酸味がアクセントになった、爽やかな
スパークリングジュース。

有機りんご（95.5％）、有機レモン（4.5％）、二酸化炭素

750ml ¥1,680

スパークリング
有機リンゴ&レモンジュース

00100623品 番

サイズ：84×84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4562123399707

保存料、着色料、砂糖　無添加。洋ナシ
のしっかりとした甘みと、リンゴの爽や
かな酸味が見事に調和した、スパークリ
ングジュースです。

有機りんご（75％）、有機洋ナシ（25％）、二酸化炭素

750ml ¥1,680

スパークリング
有機リンゴ＆洋ナシジュース

00101022品 番

サイズ：84×84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4573357391504

有機栽培のリンゴをまるごとすりつぶしたリンゴジュースを酵素を
加えず樫樽で熟成。自然の風味を活かすために、低温殺菌していま
せん。ほのかな甘みが特徴で、サラダやマリネにぴったり。ソースや
コートブイヨンに、魚介類の味つけにもおすすめです。保存料、着色
料、砂糖を一切添加していません。

有機りんご果汁

500ml ¥1,280

有機アップルサイダービネガー

00101026品 番

サイズ：Φ70×250㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量： 790g　JAN：4573357391702

保存料、着色料、砂糖　無添加。パッショ
ンフルーツの贅沢な甘みと香りが広が
る、爽やかなスパークリングジュース。

有機りんご（93％）、有機パッションフルーツ（7％）、二酸化炭素

750ml ¥1,680

スパークリング
有機リンゴ&パッションフルーツジュース

00100624品 番

サイズ：84×84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4562123399714

コトー・ナンテ

「フランスで69年。世界中で愛され続ける
 オーガニックフルーツブランド」

フランスで69年、変わらず愛されつづける老舗果樹園Coteaux 
Nantais（コトー・ナンテ）の果実をまるごと使った、おいしいオーガ
ニックフルーツシリーズです。
Coteaux Nantaisでは、自然との調和を重んじるバイオダイナミック
農法を実践し、フルーツの品質に対するこだわりを貫き、おいしいフ
ルーツをお届けすることに、日々、真摯に取り組んでいます。でも一体
なぜ、手間のかかるバイオダイナミック農法をあえて実践しつづけて
いるのか。
一般的な有機農業が自然環境の保全に注意を払っているのに対し、
バイオダイナミック農法では自然環境を“癒す”ために最大限の取り
組みを行っていることが特長です。自然環境を癒すこと、それは未来
にもおいしい果実を届け続けるための第一歩。今は小さな一歩だけ
れど、後に振り返ったときには、細く長い道になっていると願って…
おいしいフルーツたくさん実る果樹園から、きっとみんなが笑顔にな
るフルーツをお届けします。
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保存料、着色料、砂糖を一切添加してな
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コトー・ナンテ

「フランスで69年。世界中で愛され続ける
 オーガニックフルーツブランド」

フランスで69年、変わらず愛されつづける老舗果樹園Coteaux 
Nantais（コトー・ナンテ）の果実をまるごと使った、おいしいオーガ
ニックフルーツシリーズです。
Coteaux Nantaisでは、自然との調和を重んじるバイオダイナミック
農法を実践し、フルーツの品質に対するこだわりを貫き、おいしいフ
ルーツをお届けすることに、日々、真摯に取り組んでいます。でも一体
なぜ、手間のかかるバイオダイナミック農法をあえて実践しつづけて
いるのか。
一般的な有機農業が自然環境の保全に注意を払っているのに対し、
バイオダイナミック農法では自然環境を“癒す”ために最大限の取り
組みを行っていることが特長です。自然環境を癒すこと、それは未来
にもおいしい果実を届け続けるための第一歩。今は小さな一歩だけ
れど、後に振り返ったときには、細く長い道になっていると願って…
おいしいフルーツたくさん実る果樹園から、きっとみんなが笑顔にな
るフルーツをお届けします。

new

new
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シードル（これはお酒です）

ほんのりと甘く、りんごの風味がしっかり
としています。アルコール度数は2%。デ
ザートやケーキ、タルトなどによく合い
ます。冷やしてお楽しみください。

有機リンゴ、炭酸ガス含有

750ml ¥1,780

オーガニックシードル・
スイート（甘口）

00101023品 番

サイズ：Φ84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4573357391511

明るい琥珀色が見た目にも美しく、味はフ
ルーティでありながら、ほんのり辛口。アル
コール度数は4%。シーフードやチーズなど
によく合います。冷やしてお楽しみください。

有機リンゴ、炭酸ガス含有

750ml ¥1,780

オーガニックシードル・
セミドライ（やや辛口）

00101024品 番

サイズ：Φ84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4573357391528

フランスのブリュターニュ地方の伝統的
な風味で、香りが強く、辛口。アルコール
度数は5%。そのまま飲んで、またはカク
テルの材料に、お楽しみいただけます。

有機リンゴ、炭酸ガス含有

750ml ¥1,780

オーガニックシードル・
ドライ（辛口）

00101025品 番

サイズ：Φ84×315㎜　
賞味期間：4年　原産国：フランス
重量：1383g　JAN：4573357391542

new

new

new
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HARI TEA（ハリティー）

＊…ドイツLACON GmbH認定有機原料 ＊…ドイツLACON GmbH認定有機原料

「緑茶＆ミント＆チリ」を主とした、さっぱ
りとした味わいです。

煎茶*、ペパーミント*、スペアミント*、ブラックベリーリーフ*、オレンジオイル*、ターメリック
ルート*、黒コショウ*、ローズペタル*、唐辛子エキス* 

20g/2g×10 ¥1,280

Inner Flow 
あなたの内側の流れ

F9560品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396782

「紅茶＆チャイスパイス」の風味豊かな味
わいです。

紅茶*、ハニーブッシュ*、シナモン*、ショウガ*、カルダモン*、黒コショウ*、オレンジピール*、
クローブ*、ターメリックルート*、ローズペタル*

20g/2g×10 ¥1,280

In Harmony 
人生のバランス

F9561品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396799

「ローズ＆ハイビスカス」のおいしい酸味
と美しいルビー色がたまりません。

ローズヒップ*、アップル*、フェンネル*、ハイビスカス*、テーブルビート*、ブラックベリー
リーフ*、ローズペタル*、天然のローズの香料*、ジュニパーベリー*、黒コショウ*、ホワイト
ペッパー*、ベイリーフ*、ラベンダーフラワー*、ターメリックルート*、ショウガ* 

20g/2g×10 ¥1,280

Face the moment 
「そのとき」に向かい合う

F9562品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396805

「ハニーブッシュ＆ローズマリー」の上品
な香りはやすらぎタイムにおすすめです。

シナモン*、ハニーブッシュ*、ローズマリー*、フェンネル*、コリアンダー*、ショウガ*、アニス
*、カルダモン*、シャスミン茶*、黒コショウ*、ブラックベリーリーフ*、スターアニス*、レモン
グラス*、ターメリックルート*、ローズペタル*、クローブ*、ベイリーフ* 

20g/2g×10 ¥1,280

Tummy in Harmony 
調和したおなかのお花畑

F9563品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396812

「煎茶＆イチョウ」は頼れる記憶のため
に、おすすめです。

煎茶*、リンデンフラワー*、イチョウ*、レモングラス*、エルダーフラワー*、ローズペタル*、
ターメリックルート*、黒コショウ* 

20g/2g×10 ¥1,280

Forget Me Not
持続する記憶

F9564品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：70g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396829

「チョコ＆チリ」は、チョコの甘い香りがお
やつタイムにもおすすめです。

ココアシェルズ*、アニス*、ブラックベリーリーフ*、コンフラワー*、ショウガ*、ハイビスカス
*、シナモン*、ターメリックルート*、黒コショウ*、ココナッツ*、ラベンダーフラワー*、チリペッ
パー*、バニラ*、天然香料、ローズペタル*

20g/2g×10 ¥1,280

Mystery of Desire 
奥深い欲求の神秘

F9565品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396836

「ジャスミン茶＆ジンジャー」はやすらぎ
タイムを演出します。

シャスミン茶*、ショウガ*、レモングラス*、ターメリックルート*、ペパーミント*、イチョウ*、黒
コショウ*、ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Within & Without 
うちとそと

F9566品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396843

「ハイビスカス＆ミント」が程よい酸味と
さわやかな後味です。

ハイビスカス*、フェンネル*、ローズヒップ*、スペアミント*、ペパーミント*、シナモン*、グ
リーンルイボス*、アップル*、ローストチコリ*、ブラックベリーリーフ*、黒コショウ*、チョウセ
ンニンジンエキス*、ココナッツ*、ターメリックルート*、ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

New Sensation
若かりし感覚

F9567品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396850

「タイム&ルイボス」の豊かな香りはくつろ
ぎタイムのおともにどうぞ。

ルイボス*、タイム*、レモングラス*、ハニーブッシュ*、カルダモン*、ペパーミント*、シナモン
*、ターメリックルート*、黒コショウ*、レモンマートル*、レモン果汁*、オレンジピール*、ロー
ズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Inner Connection 
内側のつながり

F9568品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396867

「リンデンフラワー＆カモミール」の優しい甘
みと香りがふんわりとした時間を演出します。

リンデンフラワー*、カモミール*、ショウガ*、セージ*、ターメリックルート*、黒コショウ*、
ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Sweet heart
こころの平安 

F9569品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396874

「ジンジャー＆レモン」は定番の人気味で
す。

ショウガ*、レモングラス*、ターメリックルート*、カルダモン*、ペパーミント*、セージ*、イ
チョウ*、黒コショウ*、レモンマートル*、レモン果汁*、ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Mindscape
こころの風景 

F9570品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396881

ハーブ＆スパイスティー“HARI TEA”を全
種詰め込んだセット。ギフトにもおすすめ
です。

ハリティー全11種入り

11包 ¥1,280

Buddha Box

F9581品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123392685

ヴェーダ式ブレンドのハーブ＆スパイス、
自宅で手軽な本格派

世界中でヨガを教えるHari Singh（ハリ・シン）が設計する、
人々の幸せを願って作ったハーブ＆スパイスブランドです。
Hari Singhが製品を届けたい人、それは “ふつうの家に住んで
仕事と家庭を持っているふつうの人 ”々だと彼は言います。そし
て、製品やヨガをとおして「自分自身にバランスをもたらすこと」
を伝えていきたいと願っています。バランスをもたらすための
ツールは、ヨガやHARIブランドの製品のみにとどまらず、自分
自身にあっているものであれば何でもよい、バランスが大切だ
と伝え続けているHari Singh。どうして、そこまでバランスに
こだわり続けるのか。そう、なぜなら彼は、バランスのとれた状態
で生きていれば、望むことは何でもできることを知っているから
です。Hari Singhの言葉を借りるならば
“1日のなかで5％を自分自身のために使ってみませんか”。
1日5％はバランスのとれた状態へのステップ、まずは手軽な
HARIからどうぞ。

メンタル（心）、スピリチュアル（精神）、インスピレーション（ひらめき）、フィジカル（身体）の
4つのテーマに分類した全11種、HARIブランドの主力シリーズです。
大きく贅沢にカットしたハーブと、上質なスパイスが品良く香り、思わずため息がでるほどおいしいブレンド。
ピュアコットンのティーバックが、ハーブとスパイスの風味を損なわず、
ゆったりとしたひとときに彩りを添えます。

フィジカル（身体） スピリチュアル（精神） メンタル（心）

インスピレーション（ひらめき） スピリチュアル（精神）

インスピレーション（ひらめき） スピリチュアル（精神）

フィジカル（身体） メンタル（心）

インスピレーション（ひらめき） スピリチュアル（精神）

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

SERIESSERIES

パッケージが変わりました

このページすべてパッケージが変わりました
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HARI TEA（ハリティー）

＊…ドイツLACON GmbH認定有機原料 ＊…ドイツLACON GmbH認定有機原料

「緑茶＆ミント＆チリ」を主とした、さっぱ
りとした味わいです。

煎茶*、ペパーミント*、スペアミント*、ブラックベリーリーフ*、オレンジオイル*、ターメリック
ルート*、黒コショウ*、ローズペタル*、唐辛子エキス* 

20g/2g×10 ¥1,280

Inner Flow 
あなたの内側の流れ

F9560品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396782

「紅茶＆チャイスパイス」の風味豊かな味
わいです。

紅茶*、ハニーブッシュ*、シナモン*、ショウガ*、カルダモン*、黒コショウ*、オレンジピール*、
クローブ*、ターメリックルート*、ローズペタル*

20g/2g×10 ¥1,280

In Harmony 
人生のバランス

F9561品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396799

「ローズ＆ハイビスカス」のおいしい酸味
と美しいルビー色がたまりません。

ローズヒップ*、アップル*、フェンネル*、ハイビスカス*、テーブルビート*、ブラックベリー
リーフ*、ローズペタル*、天然のローズの香料*、ジュニパーベリー*、黒コショウ*、ホワイト
ペッパー*、ベイリーフ*、ラベンダーフラワー*、ターメリックルート*、ショウガ* 

20g/2g×10 ¥1,280

Face the moment 
「そのとき」に向かい合う

F9562品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396805

「ハニーブッシュ＆ローズマリー」の上品
な香りはやすらぎタイムにおすすめです。

シナモン*、ハニーブッシュ*、ローズマリー*、フェンネル*、コリアンダー*、ショウガ*、アニス
*、カルダモン*、シャスミン茶*、黒コショウ*、ブラックベリーリーフ*、スターアニス*、レモン
グラス*、ターメリックルート*、ローズペタル*、クローブ*、ベイリーフ* 

20g/2g×10 ¥1,280

Tummy in Harmony 
調和したおなかのお花畑

F9563品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396812

「煎茶＆イチョウ」は頼れる記憶のため
に、おすすめです。

煎茶*、リンデンフラワー*、イチョウ*、レモングラス*、エルダーフラワー*、ローズペタル*、
ターメリックルート*、黒コショウ* 

20g/2g×10 ¥1,280

Forget Me Not
持続する記憶

F9564品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：70g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396829

「チョコ＆チリ」は、チョコの甘い香りがお
やつタイムにもおすすめです。

ココアシェルズ*、アニス*、ブラックベリーリーフ*、コンフラワー*、ショウガ*、ハイビスカス
*、シナモン*、ターメリックルート*、黒コショウ*、ココナッツ*、ラベンダーフラワー*、チリペッ
パー*、バニラ*、天然香料、ローズペタル*

20g/2g×10 ¥1,280

Mystery of Desire 
奥深い欲求の神秘

F9565品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396836

「ジャスミン茶＆ジンジャー」はやすらぎ
タイムを演出します。

シャスミン茶*、ショウガ*、レモングラス*、ターメリックルート*、ペパーミント*、イチョウ*、黒
コショウ*、ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Within & Without 
うちとそと

F9566品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396843

「ハイビスカス＆ミント」が程よい酸味と
さわやかな後味です。

ハイビスカス*、フェンネル*、ローズヒップ*、スペアミント*、ペパーミント*、シナモン*、グ
リーンルイボス*、アップル*、ローストチコリ*、ブラックベリーリーフ*、黒コショウ*、チョウセ
ンニンジンエキス*、ココナッツ*、ターメリックルート*、ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

New Sensation
若かりし感覚

F9567品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396850

「タイム&ルイボス」の豊かな香りはくつろ
ぎタイムのおともにどうぞ。

ルイボス*、タイム*、レモングラス*、ハニーブッシュ*、カルダモン*、ペパーミント*、シナモン
*、ターメリックルート*、黒コショウ*、レモンマートル*、レモン果汁*、オレンジピール*、ロー
ズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Inner Connection 
内側のつながり

F9568品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：65g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396867

「リンデンフラワー＆カモミール」の優しい甘
みと香りがふんわりとした時間を演出します。

リンデンフラワー*、カモミール*、ショウガ*、セージ*、ターメリックルート*、黒コショウ*、
ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Sweet heart
こころの平安 

F9569品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396874

「ジンジャー＆レモン」は定番の人気味で
す。

ショウガ*、レモングラス*、ターメリックルート*、カルダモン*、ペパーミント*、セージ*、イ
チョウ*、黒コショウ*、レモンマートル*、レモン果汁*、ローズペタル* 

20g/2g×10 ¥1,280

Mindscape
こころの風景 

F9570品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123396881

ハーブ＆スパイスティー“HARI TEA”を全
種詰め込んだセット。ギフトにもおすすめ
です。

ハリティー全11種入り

11包 ¥1,280

Buddha Box

F9581品 番

サイズ：50×98×98㎜　賞味期間：3年　重量：60g　
原産国：ドイツ（最終包装：モロッコ） 　JAN：4562123392685

ヴェーダ式ブレンドのハーブ＆スパイス、
自宅で手軽な本格派

世界中でヨガを教えるHari Singh（ハリ・シン）が設計する、
人々の幸せを願って作ったハーブ＆スパイスブランドです。
Hari Singhが製品を届けたい人、それは “ふつうの家に住んで
仕事と家庭を持っているふつうの人 ”々だと彼は言います。そし
て、製品やヨガをとおして「自分自身にバランスをもたらすこと」
を伝えていきたいと願っています。バランスをもたらすための
ツールは、ヨガやHARIブランドの製品のみにとどまらず、自分
自身にあっているものであれば何でもよい、バランスが大切だ
と伝え続けているHari Singh。どうして、そこまでバランスに
こだわり続けるのか。そう、なぜなら彼は、バランスのとれた状態
で生きていれば、望むことは何でもできることを知っているから
です。Hari Singhの言葉を借りるならば
“1日のなかで5％を自分自身のために使ってみませんか”。
1日5％はバランスのとれた状態へのステップ、まずは手軽な
HARIからどうぞ。

メンタル（心）、スピリチュアル（精神）、インスピレーション（ひらめき）、フィジカル（身体）の
4つのテーマに分類した全11種、HARIブランドの主力シリーズです。
大きく贅沢にカットしたハーブと、上質なスパイスが品良く香り、思わずため息がでるほどおいしいブレンド。
ピュアコットンのティーバックが、ハーブとスパイスの風味を損なわず、
ゆったりとしたひとときに彩りを添えます。

フィジカル（身体） スピリチュアル（精神） メンタル（心）

インスピレーション（ひらめき） スピリチュアル（精神）

インスピレーション（ひらめき） スピリチュアル（精神）

フィジカル（身体） メンタル（心）

インスピレーション（ひらめき） スピリチュアル（精神）

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

SERIESSERIES

パッケージが変わりました

このページすべてパッケージが変わりました
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F9012品 番

【第1チャクラ】
「セージ・ショウガ・エルダーフラワー」

ぴりっとしたショウガの風味がアクセントに
なっています。

有機セージ、有機ショウガ、有機レモングラス、有機リコリス、有機エルダーフラワー、有機
ペパーミント、有機レモン果汁、有機黒コショウ、有機レモンピール、有機カルダモン、有機
ターメリックルート、有機シナモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

I Am ～アイ・アム～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：75g　JAN：4562123396713

F9013品 番

【第2チャクラ】
「ハイビスカス・オレンジ・黒コショウ」

ルビー色が美しい！さわやかなチャイティーで
す。

有機ハイビスカス、有機オレンジピール、有機レモングラス、有機ローズヒップ、有機黒コ
ショウ、有機リコリス、有機カルダモン、有機シナモン、有機ショウガ、オレンジエキス、有機
クローブ

32g/2g×16包 ¥980

In the Mood ～ムードに包まれて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396720

F9014品 番

【第3チャクラ】
「ショウガ・フェンネル・シナモン」

ほっとしたいときの一杯として、おすすめです。

有機ショウガ、有機フェンネル、有機シナモン、有機ココアシェルズ、有機アニス、有機カル
ダモン、有機ターメリックルート、有機黒コショウ、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Sanctify ～浄化のために～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396737

F9015品 番

【第4チャクラ】
「グリーンティー・シナモン・アールグレー」

新しい和のテイスト、ぜひお試しください。

有機番茶、有機シナモン、有機アニス、有機大麦麦芽、ベルガモットエキス、有機エルダー
フラワー、有機カルダモン、有機リンデンフラワー、有機ショウガ、シナモンエキス、有機黒
コショウ、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Loving ～愛すること～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：65g　JAN：4562123396744

F9016品 番

【第5チャクラ】
「ラベンダー・リコリス・ミント」
ミントの清涼感とリコリスの甘さが絶妙なバラ
ンスです。

有機ペパーミント、有機リコリス、有機レモングラス、有機スペアミント、有機シナモン、有
機ラベンダーフラワー、有機カルダモン、有機ショウガ、有機黒コショウ、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Talk to Me ～わたしとの対話～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396751

F9017品 番

【第6チャクラ】
「ショウガ・レモン」
レモンとショウガが創造性を刺激します。

有機ショウガ、有機レモングラス、有機レモン果汁、有機リコリス、有機ペパーミント、有機
レモンバーベナ、有機黒コショウ、有機レモンピール、レモンエキス、有機カルダモン、有機
ターメリックルート、有機シナモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Delighted ～歓喜～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396768

F9018品 番

【第7チャクラ】
「クラシック　チャイ」

心身の浄化と精神のサポートのために、おす
すめです。

有機シナモン、有機ショウガ、有機クローブ、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機フェン
ネル、シナモンエキス、有機ローズペタル、有機ターメリックルート、有機ラズべリーリーフ

32g/2g×16包 ¥980

Harmony ～ハーモニー～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：75g　JAN：4562123396775

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

HARIのお茶をもっと身近に。そんなコンセプトからうまれたシリーズです。HARIの魅力である、
ハーブとスパイスの品質や絶妙なブレンドはそのままに、身体のエネルギースポットである
チャクラに働きかけるようブレンドしたHARIオリジナル、心もわくわくするシリーズです。
ぱっと目をひくパッケージにはインドの神様がずらりとならび、手に取った人々に寄り添います。

SHOTIMAA TEA（ショティマーティー）
～「チャクラ」シリーズ～

HARI CRUNCHY（ハリクランチ）

～ハーブ＆スパイスにドライフルーツごろごろ。食べ応えたっぷり、やみつきオーガニックグラノーラ！～
日本でも朝食の定番となりつつあるグラノーラに、インドに伝承されるヴェーダの哲学に基づいて
ハーブとスパイス、ドライフルーツにナッツなどをオリジナルでブレンドしました。
朝食に食べると今日一日の元気と活力に、おやつにも残業のおともにも、
シーンを問わずお楽しみいただけます。

～シナモン＆レモン with ラズベリー＆ココナッツ～
女性に人気！ラズベリーで色づいた、ピンク色のココナッツが見た目に
も楽しい、人気の味。程よい存在感のパイナップルやドライレモンも、
やみつきになる理由です。一度しか訪れない今日だから、すっきりさわ
やかにはじめましょう！

ロールドオート、コーンフレーク（コーン、甜菜糖、大麦エキス、海塩）、黒砂糖、ココナッツ、植物
油、小麦粉、パイナップル、アーモンド、ラズベリー、ひまわりの種、セサミ、かぼちゃの種、ドライ
レモン、乳化剤：大豆レシチン、塩、膨張剤（炭酸水素ナトリウム）、カルダモン、シナモン、ユーカ
リ、ショウガ、ターメリックルート、クローブ、黒コショウ

Open Up　オープンアップ

F9571品 番275g ¥980
サイズ：75×112×220㎜　賞味期間：14ヶ月　原産国：オランダ　
重量：375g　JAN：4562123396898

～カルダモン＆アーモンド with ごま、ローズ＆クランベリー～
ごろごろ大満足！程よい甘さにふんわり香るスパイス。レーズンやアプ
リコットの甘みがアクセントになって、飽きない美味しさです。朝から
しっかり食べたい、テンションを上げたい、そんな日にもおすすめです。

ロールドオート、コーンフレーク（コーン、甜菜糖、大麦エキス、海塩）、黒砂糖、レーズン、アーモ
ンド、アプリコット、植物油、小麦粉、セサミ、クランベリー、ココナッツ、ヒマワリ種子、カボチャ
種子、乳化剤：大豆レシチン、塩、膨張剤：重曹（炭酸水素ナトリウム）、カルダモン、ペパーミン
ト、ローズペタル、シナモン、ショウガ、メース、黒コショウ、クローブ、ターメリックルート、バニラ

Let’s Rock　レッツロック

F9572品 番275g ¥980
サイズ：75×112×220㎜　賞味期間：14ヶ月　原産国：オランダ　
重量：380g　JAN：4562123396904

～ショウガ・ペカンナッツ with コーンフレーク、アップル＆アプリコット～
毎日食べたい！コーンフレークにナッツとスパイスが入った、定番なが
らどこか新しい美味しさです。ざくざくの歯ごたえも楽しく、頭スッキリ。
本当に大切なものは何ですか？さぁ、一日のはじまりです。

ロールドオート、コーン＆スペルトフレーク（コーン、スペルト小麦、甜菜糖、大麦エキス、海
塩）、スペルトパフ、黒砂糖、ペカンナッツ、植物油、小麦粉、アプリコット、アップル、ココナッツ、
レーズン、プルーン、ひまわりの種、セサミ、かぼちゃの種、乳化剤：大豆レシチン、塩、膨張剤：重
曹（炭酸水素ナトリウム）、カルダモン、ショウガ、シナモン、クローブ、黒コショウ、ターメリック
ルート

All Clear　オールクリア

F9573品 番275g ¥980
サイズ：75×112×220㎜　賞味期間：14ヶ月　原産国：オランダ　
重量：380g　JAN：4562123396911

パッケージが変わりました
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F9012品 番

【第1チャクラ】
「セージ・ショウガ・エルダーフラワー」

ぴりっとしたショウガの風味がアクセントに
なっています。

有機セージ、有機ショウガ、有機レモングラス、有機リコリス、有機エルダーフラワー、有機
ペパーミント、有機レモン果汁、有機黒コショウ、有機レモンピール、有機カルダモン、有機
ターメリックルート、有機シナモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

I Am ～アイ・アム～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：75g　JAN：4562123396713

F9013品 番

【第2チャクラ】
「ハイビスカス・オレンジ・黒コショウ」

ルビー色が美しい！さわやかなチャイティーで
す。

有機ハイビスカス、有機オレンジピール、有機レモングラス、有機ローズヒップ、有機黒コ
ショウ、有機リコリス、有機カルダモン、有機シナモン、有機ショウガ、オレンジエキス、有機
クローブ

32g/2g×16包 ¥980

In the Mood ～ムードに包まれて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396720

F9014品 番

【第3チャクラ】
「ショウガ・フェンネル・シナモン」

ほっとしたいときの一杯として、おすすめです。

有機ショウガ、有機フェンネル、有機シナモン、有機ココアシェルズ、有機アニス、有機カル
ダモン、有機ターメリックルート、有機黒コショウ、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Sanctify ～浄化のために～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396737

F9015品 番

【第4チャクラ】
「グリーンティー・シナモン・アールグレー」

新しい和のテイスト、ぜひお試しください。

有機番茶、有機シナモン、有機アニス、有機大麦麦芽、ベルガモットエキス、有機エルダー
フラワー、有機カルダモン、有機リンデンフラワー、有機ショウガ、シナモンエキス、有機黒
コショウ、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Loving ～愛すること～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：65g　JAN：4562123396744

F9016品 番

【第5チャクラ】
「ラベンダー・リコリス・ミント」
ミントの清涼感とリコリスの甘さが絶妙なバラ
ンスです。

有機ペパーミント、有機リコリス、有機レモングラス、有機スペアミント、有機シナモン、有
機ラベンダーフラワー、有機カルダモン、有機ショウガ、有機黒コショウ、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Talk to Me ～わたしとの対話～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396751

F9017品 番

【第6チャクラ】
「ショウガ・レモン」
レモンとショウガが創造性を刺激します。

有機ショウガ、有機レモングラス、有機レモン果汁、有機リコリス、有機ペパーミント、有機
レモンバーベナ、有機黒コショウ、有機レモンピール、レモンエキス、有機カルダモン、有機
ターメリックルート、有機シナモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Delighted ～歓喜～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123396768

F9018品 番

【第7チャクラ】
「クラシック　チャイ」

心身の浄化と精神のサポートのために、おす
すめです。

有機シナモン、有機ショウガ、有機クローブ、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機フェン
ネル、シナモンエキス、有機ローズペタル、有機ターメリックルート、有機ラズべリーリーフ

32g/2g×16包 ¥980

Harmony ～ハーモニー～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：75g　JAN：4562123396775

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

HARIのお茶をもっと身近に。そんなコンセプトからうまれたシリーズです。HARIの魅力である、
ハーブとスパイスの品質や絶妙なブレンドはそのままに、身体のエネルギースポットである
チャクラに働きかけるようブレンドしたHARIオリジナル、心もわくわくするシリーズです。
ぱっと目をひくパッケージにはインドの神様がずらりとならび、手に取った人々に寄り添います。

SHOTIMAA TEA（ショティマーティー）
～「チャクラ」シリーズ～

HARI CRUNCHY（ハリクランチ）

～ハーブ＆スパイスにドライフルーツごろごろ。食べ応えたっぷり、やみつきオーガニックグラノーラ！～
日本でも朝食の定番となりつつあるグラノーラに、インドに伝承されるヴェーダの哲学に基づいて
ハーブとスパイス、ドライフルーツにナッツなどをオリジナルでブレンドしました。
朝食に食べると今日一日の元気と活力に、おやつにも残業のおともにも、
シーンを問わずお楽しみいただけます。

～シナモン＆レモン with ラズベリー＆ココナッツ～
女性に人気！ラズベリーで色づいた、ピンク色のココナッツが見た目に
も楽しい、人気の味。程よい存在感のパイナップルやドライレモンも、
やみつきになる理由です。一度しか訪れない今日だから、すっきりさわ
やかにはじめましょう！

ロールドオート、コーンフレーク（コーン、甜菜糖、大麦エキス、海塩）、黒砂糖、ココナッツ、植物
油、小麦粉、パイナップル、アーモンド、ラズベリー、ひまわりの種、セサミ、かぼちゃの種、ドライ
レモン、乳化剤：大豆レシチン、塩、膨張剤（炭酸水素ナトリウム）、カルダモン、シナモン、ユーカ
リ、ショウガ、ターメリックルート、クローブ、黒コショウ

Open Up　オープンアップ

F9571品 番275g ¥980
サイズ：75×112×220㎜　賞味期間：14ヶ月　原産国：オランダ　
重量：375g　JAN：4562123396898

～カルダモン＆アーモンド with ごま、ローズ＆クランベリー～
ごろごろ大満足！程よい甘さにふんわり香るスパイス。レーズンやアプ
リコットの甘みがアクセントになって、飽きない美味しさです。朝から
しっかり食べたい、テンションを上げたい、そんな日にもおすすめです。

ロールドオート、コーンフレーク（コーン、甜菜糖、大麦エキス、海塩）、黒砂糖、レーズン、アーモ
ンド、アプリコット、植物油、小麦粉、セサミ、クランベリー、ココナッツ、ヒマワリ種子、カボチャ
種子、乳化剤：大豆レシチン、塩、膨張剤：重曹（炭酸水素ナトリウム）、カルダモン、ペパーミン
ト、ローズペタル、シナモン、ショウガ、メース、黒コショウ、クローブ、ターメリックルート、バニラ

Let’s Rock　レッツロック

F9572品 番275g ¥980
サイズ：75×112×220㎜　賞味期間：14ヶ月　原産国：オランダ　
重量：380g　JAN：4562123396904

～ショウガ・ペカンナッツ with コーンフレーク、アップル＆アプリコット～
毎日食べたい！コーンフレークにナッツとスパイスが入った、定番なが
らどこか新しい美味しさです。ざくざくの歯ごたえも楽しく、頭スッキリ。
本当に大切なものは何ですか？さぁ、一日のはじまりです。

ロールドオート、コーン＆スペルトフレーク（コーン、スペルト小麦、甜菜糖、大麦エキス、海
塩）、スペルトパフ、黒砂糖、ペカンナッツ、植物油、小麦粉、アプリコット、アップル、ココナッツ、
レーズン、プルーン、ひまわりの種、セサミ、かぼちゃの種、乳化剤：大豆レシチン、塩、膨張剤：重
曹（炭酸水素ナトリウム）、カルダモン、ショウガ、シナモン、クローブ、黒コショウ、ターメリック
ルート

All Clear　オールクリア

F9573品 番275g ¥980
サイズ：75×112×220㎜　賞味期間：14ヶ月　原産国：オランダ　
重量：380g　JAN：4562123396911

パッケージが変わりました
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「地」「水」「火」「風」「空」5つのテーマに働きかける、SHOTIMAA TEAの新シリーズ「5 Elements」です。
古代インド思想で万物を形成するとされる5つの要素、「地」「水」「火」「風」「空」は
私たちにとってとても大切で、この5つの要素のバランスをとることが、体や心にとって良いと
されており、このバランスが崩れてしまうことは、私たちにとって良くないとされています。
バランスのよい人生に。手軽なSHOTIMAA TEAから、ヴェーダの知恵を生活に取り入れていかがでしょうか？

00100195品 番

有機ハニーブッシュ、有機シナモン、有機アニス、有機フェンネル、有機ショウガ、有機コリ
アンダー、有機セージ、有機ラベンダーフラワー、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機ク
ローブ

32g/2g×16包 ¥980

Touch the Ground  ～Earth～
～母なる大地を感じて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395761

00100196品 番

有機ハイビスカス、有機リコリス、有機ペパーミント、有機バジル、有機ブラックベリーリー
フ、有機ショウガ、有機ネトル、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機シナモン、有機クロー
ブ

32g/2g×16包 ¥980

Emotional Detox ～Water～
～心を自由に～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395778

00100197品 番

有機リコリス、有機ココアシェルズ、有機スペアミント、有機ブラックベリーリーフ、有機アニ
ス、有機フェンネル、有機ショウガ、有機ペパーミント、有機シナモン、有機黒コショウ、有機
カルダモン、有機クローブ、有機ネトル、有機レッドチリペッパー、有機ローズペタル

32g/2g×16包 ¥980

Purity Flame ～Fire～
～情熱をかき立てて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395785

00100198品 番

有機フェンネル、有機ショウガ、有機シナモン、有機カルダモン、有機リコリス、有機アニス、
有機レモングラス、有機ホップ、有機オレンジピール、有機バジル、有機黒コショウ、有機ク
ローブ、有機フェヌグリーク、有機ラベンダーフラワー、有機ヤロウフラワー

32g/2g×16包 ¥980

Life On Wings ～Air～
～風よりも軽く～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395792

00100199品 番

有機アップル、有機レモングラス、有機ハニーブッシュ、有機ハイビスカス、有機レモン果
汁、有機ターメリックルート、有機シナモン、有機黒コショウ、有機ココアシェルズ、レモンエ
キス、有機バジル、有機ショウガ、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Joyful Silence ～Ether～
～静寂を感じて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395808

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

地 水

火 風

空

「ハニーブッシュ、アニス＆セージ」
大地のように、深く、優しく、あなたを包み込
む。母なる大地との一体感は、日々がんばるあ
なたの心身を時ほぐします。

「スイートハイビスカス＆ミント」
水のように湧き上がり、流れ行く感情。大切な
のは、時には流したり、流されたりすることで、
感情のバランスをとること。

「スイートチョコ＆チリ」
火のようにピュアな情熱が、あなたの内を照ら
し、あなたに不要なものを浄化します。

「フェンネル、カルダモン＆オレンジ」
風のように、激しくも、優しくもある思考や行
動。深呼吸であなた自身のペースを取り戻し、
エネルギーを補給しましょう。

「アップル＆レモン」
静寂ーあらゆるものを包み込み、すべてはそこ
から生まれます。特には静寂に耳を傾けて、静
寂の豊かさを楽しみましょう。

00100442品 番12包 ¥980

MagicBox

サイズ：40×75×130㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：60g　JAN：4562123397857

ショティマーティー（チャクラシリーズ・5エレメ
ンツ）各1種ずつのセットです。プレゼントにも
お試しにもどうぞ。

一日の太陽の動きにあわせて飲む、SHOTIMAA TEAの新シリーズ「Sundial」です。
サンディアルとは「日時計」の意味。アーユルヴェーダにおいては、「ドーシャ」と総称される
3つのエネルギー「カパ」「ピッタ」「ヴァータ」により、身体が支えられていると考えられます。
この3つのエネルギーは時間帯によっても優位性が変化し、そのエネルギー変化に適応することで、
一日をスムースに過ごすことができます。

00100674品 番

有機ホワイトハイビスカス、有機ショウガ、有機アップル、有機ペパーミント、有機シナモ
ン、有機リコリス、有機レモンエキス、有機ガランガル、有機ターメリックルート、有機黒コ
ショウ、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Life is beautiful ～Rise～ 
～毎日生まれ変わる～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392678

00100675品 番

有機フェンネル、有機リコリス 、有機ローストチコリ、有機シナモン、有機コーンシルク、有
機黒コショウ、有機ショウガ、有機ネトル、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Let it happen ～Shine～ 
～あなたは輝いている～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392852

00100676品 番

有機カモミール、有機アップル、有機ホワイトハイビスカス、有機シナモン、有機リコリス、
有機レモンマートル、有機ライム、有機ローズヒップ、有機ショウガ、有機ナツメグ、有機レ
モンピール、有機オレンジピール、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Leave the past behind ～Move on～ 
～手放して前に進む～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392968

00100677品 番

有機ココアシェルズ、有機シナモン、有機リコリス、有機キャロブ、有機ショウガ、有機ロー
ストチコリ、有機カルダモン、有機黒コショウ、有機コーンシルク、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Keep the flow ～Flow～ 
～流れにのって～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392975

00100678品 番

有機シナモン、有機ショウガ、有機リコリス、有機ルイボス、有機フェンネル、有機カルダモ
ン、有機キャロブ、有機バニラ、有機ココアシェルズ、有機クローブ、有機黒コショウ、有機ナ
ツメグ

32g/2g×16包 ¥980

Relax all the way ～Unwind～ 
～寛ぎのひととき～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123393606

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

【レモン、アップル＆ジンジャー】
今日は昨日の続きと思っていませんか。答え
は、ノー。 朝陽を浴びたらいつだって、新しい
人生のはじまりです。 ライフイズビューティフ
ル、“今ここ”を見つめましょう。

【スウィートチャイ】
太陽を浴びて輝く花々、自由に飛び回る鳥た
ち。 どうしてそれらは美しいのでしょう。自分で
あることを純粋に楽しむ、 ただそれだけで、ま
わりまで幸せになるって素敵ですよね。

【ライム、カモミール＆ローズヒップ】
空高く輝く太陽が、あなたをいつも導いていま
す。 真に大切なものが何か、本当は分かってい
ますよね。 抱えすぎたら手放して。大丈夫、きっ
とうまくいきますよ。

【チョコチャイ】
穏やかな日差し、幸せいっぱいの甘い時間。 
思考を巡らせた後は、自分を信じて、流れに身
を任せましょう。 大いなるものと運命は、いつ
だってあなたの味方です。

【バニラチャイ】
心を優しくほぐしてくれる夕焼けは、自然から
の贈り物。 今日がどんな一日だったとしても、
まずはゆったり深呼吸。 がんばりすぎていませ
んか？目を閉じて、自分自身を感じましょう。

10:00 2:00

6:00

Pitta
ピッタ

Kapha
カパ

Vata
ヴァータ

地

水

火

風

空

Vata
ヴァータ

Kapha
カパ
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ピッタ

SHOTIMAA TEA（ショティマーティー）
～「5エレメンツ」シリーズ～

SHOTIMAA TEA（ショティマーティー）
～「サンディアル」シリーズ～

Rise Shine

Unwind

FlowMove on
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「地」「水」「火」「風」「空」5つのテーマに働きかける、SHOTIMAA TEAの新シリーズ「5 Elements」です。
古代インド思想で万物を形成するとされる5つの要素、「地」「水」「火」「風」「空」は
私たちにとってとても大切で、この5つの要素のバランスをとることが、体や心にとって良いと
されており、このバランスが崩れてしまうことは、私たちにとって良くないとされています。
バランスのよい人生に。手軽なSHOTIMAA TEAから、ヴェーダの知恵を生活に取り入れていかがでしょうか？

00100195品 番

有機ハニーブッシュ、有機シナモン、有機アニス、有機フェンネル、有機ショウガ、有機コリ
アンダー、有機セージ、有機ラベンダーフラワー、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機ク
ローブ

32g/2g×16包 ¥980

Touch the Ground  ～Earth～
～母なる大地を感じて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395761

00100196品 番

有機ハイビスカス、有機リコリス、有機ペパーミント、有機バジル、有機ブラックベリーリー
フ、有機ショウガ、有機ネトル、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機シナモン、有機クロー
ブ

32g/2g×16包 ¥980

Emotional Detox ～Water～
～心を自由に～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395778

00100197品 番

有機リコリス、有機ココアシェルズ、有機スペアミント、有機ブラックベリーリーフ、有機アニ
ス、有機フェンネル、有機ショウガ、有機ペパーミント、有機シナモン、有機黒コショウ、有機
カルダモン、有機クローブ、有機ネトル、有機レッドチリペッパー、有機ローズペタル

32g/2g×16包 ¥980

Purity Flame ～Fire～
～情熱をかき立てて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395785

00100198品 番

有機フェンネル、有機ショウガ、有機シナモン、有機カルダモン、有機リコリス、有機アニス、
有機レモングラス、有機ホップ、有機オレンジピール、有機バジル、有機黒コショウ、有機ク
ローブ、有機フェヌグリーク、有機ラベンダーフラワー、有機ヤロウフラワー

32g/2g×16包 ¥980

Life On Wings ～Air～
～風よりも軽く～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395792

00100199品 番

有機アップル、有機レモングラス、有機ハニーブッシュ、有機ハイビスカス、有機レモン果
汁、有機ターメリックルート、有機シナモン、有機黒コショウ、有機ココアシェルズ、レモンエ
キス、有機バジル、有機ショウガ、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Joyful Silence ～Ether～
～静寂を感じて～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123395808

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

地 水

火 風

空

「ハニーブッシュ、アニス＆セージ」
大地のように、深く、優しく、あなたを包み込
む。母なる大地との一体感は、日々がんばるあ
なたの心身を時ほぐします。

「スイートハイビスカス＆ミント」
水のように湧き上がり、流れ行く感情。大切な
のは、時には流したり、流されたりすることで、
感情のバランスをとること。

「スイートチョコ＆チリ」
火のようにピュアな情熱が、あなたの内を照ら
し、あなたに不要なものを浄化します。

「フェンネル、カルダモン＆オレンジ」
風のように、激しくも、優しくもある思考や行
動。深呼吸であなた自身のペースを取り戻し、
エネルギーを補給しましょう。

「アップル＆レモン」
静寂ーあらゆるものを包み込み、すべてはそこ
から生まれます。特には静寂に耳を傾けて、静
寂の豊かさを楽しみましょう。

00100442品 番12包 ¥980

MagicBox

サイズ：40×75×130㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：60g　JAN：4562123397857

ショティマーティー（チャクラシリーズ・5エレメ
ンツ）各1種ずつのセットです。プレゼントにも
お試しにもどうぞ。

一日の太陽の動きにあわせて飲む、SHOTIMAA TEAの新シリーズ「Sundial」です。
サンディアルとは「日時計」の意味。アーユルヴェーダにおいては、「ドーシャ」と総称される
3つのエネルギー「カパ」「ピッタ」「ヴァータ」により、身体が支えられていると考えられます。
この3つのエネルギーは時間帯によっても優位性が変化し、そのエネルギー変化に適応することで、
一日をスムースに過ごすことができます。

00100674品 番

有機ホワイトハイビスカス、有機ショウガ、有機アップル、有機ペパーミント、有機シナモ
ン、有機リコリス、有機レモンエキス、有機ガランガル、有機ターメリックルート、有機黒コ
ショウ、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Life is beautiful ～Rise～ 
～毎日生まれ変わる～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392678

00100675品 番

有機フェンネル、有機リコリス 、有機ローストチコリ、有機シナモン、有機コーンシルク、有
機黒コショウ、有機ショウガ、有機ネトル、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Let it happen ～Shine～ 
～あなたは輝いている～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392852

00100676品 番

有機カモミール、有機アップル、有機ホワイトハイビスカス、有機シナモン、有機リコリス、
有機レモンマートル、有機ライム、有機ローズヒップ、有機ショウガ、有機ナツメグ、有機レ
モンピール、有機オレンジピール、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Leave the past behind ～Move on～ 
～手放して前に進む～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392968

00100677品 番

有機ココアシェルズ、有機シナモン、有機リコリス、有機キャロブ、有機ショウガ、有機ロー
ストチコリ、有機カルダモン、有機黒コショウ、有機コーンシルク、有機クローブ

32g/2g×16包 ¥980

Keep the flow ～Flow～ 
～流れにのって～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123392975

00100678品 番

有機シナモン、有機ショウガ、有機リコリス、有機ルイボス、有機フェンネル、有機カルダモ
ン、有機キャロブ、有機バニラ、有機ココアシェルズ、有機クローブ、有機黒コショウ、有機ナ
ツメグ

32g/2g×16包 ¥980

Relax all the way ～Unwind～ 
～寛ぎのひととき～

サイズ：65×74×128㎜　賞味期間：3年　
原産国：オランダ　重量：70g　JAN：4562123393606

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

カフェインフリー

【レモン、アップル＆ジンジャー】
今日は昨日の続きと思っていませんか。答え
は、ノー。 朝陽を浴びたらいつだって、新しい
人生のはじまりです。 ライフイズビューティフ
ル、“今ここ”を見つめましょう。

【スウィートチャイ】
太陽を浴びて輝く花々、自由に飛び回る鳥た
ち。 どうしてそれらは美しいのでしょう。自分で
あることを純粋に楽しむ、 ただそれだけで、ま
わりまで幸せになるって素敵ですよね。

【ライム、カモミール＆ローズヒップ】
空高く輝く太陽が、あなたをいつも導いていま
す。 真に大切なものが何か、本当は分かってい
ますよね。 抱えすぎたら手放して。大丈夫、きっ
とうまくいきますよ。

【チョコチャイ】
穏やかな日差し、幸せいっぱいの甘い時間。 
思考を巡らせた後は、自分を信じて、流れに身
を任せましょう。 大いなるものと運命は、いつ
だってあなたの味方です。

【バニラチャイ】
心を優しくほぐしてくれる夕焼けは、自然から
の贈り物。 今日がどんな一日だったとしても、
まずはゆったり深呼吸。 がんばりすぎていませ
んか？目を閉じて、自分自身を感じましょう。
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SHOTIMAA TEA（ショティマーティー）
～「5エレメンツ」シリーズ～

SHOTIMAA TEA（ショティマーティー）
～「サンディアル」シリーズ～

Rise Shine

Unwind

FlowMove on
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サチャインチはペルーのアマゾン原産の
種子です。サチャの歴史は古く、少なくとも
2000年以上前から現地の人々に使われて
きたとされており、オメガ３と６が多く含
まれているため、健康維持のための栄養
補給にも効果があると言われています。

オーガニックサチャインチ種子

230g ￥2,200 

有機サチャインチオイル

00100692品 番

サイズ：47×47×211㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：ペルー
重量：730g　JAN：4562123391954

オメガ３と６が多く含まれているということで、日本でも話題のオイルです。
弊社が取り扱うサンティーナ社のサチャ製品は、有機農業を軸に、
環境や人に無害でありなおかつ高い品質の商品を保証しており、
サラダにかけたり、ドレッシングにと、安心してお使いいただけます。

ペルーで古くから愛されてきたサチャインチ。

「世界38カ国で愛される、ナッツミルク」
小さなお子さま※から大人まで、幅広い年代の方にお召し上がりいただける、ナッツミルクという新
しい選択肢です。日本では新しいとされるナッツミルクですが、今やアメリカやヨーロッパでは当た
り前。このEcoMilブランドも実に世界38カ国で愛され、各国でのシェアを広げ続けています。アレル
ギーの方はもちろん、小さなお子さまや健康が気になる方にも。そのまま飲んだり、お菓子作りや
お料理に、幅広くお使いいただけます。すべての製品を最高の品質に仕上げるために、栄養学者
や栄養士を巻き込んだ取り組みが、スペインで日々繰り広げられています。
※アーモンドミルクのご使用は、1歳頃からをおすすめします。アーモンドはアミノ酸組成のバランスに優れているうえに
大変消化もよく、良質のタンパク源として小さな子どもたちの健康的な成長の支えとして役立ちます。

使いやすく人気のアーモンドパウダーに無糖タイプが新登場！

■アーモンドの良質なタンパク質が含まれています
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加
■料理やお菓子作りにも 

有機部分脱脂アーモンド、有機コーンマルトデキストリン、アーモンド香料

400g ¥2,980

有機アーモンドミルク　ストレート［パウダー］（無糖）

00100798品 番

サイズ：104×104×150㎜　賞味期間：2年　
原産国：スペイン　重量：480g　JAN：4562123390865

そのまま飲めて、手軽に続けられる液体タイプです。

■アーモンドの良質なタンパク質が含まれています
■ほのかな甘みのアガベシロップ入り
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加 

有機アーモンド、有機アガベシロップ、有機コーンマルトデキストリン

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク［ブリック］（アガベシロップ入）

F9006品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1060g　JAN：4562123396546

毎日手軽にアーモンド補給。初めての方にもおすすめな、液体タイプ
の小パックです。
■アーモンドの良質なタンパク質
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含まない
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加
■料理やお菓子作りにも 

有機アーモンド、有機アガベシロップ、有機コーンマルトデキストリン、有機アーモンド香料

200ml ¥390

有機アーモンドミルク［ブリック］（アガベシロップ入）

F9007品 番

サイズ：38×48×120㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：210g　JAN：4562123396553

栄養豊かな天然の恵みが染みわたる一杯。
毎日使いやすいパウダータイプです。
■アーモンドの良質なタンパク質
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含まない
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加
■料理やお菓子作りにも 

有機部分脱脂アーモンド、有機コーンマルトデキストリン、有機ライスシロップ、有機アガベ
シロップ、有機アーモンドオイル、有機アーモンド香料

400g ¥2,980

有機アーモンドミルク［パウダー］（アガベシロップ入）

F9000品 番

サイズ：104×104×150㎜　重量：480g　JAN：4562123396485

250g ¥1,980 00100170品 番

サイズ：77×77×137㎜　重量：300g　JAN：4562123394733

賞味期間：2年　原産国：スペイン

ecomil エコミル

使いやすい甘味無添加。お料理にも使いやすい液体タイプです。

■アーモンドの良質なタンパク質が含まれています
■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加 

有機アーモンド、有機タピオカスターチ、有機アーモンド香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク　ストレート［ブリック］（無糖）

F9008品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4562123396560



16

サチャインチはペルーのアマゾン原産の
種子です。サチャの歴史は古く、少なくとも
2000年以上前から現地の人々に使われて
きたとされており、オメガ３と６が多く含
まれているため、健康維持のための栄養
補給にも効果があると言われています。

オーガニックサチャインチ種子

230g ￥2,200 

有機サチャインチオイル

00100692品 番

サイズ：47×47×211㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：ペルー
重量：730g　JAN：4562123391954

オメガ３と６が多く含まれているということで、日本でも話題のオイルです。
弊社が取り扱うサンティーナ社のサチャ製品は、有機農業を軸に、
環境や人に無害でありなおかつ高い品質の商品を保証しており、
サラダにかけたり、ドレッシングにと、安心してお使いいただけます。

ペルーで古くから愛されてきたサチャインチ。

「世界38カ国で愛される、ナッツミルク」
小さなお子さま※から大人まで、幅広い年代の方にお召し上がりいただける、ナッツミルクという新
しい選択肢です。日本では新しいとされるナッツミルクですが、今やアメリカやヨーロッパでは当た
り前。このEcoMilブランドも実に世界38カ国で愛され、各国でのシェアを広げ続けています。アレル
ギーの方はもちろん、小さなお子さまや健康が気になる方にも。そのまま飲んだり、お菓子作りや
お料理に、幅広くお使いいただけます。すべての製品を最高の品質に仕上げるために、栄養学者
や栄養士を巻き込んだ取り組みが、スペインで日々繰り広げられています。
※アーモンドミルクのご使用は、1歳頃からをおすすめします。アーモンドはアミノ酸組成のバランスに優れているうえに
大変消化もよく、良質のタンパク源として小さな子どもたちの健康的な成長の支えとして役立ちます。

使いやすく人気のアーモンドパウダーに無糖タイプが新登場！

■アーモンドの良質なタンパク質が含まれています
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加
■料理やお菓子作りにも 

有機部分脱脂アーモンド、有機コーンマルトデキストリン、アーモンド香料

400g ¥2,980

有機アーモンドミルク　ストレート［パウダー］（無糖）

00100798品 番

サイズ：104×104×150㎜　賞味期間：2年　
原産国：スペイン　重量：480g　JAN：4562123390865

そのまま飲めて、手軽に続けられる液体タイプです。

■アーモンドの良質なタンパク質が含まれています
■ほのかな甘みのアガベシロップ入り
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加 

有機アーモンド、有機アガベシロップ、有機コーンマルトデキストリン

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク［ブリック］（アガベシロップ入）

F9006品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1060g　JAN：4562123396546

毎日手軽にアーモンド補給。初めての方にもおすすめな、液体タイプ
の小パックです。
■アーモンドの良質なタンパク質
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含まない
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加
■料理やお菓子作りにも 

有機アーモンド、有機アガベシロップ、有機コーンマルトデキストリン、有機アーモンド香料

200ml ¥390

有機アーモンドミルク［ブリック］（アガベシロップ入）

F9007品 番

サイズ：38×48×120㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：210g　JAN：4562123396553

栄養豊かな天然の恵みが染みわたる一杯。
毎日使いやすいパウダータイプです。
■アーモンドの良質なタンパク質
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含まない
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加
■料理やお菓子作りにも 

有機部分脱脂アーモンド、有機コーンマルトデキストリン、有機ライスシロップ、有機アガベ
シロップ、有機アーモンドオイル、有機アーモンド香料

400g ¥2,980

有機アーモンドミルク［パウダー］（アガベシロップ入）

F9000品 番

サイズ：104×104×150㎜　重量：480g　JAN：4562123396485

250g ¥1,980 00100170品 番

サイズ：77×77×137㎜　重量：300g　JAN：4562123394733

賞味期間：2年　原産国：スペイン

ecomil エコミル

使いやすい甘味無添加。お料理にも使いやすい液体タイプです。

■アーモンドの良質なタンパク質が含まれています
■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加 

有機アーモンド、有機タピオカスターチ、有機アーモンド香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク　ストレート［ブリック］（無糖）

F9008品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4562123396560

250g 400g
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EcoMilシリーズに穀物の王様、キヌアのミルクが登場！

■ビタミン・ミネラル・タンパク質が豊富な
　穀物ミルク
■アガベシロップのほのかな甘み
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機キヌア、有機アガベシロップ、有機コーンデキストリン、有機アーモンドオイル

1000ml ¥980

有機キヌアミルク［ブリック］（アガベシロップ入）

00100737品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1055g　JAN：4562123392449

EcoMil「アーモンドミルク」シリーズに、新商品ココア味が登場！

■ココアの香りとアガベシロップのほのか
　な甘み
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加 

有機アガベシロップ、有機アーモンド、有機ココアパウダー、有機イヌリン、海塩、アーモンド
香料、ココア香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク　カカオ味［ブリック］

00100732品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1065g　JAN：4562123392395

EcoMilシリーズ新商品！ミラクルフード、ヘンプのミルクが登場！

■ラクトース（乳糖）・グルテンフリー
■シュガー・甘味料フリー
■コレステロールゼロ
■乳製品不使用
■保存料・着色料無添加

有機麻の実、有機麻オイル、有機タピオカスターチ、ひまわりレシチン

1000ml ¥980

有機ヘンプミルク　ストレート［ブリック］（無糖）

00100734品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1035g　JAN：4562123392418

植物性たんぱく質入りの有機アーモンドミルク新登場！
ベジタリアンやヴィーガンの方のたんぱく質補給にも。

■アーモンドの魅力にプロテインをプラス、
コップ1杯（250ml）に約5.2gのプロテイン入り。
■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンフリー　■ラクトースフリー
■乳製品・砂糖不使用　■保存料・着色料無添加

有機アーモンド、有機ピープロテイン（有機エンドウ豆由来）、有機タピオカスターチ、キャロ
ブビーン粉、アーモンド香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク 　プロテイン入り［ブリック］（無糖）

00100921品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4573357391122

糖類・甘味料無添加！アーモンド、カシューナッツと並んで、世界三大
ナッツのひとつと言われるヘーゼルナッツを使ったミルクが新登場！

■ヘーゼルナッツの良質なタンパク質が含まれています
■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンフリー
■ラクトースフリー
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機ヘーゼルナッツ、有機タピオカスターチ、海塩

1000ml ¥980

有機ヘーゼルナッツミルク［ブリック］（無糖）

00100923品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4573357391146

EcoMil新商品ココナッツミルク！甘味無添加のストレートタイプです。

■ほのかな甘みのアガベシロップ入りと、
　甘味無添加のストレートタイプの2種類
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機ココナッツミルク、有機タピオカスターチ、ひまわりレシチン、ココナッツ香料、海塩

1000ml ¥980

有機ココナッツミルク　ストレート［ブリック］（無糖）

00100736品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年3ヶ月　
原産国：スペイン　重量：1040g　JAN：4562123392432

糖類・甘味料無添加！
甘くなくても飲みやすいバニラ味の有機アーモンドミルク新登場！

■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンフリー
■ラクトースフリー
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機アーモンド、有機タピオカスターチ、有機ひまわり油、キャロブビーン粉、ウコン香料、
アーモンド香料、バニラ香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク　バニラ味［ブリック］（無糖）

00100922品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4573357391139

アーモンドミルクがクリームに！乳製品不使用、アーモンドミルクのク
リームです。加熱しても凝固せず、沸かしたり、煮込んだり、酸味のあ
る食材と合わせたり、と幅広く使えます。

■ラクトース（乳糖）フリー
■グルテンフリー
■アガベシロップ使用
※ホイップはできません。 

アーモンド、アーモンドオイル、アガベシロップ、海塩、安定剤（アラビアガム・キサンタンガ
ム）、ひまわりレシチン、アーモンド香料

200ml ¥450

アーモンドクリーム

00100799品 番

サイズ：36×49×120㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：206g　JAN：4562123390872

ココナッツミルクがクリームに！乳製品不使用、ココナッツミルクのク
リームです。加熱しても凝固せず、沸かしたり、煮込んだり、酸味のあ
る食材と合わせたり、と幅広く使えます。ココナッツミルクの風味を楽
しめます。
■ラクトース（乳糖）フリー
■グルテンフリー
■甘味料不使用
■塩分控えめ
※ホイップはできません。

有機ココナッツミルク、安定剤（グァーガム）、ココナッツ香料

200ml ¥450

有機ココナッツクリーム

00100800品 番

サイズ：36×49×120㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：206g　JAN：4562123390896

オーガニック、乳製品不使用のパワフル＆ヘルシー
有機ヘンプデザート
日本では珍しい有機麻の実を使ったカラ
ダ喜ぶデザートです。必須脂肪酸やタン
パク質など麻の栄養素をデザート感覚で
摂ることができます。美容・健康のための
毎日の栄養補給に。乳製品フリー、グルテ
ンフリー、遺伝子組み換え材料不使用。

有機サトウキビ、有機麻の実、有機コーンマルトデキストリン、有機コーンスターチ、有機麻
の実オイル、有機イヌリン（有機アガベ繊維）、有機タピオカスターチ、有機ひまわりオイル、
タピオカマルトデキストリン、増粘剤：キャロブビーン粉

125g×2個 ¥600

有機ヘンプデザート

00100820品 番

サイズ：163×84×52㎜　賞味期間：15ヶ月　
原産国：スペイン　重量：275g　JAN：4573357390064

オーガニック、乳製品不使用のパワフル＆ヘルシー
有機ヘンプデザート（カカオ味）
日本では珍しい有機麻の実を使ったカラ
ダ喜ぶデザートです。必須脂肪酸やタン
パク質など麻の栄養素をデザート感覚で
摂ることができます。美容・健康のための
毎日の栄養補給に。乳製品フリー、グルテ
ンフリー、遺伝子組み換え材料不使用。

有機サトウキビ、有機麻の実、有機麻の実オイル、有機コーンマルトデキストリン、有機コー
ンスターチ、有機ココア（有機部分脱脂ココア、有機ココアペースト）、有機イヌリン（有機ア
ガベ繊維）、有機タピオカスターチ、タピオカマルトデキストリン、増粘剤：キャロブビーン
粉、ココア香料

125g×2個 ¥600

有機ヘンプデザート　カカオ

00100821品 番

サイズ：163×84×52㎜　賞味期間：15ヶ月　
原産国：スペイン　重量：275g　JAN：4573357390071
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EcoMilシリーズに穀物の王様、キヌアのミルクが登場！

■ビタミン・ミネラル・タンパク質が豊富な
　穀物ミルク
■アガベシロップのほのかな甘み
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機キヌア、有機アガベシロップ、有機コーンデキストリン、有機アーモンドオイル

1000ml ¥980

有機キヌアミルク［ブリック］（アガベシロップ入）

00100737品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1055g　JAN：4562123392449

EcoMil「アーモンドミルク」シリーズに、新商品ココア味が登場！

■ココアの香りとアガベシロップのほのか
　な甘み
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加 

有機アガベシロップ、有機アーモンド、有機ココアパウダー、有機イヌリン、海塩、アーモンド
香料、ココア香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク　カカオ味［ブリック］

00100732品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1065g　JAN：4562123392395

EcoMilシリーズ新商品！ミラクルフード、ヘンプのミルクが登場！

■ラクトース（乳糖）・グルテンフリー
■シュガー・甘味料フリー
■コレステロールゼロ
■乳製品不使用
■保存料・着色料無添加

有機麻の実、有機麻オイル、有機タピオカスターチ、ひまわりレシチン

1000ml ¥980

有機ヘンプミルク　ストレート［ブリック］（無糖）

00100734品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1035g　JAN：4562123392418

植物性たんぱく質入りの有機アーモンドミルク新登場！
ベジタリアンやヴィーガンの方のたんぱく質補給にも。

■アーモンドの魅力にプロテインをプラス、
コップ1杯（250ml）に約5.2gのプロテイン入り。
■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンフリー　■ラクトースフリー
■乳製品・砂糖不使用　■保存料・着色料無添加

有機アーモンド、有機ピープロテイン（有機エンドウ豆由来）、有機タピオカスターチ、キャロ
ブビーン粉、アーモンド香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク 　プロテイン入り［ブリック］（無糖）

00100921品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4573357391122

糖類・甘味料無添加！アーモンド、カシューナッツと並んで、世界三大
ナッツのひとつと言われるヘーゼルナッツを使ったミルクが新登場！

■ヘーゼルナッツの良質なタンパク質が含まれています
■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの方も安心
■グルテンフリー
■ラクトースフリー
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機ヘーゼルナッツ、有機タピオカスターチ、海塩

1000ml ¥980

有機ヘーゼルナッツミルク［ブリック］（無糖）

00100923品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4573357391146

EcoMil新商品ココナッツミルク！甘味無添加のストレートタイプです。

■ほのかな甘みのアガベシロップ入りと、
　甘味無添加のストレートタイプの2種類
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンと小麦を含みません
■コレステロールゼロ
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機ココナッツミルク、有機タピオカスターチ、ひまわりレシチン、ココナッツ香料、海塩

1000ml ¥980

有機ココナッツミルク　ストレート［ブリック］（無糖）

00100736品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年3ヶ月　
原産国：スペイン　重量：1040g　JAN：4562123392432

糖類・甘味料無添加！
甘くなくても飲みやすいバニラ味の有機アーモンドミルク新登場！

■甘味無添加のストレートタイプ
■大豆を含まないため大豆アレルギーの
　方も安心
■グルテンフリー
■ラクトースフリー
■乳製品・砂糖不使用
■保存料・着色料無添加

有機アーモンド、有機タピオカスターチ、有機ひまわり油、キャロブビーン粉、ウコン香料、
アーモンド香料、バニラ香料

1000ml ¥980

有機アーモンドミルク　バニラ味［ブリック］（無糖）

00100922品 番

サイズ：60×90×195㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：1050g　JAN：4573357391139

アーモンドミルクがクリームに！乳製品不使用、アーモンドミルクのク
リームです。加熱しても凝固せず、沸かしたり、煮込んだり、酸味のあ
る食材と合わせたり、と幅広く使えます。

■ラクトース（乳糖）フリー
■グルテンフリー
■アガベシロップ使用
※ホイップはできません。 

アーモンド、アーモンドオイル、アガベシロップ、海塩、安定剤（アラビアガム・キサンタンガ
ム）、ひまわりレシチン、アーモンド香料

200ml ¥450

アーモンドクリーム

00100799品 番

サイズ：36×49×120㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：206g　JAN：4562123390872

ココナッツミルクがクリームに！乳製品不使用、ココナッツミルクのク
リームです。加熱しても凝固せず、沸かしたり、煮込んだり、酸味のあ
る食材と合わせたり、と幅広く使えます。ココナッツミルクの風味を楽
しめます。
■ラクトース（乳糖）フリー
■グルテンフリー
■甘味料不使用
■塩分控えめ
※ホイップはできません。

有機ココナッツミルク、安定剤（グァーガム）、ココナッツ香料

200ml ¥450

有機ココナッツクリーム

00100800品 番

サイズ：36×49×120㎜　賞味期間：1年半　
原産国：スペイン　重量：206g　JAN：4562123390896

オーガニック、乳製品不使用のパワフル＆ヘルシー
有機ヘンプデザート
日本では珍しい有機麻の実を使ったカラ
ダ喜ぶデザートです。必須脂肪酸やタン
パク質など麻の栄養素をデザート感覚で
摂ることができます。美容・健康のための
毎日の栄養補給に。乳製品フリー、グルテ
ンフリー、遺伝子組み換え材料不使用。

有機サトウキビ、有機麻の実、有機コーンマルトデキストリン、有機コーンスターチ、有機麻
の実オイル、有機イヌリン（有機アガベ繊維）、有機タピオカスターチ、有機ひまわりオイル、
タピオカマルトデキストリン、増粘剤：キャロブビーン粉

125g×2個 ¥600

有機ヘンプデザート

00100820品 番

サイズ：163×84×52㎜　賞味期間：15ヶ月　
原産国：スペイン　重量：275g　JAN：4573357390064

オーガニック、乳製品不使用のパワフル＆ヘルシー
有機ヘンプデザート（カカオ味）
日本では珍しい有機麻の実を使ったカラ
ダ喜ぶデザートです。必須脂肪酸やタン
パク質など麻の栄養素をデザート感覚で
摂ることができます。美容・健康のための
毎日の栄養補給に。乳製品フリー、グルテ
ンフリー、遺伝子組み換え材料不使用。

有機サトウキビ、有機麻の実、有機麻の実オイル、有機コーンマルトデキストリン、有機コー
ンスターチ、有機ココア（有機部分脱脂ココア、有機ココアペースト）、有機イヌリン（有機ア
ガベ繊維）、有機タピオカスターチ、タピオカマルトデキストリン、増粘剤：キャロブビーン
粉、ココア香料

125g×2個 ¥600

有機ヘンプデザート　カカオ

00100821品 番

サイズ：163×84×52㎜　賞味期間：15ヶ月　
原産国：スペイン　重量：275g　JAN：4573357390071
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Baobab Social Business社代表のAndreas Triebel 氏は、若いころ世界一周の旅に出た際、ケニアに
魅了され、そこにとどまると決めました。その後ドイツに戻り、ガーデナーとしての地位を確立しつつ、
チャリティーとしてのアフリカ支援に注力しました。そこでアフリカ地域の自立のためには、ビジ
ネスを通じた「 パートナー」としての 関 係 作りが 必 要であることを痛 感し、Baobabu Social 
Business社をドイツミュンヘンに設立し、アフリカ大地の象徴であり恵みであるバオバブを通じて
の製品作りに取り組んでいます。バオバブの爽やかさを生かしたこれらの製品はこれまでにない
画期的製品としてヨーロッパで大好評を得ています。

バオバブソーシャルビジネス
Baobab Social Business社は、バオバブを通じて、
ソーシャルビジネスに取り組むドイツのメーカーです。

加熱せず、バオバブ果肉がそのままパウダーになった、ビタミン・ミネラル・
食物繊維も豊富なローフルーツパウダーです。毎日のお料理、美容健康の
パートナーとしてバラエティーに富んだ楽しみ方ができます。ヨーロッパで
は、特にローフーディストや、美容を気にする女性に大好評です。

有機バオバブ果肉

有機バオバブフルーツパウダー

賞味期間：18ヶ月　原産国：ドイツ

Africa meets Japan
アフリカが誇るスーパーフルーツ「バオバブ」と
日本が誇る「ゆず」が出会ったら、 とってもさわ
やかな新しいエナジードリンクが出来上がりま
した。 弾ける微炭酸は、冷やしてゴクゴク、夏に
もぴったり。バオバブで元気に乗り切りましょう。

砂糖（粗糖）、ゆず果汁、バオバブ粉末、ガラナエキス、ビタミンC、酸味料

200ml ¥380

Bao!bab　バオバブ入りエナジードリンク
バオバブ＆ガラナ　ゆず味

00100596品 番

サイズ：50×50×188㎜　賞味期間：9ヶ月
原産国：日本　重量：398g　JAN：4562123399455

スーパーフード「バオバブ」と日本が誇る
伝統食「梅エキス」が融合した、エナジー
キャンディ。梅の酸味とバオバブの持つ
酸味が絶妙のバランスでマッチして美味
しいだけでなく、お口も身体もスッキリ。

砂糖（甜菜糖）、麦芽水あめ、梅エキス、バオバブパウダー、酸味料

80g ¥380

Bao!bab　バオバブエナジーキャンディ
バオバブ＆梅エキス

00100726品 番

サイズ：210×130×40㎜　賞味期間：1年
原産国：日本　重量：87g　JAN：4562123392333

Bao!bab 
バオバブ入りエナジードリンク & キャンディー

Africa meets Japan　をコンセプトに、
スーパーフルーツバオバブを入れたさっぱりとした味わいの
微炭酸エナジードリンクとキャンディーです。

栄養豊富なバオバブに魅せられ、
その特性を生かした商品開発に取り組む
Frutelia社（本社 ドイツ）

栄養豊富なバオバブを、おいしく身近に楽しんでもらいたいと
製品開発に取り組むFrutelia社。代表のFrederic Lettelierは、
大手食品メーカーで経験を積んだ後、オーガニックやフェア
トレードで高品質な商品専門の会社としてFrutelia社を起業。
栄養豊富でバオバブの特徴である粘性（くっつける作用）を活用
して、バオバブ入りオーガニックシリアルバー wow!babを開発し、
すでに世界各国にてこれまでにないシリアルバーとして、好評を
得ています。

フルーテリア

ビタミン・ミネラル豊富なバオバブとアマラン
サス・キヌアを加えたシリアルバー。爽やかな
レモンで仕上げました。

シリアル（膨化アマランサス、膨化米（米、コーンモルト、塩））、コーンシロップ、膨化キヌア、
有機蜂蜜、米飴、ごま、レモンの砂糖漬け（シチリアレモン、コーンシロップ、きび糖、クエン
酸）、バオバブ果肉、シチリアレモン果皮入りひまわり油、レモン精油

1個 ¥380

wow!bab　シチリアレモン 

00100052品 番

サイズ：55×140㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：30g　JAN：4562123393699

ベルギー産本格チョコレート＆イタリア産オ
レンジの濃厚なおいしさ。バオバブが贅沢な
シリアルバーになりました。

ダークチョコレート（カカオペースト、きび糖、ココアバター）、シリアル（膨化アマランサス、
膨化米（米、コーンモルト、塩））、コーンシロップ、膨化キヌア、有機蜂蜜、米飴、ごま、オレン
ジの砂糖漬け（オレンジピール、コーンシロップ、きび糖、クエン酸）、オレンジ入りひまわり
油（ひまわり油、オレンジピール）、バオバブ果肉

1個 ¥380

wow!bab　チョコオレンジ

00100054品 番

サイズ：55×140㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：30g　JAN：4562123393712

甘さと酸味が絶妙！ポリフェノールたっぷりの
ベリーとベルギー産チョコが、バオバブ＋雑
穀のシリアルバーをひきたてます。

ダークチョコレート（カカオペースト、きび糖、ココアバター）、 シリアル（膨化アマランサ
ス）、 膨化米（米、モルト、塩）、 米飴、 コーンシロップ、 ごま、 膨化キヌア、 ブラックカラント、 
バオバブ、 ひまわり油

1個 ¥380

wow!bab　チョコベリー

00100053品 番

サイズ：55×140㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：30g　JAN：4562123393705

原産地メキシコでは黄金にたとえられるほど
栄養価のあるチアシードをぜいたくに配合し
たシリアルバー。さくさくプチプチとしたおい
しい食感です。

ダークチョコレート（カカオペースト、きび糖、ココアバター）、 ライスシロップ、シリアル（膨
化アマランサス、膨化米（米、コーンモルト、塩））、チアシード、ブラック下欄津、ごま、バオ
バブ、ひまわり油

1個 ¥380

wow！bab 　チア

00100757品 番

サイズ：13×117×60㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：20g　JAN：4562123390643

100g ¥1,800 00100051品 番

サイズ：120×30×200㎜　重量：114g　JAN：4562123393682

250g ¥3,825 00100727品 番

サイズ：159×60×226㎜　重量：280g　JAN：4562123392340

500g ¥7,200 00100728品 番

サイズ：143×93×260㎜　重量：530g　JAN：4562123392357

1000g ¥13,500 00100729品 番

サイズ：235×100×345㎜　重量：1040g　JAN：4562123392364
冬季限定（10月～4月頃の販売となります）
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Baobab Social Business社代表のAndreas Triebel 氏は、若いころ世界一周の旅に出た際、ケニアに
魅了され、そこにとどまると決めました。その後ドイツに戻り、ガーデナーとしての地位を確立しつつ、
チャリティーとしてのアフリカ支援に注力しました。そこでアフリカ地域の自立のためには、ビジ
ネスを通じた「 パートナー」としての 関 係 作りが 必 要であることを痛 感し、Baobabu Social 
Business社をドイツミュンヘンに設立し、アフリカ大地の象徴であり恵みであるバオバブを通じて
の製品作りに取り組んでいます。バオバブの爽やかさを生かしたこれらの製品はこれまでにない
画期的製品としてヨーロッパで大好評を得ています。

バオバブソーシャルビジネス
Baobab Social Business社は、バオバブを通じて、
ソーシャルビジネスに取り組むドイツのメーカーです。

加熱せず、バオバブ果肉がそのままパウダーになった、ビタミン・ミネラル・
食物繊維も豊富なローフルーツパウダーです。毎日のお料理、美容健康の
パートナーとしてバラエティーに富んだ楽しみ方ができます。ヨーロッパで
は、特にローフーディストや、美容を気にする女性に大好評です。

有機バオバブ果肉

有機バオバブフルーツパウダー

賞味期間：18ヶ月　原産国：ドイツ

Africa meets Japan
アフリカが誇るスーパーフルーツ「バオバブ」と
日本が誇る「ゆず」が出会ったら、 とってもさわ
やかな新しいエナジードリンクが出来上がりま
した。 弾ける微炭酸は、冷やしてゴクゴク、夏に
もぴったり。バオバブで元気に乗り切りましょう。

砂糖（粗糖）、ゆず果汁、バオバブ粉末、ガラナエキス、ビタミンC、酸味料

200ml ¥380

Bao!bab　バオバブ入りエナジードリンク
バオバブ＆ガラナ　ゆず味

00100596品 番

サイズ：50×50×188㎜　賞味期間：9ヶ月
原産国：日本　重量：398g　JAN：4562123399455

スーパーフード「バオバブ」と日本が誇る
伝統食「梅エキス」が融合した、エナジー
キャンディ。梅の酸味とバオバブの持つ
酸味が絶妙のバランスでマッチして美味
しいだけでなく、お口も身体もスッキリ。

砂糖（甜菜糖）、麦芽水あめ、梅エキス、バオバブパウダー、酸味料

80g ¥380

Bao!bab　バオバブエナジーキャンディ
バオバブ＆梅エキス

00100726品 番

サイズ：210×130×40㎜　賞味期間：1年
原産国：日本　重量：87g　JAN：4562123392333

Bao!bab 
バオバブ入りエナジードリンク & キャンディー

Africa meets Japan　をコンセプトに、
スーパーフルーツバオバブを入れたさっぱりとした味わいの
微炭酸エナジードリンクとキャンディーです。

栄養豊富なバオバブに魅せられ、
その特性を生かした商品開発に取り組む
Frutelia社（本社 ドイツ）

栄養豊富なバオバブを、おいしく身近に楽しんでもらいたいと
製品開発に取り組むFrutelia社。代表のFrederic Lettelierは、
大手食品メーカーで経験を積んだ後、オーガニックやフェア
トレードで高品質な商品専門の会社としてFrutelia社を起業。
栄養豊富でバオバブの特徴である粘性（くっつける作用）を活用
して、バオバブ入りオーガニックシリアルバー wow!babを開発し、
すでに世界各国にてこれまでにないシリアルバーとして、好評を
得ています。

フルーテリア

ビタミン・ミネラル豊富なバオバブとアマラン
サス・キヌアを加えたシリアルバー。爽やかな
レモンで仕上げました。

シリアル（膨化アマランサス、膨化米（米、コーンモルト、塩））、コーンシロップ、膨化キヌア、
有機蜂蜜、米飴、ごま、レモンの砂糖漬け（シチリアレモン、コーンシロップ、きび糖、クエン
酸）、バオバブ果肉、シチリアレモン果皮入りひまわり油、レモン精油

1個 ¥380

wow!bab　シチリアレモン 

00100052品 番

サイズ：55×140㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：30g　JAN：4562123393699

ベルギー産本格チョコレート＆イタリア産オ
レンジの濃厚なおいしさ。バオバブが贅沢な
シリアルバーになりました。

ダークチョコレート（カカオペースト、きび糖、ココアバター）、シリアル（膨化アマランサス、
膨化米（米、コーンモルト、塩））、コーンシロップ、膨化キヌア、有機蜂蜜、米飴、ごま、オレン
ジの砂糖漬け（オレンジピール、コーンシロップ、きび糖、クエン酸）、オレンジ入りひまわり
油（ひまわり油、オレンジピール）、バオバブ果肉

1個 ¥380

wow!bab　チョコオレンジ

00100054品 番

サイズ：55×140㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：30g　JAN：4562123393712

甘さと酸味が絶妙！ポリフェノールたっぷりの
ベリーとベルギー産チョコが、バオバブ＋雑
穀のシリアルバーをひきたてます。

ダークチョコレート（カカオペースト、きび糖、ココアバター）、 シリアル（膨化アマランサ
ス）、 膨化米（米、モルト、塩）、 米飴、 コーンシロップ、 ごま、 膨化キヌア、 ブラックカラント、 
バオバブ、 ひまわり油

1個 ¥380

wow!bab　チョコベリー

00100053品 番

サイズ：55×140㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：30g　JAN：4562123393705

原産地メキシコでは黄金にたとえられるほど
栄養価のあるチアシードをぜいたくに配合し
たシリアルバー。さくさくプチプチとしたおい
しい食感です。

ダークチョコレート（カカオペースト、きび糖、ココアバター）、 ライスシロップ、シリアル（膨
化アマランサス、膨化米（米、コーンモルト、塩））、チアシード、ブラック下欄津、ごま、バオ
バブ、ひまわり油

1個 ¥380

wow！bab 　チア

00100757品 番

サイズ：13×117×60㎜　
賞味期間：18ヶ月　原産国：イタリア
重量：20g　JAN：4562123390643

100g ¥1,800 00100051品 番

サイズ：120×30×200㎜　重量：114g　JAN：4562123393682

250g ¥3,825 00100727品 番

サイズ：159×60×226㎜　重量：280g　JAN：4562123392340

500g ¥7,200 00100728品 番

サイズ：143×93×260㎜　重量：530g　JAN：4562123392357

1000g ¥13,500 00100729品 番

サイズ：235×100×345㎜　重量：1040g　JAN：4562123392364
冬季限定（10月～4月頃の販売となります）

new
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Mr.BioFood
ミスタービオフード

イタリア産有機玄米をピュアなミネラル
ウォーターで栄養価・生命力のピークに
達するところまで発芽させ、甘みと旨み
を引き出しました。手軽に発芽玄米のお
いしさと栄養をまるごと楽しんでいただ
けるドリンクです。

有機発芽米、有機食用ひまわり油、食塩

1000ml ￥980

有機発芽玄米ギャバ・ライスミルク

00100042品 番

サイズ：60×90×195㎜　
賞味期間：1年　原産国：イタリア
重量：1050g　JAN：4562123393590

発芽玄米専門のイタリアのメーカーです。イタリアで最高の湧き水が出る場所に会社を構え、
最高品質の発芽玄米製品をお届けしています。ライスミルクに比べて味も栄養源も大幅アップ
した発芽玄米ドリンクは、イタリアだけでなくヨーロッパ各地で大人気です。

Gold Cat  ゴールドキャット
ジンジャーとブランデー、甘くておいしいお酒で、からだポカポカ

～Till Ch. Bohn氏が明かすジンジャーキャットができるまで～

オリジナルレシピでジンジャーをブラン
デーで漬け込んだオーガニックジンジャー
リキュール。オーガニック＆フェアトレード
原料を使用しました。からだもこころもポカ
ポカに。

ブランデー、アカシア蜂蜜、生姜エッセンス（小麦蒸留酒で
抽出）、カラメル砂糖(粗糖）

500ml ￥3,610

ジンジャーキャット

00100055品 番

サイズ：65×65×300㎜　
アルコール度：30％　原産国：ドイツ
重量：1100g　JAN：4562123393729

家庭のキッチンで手作りしていたオリジナルレシピを、
オーガニック＆フェアトレード原料で再現しました。

1996年頃、私の母ブリジット•ボーンが、パーティーのときに振舞うオリジナルジンジャーリキュールが
そもそものはじまりです。「持ち帰りたい」「どうやって作っているの」という声から、商品化につながり
ました。2009年に、Gold CatのジンジャーリキュールはBio-ホテルの「バイオスピリッツベスト賞」
を受賞しました。お酒でも、オーガニックでフェアトレードが実現できたのです。

発芽玄米の素晴らしさに魅了され、
製品開発を続けるイタリアのメーカー

魂にひびくプレミアムホールフード。52種類の植物たちの相乗効果で
「こころ」「からだ」を整え、本来もつ生命力を呼び覚まします。

【海藻ブレンド】スピルリナ・クラマスアルジー・クロレラ・デュナリエラ・ケルプ・アトランティックワカメ・コンブ・ブラダーラック・ダルス・チシマクロノリ【植物栄養素ブレンド】キビ（若芽）・キヌア（若芽）・
ブロッコリー（若芽）・リンゴ（果実）・ブルーベリー（果実）・ラズベリー（果実）・グリーンパパイヤ（果実）【トラディショナルブレンド】レイシ（菌糸体）・シイタケ（菌糸体）・マイタケ（菌糸体）・エノキ（菌糸
体）・ナメコ（菌糸体）・冬虫夏草（菌糸体）・クコ（果実）・イワベンケイ（根）・アメリカニンジン（根）・シベリアニンジン（根）・マンダリンオレンジ（果皮）・ナツメ（果実）・ショウガ（根茎）・甘草（根）・アマチャ
ヅル（葉）【グリーンブレンド】大麦（若葉）・オート麦（若葉）・アルファルファ（若葉）・明日葉（葉）・パセリ（葉）・ホウレンソウ（葉）・ケール（葉）・コラード（葉）【ハーブブレンド】ネトル（葉）・レッドクローバー
（花）・スカルキャップ（花・葉）・ゴボウ（根）・西洋タンポポ（葉）・イエロードック（根）・ローズヒップ（果実）【ナチュラルAODブレンド】ローズマリー（葉）・クローブ（花蕾）・セージ（葉）・ヒマワリ種子油

ピュアシナジーパウダー

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

20g（お試し） ¥1,840 HF1786品 番
サイズ：Φ47（底面）×80㎜　重量：110g　JAN：4560167585018

120g（小） ¥9,200 HF1782品 番
サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：297g　JAN：4560167583304

354g（大） ¥21,000 1688品 番
サイズ：Φ85（底面）×168㎜　重量：728g　JAN：4560167583038

魂にひびくプレミアムホールフード。52種類の植物たちの相乗効果で
「こころ」「からだ」を整えます。携帯しやすいカプセルタイプです。

【海藻ブレンド】スピルリナ・クラマスアルジー・クロレラ・デュナリエラ・ケルプ・アトランティックワカメ・コンブ・ブラダーラック・ダルス・チシマクロノリ【植物栄養素ブレンド】キビ（若芽）・キヌア（若芽）・ブ
ロッコリー（若芽）・リンゴ（果実）・ブルーベリー（果実）・ラズベリー（果実）・グリーンパパイヤ（果実）【トラディショナルブレンド】レイシ（菌糸体）・シイタケ（菌糸体）・マイタケ（菌糸体）・エノキ（菌糸体）・ナ
メコ（菌糸体）・冬虫夏草（菌糸体）・クコ（果実）・イワベンケイ（根）・アメリカニンジン（根）・シベリアニンジン（根）・マンダリンオレンジ（果皮）・ナツメ（果実）・ショウガ（根茎）・甘草（根）・アマチャヅル（葉）
【グリーンブレンド】大麦（若葉）・オート麦（若葉）・アルファルファ（若葉）・明日葉（葉）・パセリ（葉）・ホウレンソウ（葉）・ケール（葉）・コラード（葉）【ハーブブレンド】ネトル（葉）・レッドクローバー（花）・スカル
キャップ（花・葉）・ゴボウ（根）・西洋タンポポ（葉）・イエロードック（根）・ローズヒップ（果実）【ナチュラルAODブレンド】ローズマリー（葉）・クローブ（花蕾）・セージ（葉）・ヒマワリ種子油、HPMC

ピュアシナジーカプセル

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

120粒（小） ¥6,200 HF1783品 番
サイズ：Φ53（底面）×102㎜　重量：196g　JAN：4560167583311

360粒（大） ¥17,000 1777品 番
サイズ：Φ70（底面）×140㎜　重量：386g　JAN：4560167583090

540粒（徳用） ¥22,600 HF1788品 番
サイズ：Φ85（底面）×155㎜　重量：566g　JAN：4560167583328

不足しがちなビタミン・ミネラルを補うために。お子様からご年配の方
まで、老若男女問わずお使い頂けます。

大麦（若葉）、酵母（ビタミンＣ含有・亜鉛含有・銅含有・ビタミンＥ含有・マンガン含有・・ビタミンＢ2含有・ナイアシン含有・セレン含有・ビタミンＢ6含有・ベータカロテン含有・パントテン酸
含有・ビタミンB1含有・葉酸含有・ビオチン含有・クロム含有・モリブデン含有・ビタミンB12含有・ビタミンＫ含有・ビタミンＤ3含有）、大豆（非遺伝子組換え）、アラビアガム（安定剤）、HPMC

ヴァイタシナジーベイシック

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

60粒 ¥4,900 00300035品 番
サイズ：Φ45（底面）×80㎜　重量：137g　JAN：4560167583625

120粒 ¥9,200 00300033品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：232g　JAN：4560167583618

魂にダイレクトに響くプレミアムホールフード

ピュアシナジー
PURE SYNERGY

シナジーカンパニーのミッチェルメイがブレンドする、酵素
が生きたオーガニック＆ホールフード
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Mr.BioFood
ミスタービオフード

イタリア産有機玄米をピュアなミネラル
ウォーターで栄養価・生命力のピークに
達するところまで発芽させ、甘みと旨み
を引き出しました。手軽に発芽玄米のお
いしさと栄養をまるごと楽しんでいただ
けるドリンクです。

有機発芽米、有機食用ひまわり油、食塩

1000ml ￥980

有機発芽玄米ギャバ・ライスミルク

00100042品 番

サイズ：60×90×195㎜　
賞味期間：1年　原産国：イタリア
重量：1050g　JAN：4562123393590

発芽玄米専門のイタリアのメーカーです。イタリアで最高の湧き水が出る場所に会社を構え、
最高品質の発芽玄米製品をお届けしています。ライスミルクに比べて味も栄養源も大幅アップ
した発芽玄米ドリンクは、イタリアだけでなくヨーロッパ各地で大人気です。

Gold Cat  ゴールドキャット
ジンジャーとブランデー、甘くておいしいお酒で、からだポカポカ

～Till Ch. Bohn氏が明かすジンジャーキャットができるまで～

オリジナルレシピでジンジャーをブラン
デーで漬け込んだオーガニックジンジャー
リキュール。オーガニック＆フェアトレード
原料を使用しました。からだもこころもポカ
ポカに。

ブランデー、アカシア蜂蜜、生姜エッセンス（小麦蒸留酒で
抽出）、カラメル砂糖(粗糖）

500ml ￥3,610

ジンジャーキャット

00100055品 番

サイズ：65×65×300㎜　
アルコール度：30％　原産国：ドイツ
重量：1100g　JAN：4562123393729

家庭のキッチンで手作りしていたオリジナルレシピを、
オーガニック＆フェアトレード原料で再現しました。

1996年頃、私の母ブリジット•ボーンが、パーティーのときに振舞うオリジナルジンジャーリキュールが
そもそものはじまりです。「持ち帰りたい」「どうやって作っているの」という声から、商品化につながり
ました。2009年に、Gold CatのジンジャーリキュールはBio-ホテルの「バイオスピリッツベスト賞」
を受賞しました。お酒でも、オーガニックでフェアトレードが実現できたのです。

発芽玄米の素晴らしさに魅了され、
製品開発を続けるイタリアのメーカー

魂にひびくプレミアムホールフード。52種類の植物たちの相乗効果で
「こころ」「からだ」を整え、本来もつ生命力を呼び覚まします。

【海藻ブレンド】スピルリナ・クラマスアルジー・クロレラ・デュナリエラ・ケルプ・アトランティックワカメ・コンブ・ブラダーラック・ダルス・チシマクロノリ【植物栄養素ブレンド】キビ（若芽）・キヌア（若芽）・
ブロッコリー（若芽）・リンゴ（果実）・ブルーベリー（果実）・ラズベリー（果実）・グリーンパパイヤ（果実）【トラディショナルブレンド】レイシ（菌糸体）・シイタケ（菌糸体）・マイタケ（菌糸体）・エノキ（菌糸
体）・ナメコ（菌糸体）・冬虫夏草（菌糸体）・クコ（果実）・イワベンケイ（根）・アメリカニンジン（根）・シベリアニンジン（根）・マンダリンオレンジ（果皮）・ナツメ（果実）・ショウガ（根茎）・甘草（根）・アマチャ
ヅル（葉）【グリーンブレンド】大麦（若葉）・オート麦（若葉）・アルファルファ（若葉）・明日葉（葉）・パセリ（葉）・ホウレンソウ（葉）・ケール（葉）・コラード（葉）【ハーブブレンド】ネトル（葉）・レッドクローバー
（花）・スカルキャップ（花・葉）・ゴボウ（根）・西洋タンポポ（葉）・イエロードック（根）・ローズヒップ（果実）【ナチュラルAODブレンド】ローズマリー（葉）・クローブ（花蕾）・セージ（葉）・ヒマワリ種子油

ピュアシナジーパウダー

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

20g（お試し） ¥1,840 HF1786品 番
サイズ：Φ47（底面）×80㎜　重量：110g　JAN：4560167585018

120g（小） ¥9,200 HF1782品 番
サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：297g　JAN：4560167583304

354g（大） ¥21,000 1688品 番
サイズ：Φ85（底面）×168㎜　重量：728g　JAN：4560167583038

魂にひびくプレミアムホールフード。52種類の植物たちの相乗効果で
「こころ」「からだ」を整えます。携帯しやすいカプセルタイプです。

【海藻ブレンド】スピルリナ・クラマスアルジー・クロレラ・デュナリエラ・ケルプ・アトランティックワカメ・コンブ・ブラダーラック・ダルス・チシマクロノリ【植物栄養素ブレンド】キビ（若芽）・キヌア（若芽）・ブ
ロッコリー（若芽）・リンゴ（果実）・ブルーベリー（果実）・ラズベリー（果実）・グリーンパパイヤ（果実）【トラディショナルブレンド】レイシ（菌糸体）・シイタケ（菌糸体）・マイタケ（菌糸体）・エノキ（菌糸体）・ナ
メコ（菌糸体）・冬虫夏草（菌糸体）・クコ（果実）・イワベンケイ（根）・アメリカニンジン（根）・シベリアニンジン（根）・マンダリンオレンジ（果皮）・ナツメ（果実）・ショウガ（根茎）・甘草（根）・アマチャヅル（葉）
【グリーンブレンド】大麦（若葉）・オート麦（若葉）・アルファルファ（若葉）・明日葉（葉）・パセリ（葉）・ホウレンソウ（葉）・ケール（葉）・コラード（葉）【ハーブブレンド】ネトル（葉）・レッドクローバー（花）・スカル
キャップ（花・葉）・ゴボウ（根）・西洋タンポポ（葉）・イエロードック（根）・ローズヒップ（果実）【ナチュラルAODブレンド】ローズマリー（葉）・クローブ（花蕾）・セージ（葉）・ヒマワリ種子油、HPMC

ピュアシナジーカプセル

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

120粒（小） ¥6,200 HF1783品 番
サイズ：Φ53（底面）×102㎜　重量：196g　JAN：4560167583311

360粒（大） ¥17,000 1777品 番
サイズ：Φ70（底面）×140㎜　重量：386g　JAN：4560167583090

540粒（徳用） ¥22,600 HF1788品 番
サイズ：Φ85（底面）×155㎜　重量：566g　JAN：4560167583328

不足しがちなビタミン・ミネラルを補うために。お子様からご年配の方
まで、老若男女問わずお使い頂けます。

大麦（若葉）、酵母（ビタミンＣ含有・亜鉛含有・銅含有・ビタミンＥ含有・マンガン含有・・ビタミンＢ2含有・ナイアシン含有・セレン含有・ビタミンＢ6含有・ベータカロテン含有・パントテン酸
含有・ビタミンB1含有・葉酸含有・ビオチン含有・クロム含有・モリブデン含有・ビタミンB12含有・ビタミンＫ含有・ビタミンＤ3含有）、大豆（非遺伝子組換え）、アラビアガム（安定剤）、HPMC

ヴァイタシナジーベイシック

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

60粒 ¥4,900 00300035品 番
サイズ：Φ45（底面）×80㎜　重量：137g　JAN：4560167583625

120粒 ¥9,200 00300033品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：232g　JAN：4560167583618

魂にダイレクトに響くプレミアムホールフード

ピュアシナジー
PURE SYNERGY

シナジーカンパニーのミッチェルメイがブレンドする、酵素
が生きたオーガニック＆ホールフード
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月のリズムで変化する、女性の「こころ」と「からだ」のバランスを整えま
す。女性らしさをケアするハーブを配合しました。

【ORGニュートリエント★】酵母（ビタミンC、ビタミンE、亜鉛、マンガン、銅、ナイアシン、ビタミンB2、セレン、ベータカロテン、パントテン酸、イノシトール、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB1、クロム、モリブデン、
ビタミンB12、ビオチン、ビタミンK、ビタミンD3）、大豆（非遺伝子組換え）【ボタニカルエキス】チェストツリー（果実）、シャタバリ（根）、ホーリーバジル（葉）、マカ（根）、シベリアニンジン（根）、アーティー
チョーク（球果）、ゴツコーラ（地上部）、マリアアザミ（種子）、レッドクローバー（葉・花）、イワベンケイ（根）、アマチャヅル（全草）、カモミール（花）、ラズベリー（葉）、ウコン（根）、シナモン（樹皮）、クコ（果実）
【ポテンシャルエキス】大麦（若葉）、ローズマリー（葉）、ジンジャー（根茎）、リコリス（根）、黒胡椒（種子）、長胡椒（果実）、タンジェリン（果皮）【フラワー＆スパイス】コケモモ（果実）、フェンネル（種子）、カル
ダモン（種子）、クローブ（花雷）、セージ（葉）、オレガノ（葉）、タイム（葉）、ラベンダー（花）、カレンデュラ（花）、バラ（花）、パッションフラワー（花）、サフラン（花）【その他】アラビアガム（安定剤）、HPMC

ヴァイタシナジーフォーウーマン

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

21粒（お試し） ¥2,100 00300042品 番
サイズ：40×40×70㎜※化粧箱入り　重量：71g　JAN：4560167585223

120粒 ¥9,980 00300041品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：233g　JAN：4560167583601

240粒 ¥18,400 00300040品 番
サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：354g　JAN：4560167583595

忙しい現代人、ハードな毎日を乗り切るためのパワーとエネルギーを
チャージします。もう一息がんばりたい時の心強い味方です。

【ORGニュートリエント★】酵母（ビタミンC、亜鉛、ビタミンE、銅、マンガン、ナイアシン、ビタミンB２、セレン、ベータカロテン、パントテン酸、イノシトール、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、クロ
ム、モリブデン、ビタミンB12、ビオチン、ビタミンK、ビタミンD3）、大豆（非遺伝子組換え）【ボタニカルエキス】ホーリーバジル（葉）、マカ（根）、シベリアニンジン（根）、アマチャヅル（全草）、ツ
ルニンジン（根）、クコ（果実）、イワベンケイ（根）、ゴツコーラ（地上部）、オート麦（地上部）、マリアアザミ（種子）、ネトル（葉）、ウコン（根）、ナツメ（果実）、シナモン（樹皮）【ポテンシャルエキ
ス】大麦（若葉）、ローズマリー（葉）、ジンジャー（根茎）、リコリス（根）、黒胡椒（種子）、長胡椒（果実）、タンジェリン（果皮）【フラワー＆スパイス】フェンネル（種子）、クローブ（花雷）、カルダモン
（種子）、セージ（葉）、パンプキン（種子）、サフラン（花）【その他】アラビアガム（安定剤）、HPMC

ヴァイタシナジーフォーエナジー

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

21粒（お試し） ¥2,100 00300045品 番
サイズ：40×40×70㎜※化粧箱入り　重量：71g　JAN：4560167585216

120粒 ¥9,980 00300044品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：233g　JAN：4560167583588

240粒 ¥18,400 00300043品 番
サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：354g　JAN：4560167583571

17種類の果実をギュッと凝縮した“きれい”のためのサポートサプリ。
天然のポリフェノールやビタミンが満載です。

カムカム（果実）、タピオカ、ブラックカラント（果実）、ワイルドビルベリー（果実）、アロニア（果実）、ザクロ（果実）、リンゴンベリー（果実）、アムラ（果実）、コンコードグレープ（果実）、ワイルド
ブルーベリー（果実）、アセロラ（果実）、サワーチェリー（果実）、エルダーベリー（果実）、クランベリー（果実）、レッドラズベリー（果実）レモン（果皮）、ローズヒップ（果実）、ブラックラズベリー
（果実）

ベリーベリープレミアム パウダー

賞味期間：4年　原産国：アメリカ

40g ¥3,200 HF1821品 番
サイズ：Φ40（底面）×75㎜　重量：120g　JAN：4560167583489

120g ¥7,800 HF1820品 番
サイズ：Φ58（底面）×110㎜　重量：277g　JAN：4560167583472

354g ¥18,200 HF1819品 番
サイズ：Φ85（底面）×155㎜　重量：698g　JAN：4560167583465

17種類の果実をギュッと凝縮した“きれい”のためのサポートサプリ。
携帯しやすいカプセルタイプ。

カムカム（果実）、タピオカ、ブラックカラント（果実）、ワイルドビルベリー（果実）、アロニア（果実）、ザクロ（果実）、リンゴンベリー（果実）、アムラ（果実）、コンコードグレープ（果実）、ワイルド
ブルーベリー（果実）、アセロラ（果実）、サワーチェリー（果実）、エルダーベリー（果実）、クランベリー（果実）、レッドラズベリー（果実）レモン（果皮）、ローズヒップ（果実）、ブラックラズベリー
（果実）、HPMC（ベジタブルカプセル）

ベリーベリープレミアム カプセル

賞味期間：4年　原産国：アメリカ

40粒 ¥2,800 HF1824品 番
サイズ：Φ40（底面）×75㎜　重量：99g　JAN：4560167583519

120粒 ¥5,900 HF1823品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：195g　JAN：4560167583502

360粒 ¥15,200 HF1822品 番
サイズ：Φ70（底面）×140㎜　重量：390g　JAN：4560167583496

ビタミンファクトリーとも呼ばれるネトルに、アセロラとマヌカハニーを
加えました。春先の不快対策に、1年を通した健康維持に。

ネトル（葉）、アセロラ（果実）、マヌカハニー、HPMC（ベジタブルカプセル）

ネトルリリーフ

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

90粒（小） ¥5,400 1775品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：153g　JAN：4560167583403

270粒（大） ¥12,800 1776品 番
サイズ：Φ65(底面）×128㎜　重量：320g　JAN：4560167583397

アマゾンの野生種のカムカムからつくられた、天然のビタミンC。日々
のストレスで消費されるビタミンCを補給しましょう。

カムカム（果実）、タピオカ、HPMC（ベジタブルカプセル）

ピュアナチュラルC カプセル

賞味期間：4年　原産国：アメリカ

60粒 ¥3,200 HF1827品 番
サイズ：Φ45（底面）×80㎜　重量：118g　JAN：4560167583540

120粒 ¥5,400 HF1826品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：198g　JAN：4560167583533

360粒 ¥13,800 HF1825品 番
サイズ：Φ70（底面）×140㎜　重量：385g　JAN：4560167583526

まるで搾りたてのトマトジュース！イタリア産オーガニックトマトを搾っ
て粉末にしました。リコピンなどの栄養素を体の内側から届けます。

トマト

トマトガーデン

120g ¥3,600 00300030品 番

サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：299g　JAN：4560167583557
賞味期間：3年　原産国：アメリカ

シナジーのために作られたスプーン。専
用の道具があると気持ちも違います。毎
朝のシナジータイムに。

1本 ¥934

シナジーカンパニーオリジナルスプーン

MG0094品 番

重量：24g　JAN：4560167586008

シナジーはたっぷりのお水と一緒に、
シェーカーで混ぜてお召し上がりくださ
い。

1個 ¥300

シナジーカンパニーオリジナルシェーカー

1688.1品 番

重量：42g　JAN：4560167586015
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月のリズムで変化する、女性の「こころ」と「からだ」のバランスを整えま
す。女性らしさをケアするハーブを配合しました。

【ORGニュートリエント★】酵母（ビタミンC、ビタミンE、亜鉛、マンガン、銅、ナイアシン、ビタミンB2、セレン、ベータカロテン、パントテン酸、イノシトール、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB1、クロム、モリブデン、
ビタミンB12、ビオチン、ビタミンK、ビタミンD3）、大豆（非遺伝子組換え）【ボタニカルエキス】チェストツリー（果実）、シャタバリ（根）、ホーリーバジル（葉）、マカ（根）、シベリアニンジン（根）、アーティー
チョーク（球果）、ゴツコーラ（地上部）、マリアアザミ（種子）、レッドクローバー（葉・花）、イワベンケイ（根）、アマチャヅル（全草）、カモミール（花）、ラズベリー（葉）、ウコン（根）、シナモン（樹皮）、クコ（果実）
【ポテンシャルエキス】大麦（若葉）、ローズマリー（葉）、ジンジャー（根茎）、リコリス（根）、黒胡椒（種子）、長胡椒（果実）、タンジェリン（果皮）【フラワー＆スパイス】コケモモ（果実）、フェンネル（種子）、カル
ダモン（種子）、クローブ（花雷）、セージ（葉）、オレガノ（葉）、タイム（葉）、ラベンダー（花）、カレンデュラ（花）、バラ（花）、パッションフラワー（花）、サフラン（花）【その他】アラビアガム（安定剤）、HPMC

ヴァイタシナジーフォーウーマン

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

21粒（お試し） ¥2,100 00300042品 番
サイズ：40×40×70㎜※化粧箱入り　重量：71g　JAN：4560167585223

120粒 ¥9,980 00300041品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：233g　JAN：4560167583601

240粒 ¥18,400 00300040品 番
サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：354g　JAN：4560167583595

忙しい現代人、ハードな毎日を乗り切るためのパワーとエネルギーを
チャージします。もう一息がんばりたい時の心強い味方です。

【ORGニュートリエント★】酵母（ビタミンC、亜鉛、ビタミンE、銅、マンガン、ナイアシン、ビタミンB２、セレン、ベータカロテン、パントテン酸、イノシトール、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、クロ
ム、モリブデン、ビタミンB12、ビオチン、ビタミンK、ビタミンD3）、大豆（非遺伝子組換え）【ボタニカルエキス】ホーリーバジル（葉）、マカ（根）、シベリアニンジン（根）、アマチャヅル（全草）、ツ
ルニンジン（根）、クコ（果実）、イワベンケイ（根）、ゴツコーラ（地上部）、オート麦（地上部）、マリアアザミ（種子）、ネトル（葉）、ウコン（根）、ナツメ（果実）、シナモン（樹皮）【ポテンシャルエキ
ス】大麦（若葉）、ローズマリー（葉）、ジンジャー（根茎）、リコリス（根）、黒胡椒（種子）、長胡椒（果実）、タンジェリン（果皮）【フラワー＆スパイス】フェンネル（種子）、クローブ（花雷）、カルダモン
（種子）、セージ（葉）、パンプキン（種子）、サフラン（花）【その他】アラビアガム（安定剤）、HPMC

ヴァイタシナジーフォーエナジー

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

21粒（お試し） ¥2,100 00300045品 番
サイズ：40×40×70㎜※化粧箱入り　重量：71g　JAN：4560167585216

120粒 ¥9,980 00300044品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：233g　JAN：4560167583588

240粒 ¥18,400 00300043品 番
サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：354g　JAN：4560167583571

17種類の果実をギュッと凝縮した“きれい”のためのサポートサプリ。
天然のポリフェノールやビタミンが満載です。

カムカム（果実）、タピオカ、ブラックカラント（果実）、ワイルドビルベリー（果実）、アロニア（果実）、ザクロ（果実）、リンゴンベリー（果実）、アムラ（果実）、コンコードグレープ（果実）、ワイルド
ブルーベリー（果実）、アセロラ（果実）、サワーチェリー（果実）、エルダーベリー（果実）、クランベリー（果実）、レッドラズベリー（果実）レモン（果皮）、ローズヒップ（果実）、ブラックラズベリー
（果実）

ベリーベリープレミアム パウダー

賞味期間：4年　原産国：アメリカ

40g ¥3,200 HF1821品 番
サイズ：Φ40（底面）×75㎜　重量：120g　JAN：4560167583489

120g ¥7,800 HF1820品 番
サイズ：Φ58（底面）×110㎜　重量：277g　JAN：4560167583472

354g ¥18,200 HF1819品 番
サイズ：Φ85（底面）×155㎜　重量：698g　JAN：4560167583465

17種類の果実をギュッと凝縮した“きれい”のためのサポートサプリ。
携帯しやすいカプセルタイプ。

カムカム（果実）、タピオカ、ブラックカラント（果実）、ワイルドビルベリー（果実）、アロニア（果実）、ザクロ（果実）、リンゴンベリー（果実）、アムラ（果実）、コンコードグレープ（果実）、ワイルド
ブルーベリー（果実）、アセロラ（果実）、サワーチェリー（果実）、エルダーベリー（果実）、クランベリー（果実）、レッドラズベリー（果実）レモン（果皮）、ローズヒップ（果実）、ブラックラズベリー
（果実）、HPMC（ベジタブルカプセル）

ベリーベリープレミアム カプセル

賞味期間：4年　原産国：アメリカ

40粒 ¥2,800 HF1824品 番
サイズ：Φ40（底面）×75㎜　重量：99g　JAN：4560167583519

120粒 ¥5,900 HF1823品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：195g　JAN：4560167583502

360粒 ¥15,200 HF1822品 番
サイズ：Φ70（底面）×140㎜　重量：390g　JAN：4560167583496

ビタミンファクトリーとも呼ばれるネトルに、アセロラとマヌカハニーを
加えました。春先の不快対策に、1年を通した健康維持に。

ネトル（葉）、アセロラ（果実）、マヌカハニー、HPMC（ベジタブルカプセル）

ネトルリリーフ

賞味期間：3年　原産国：アメリカ

90粒（小） ¥5,400 1775品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：153g　JAN：4560167583403

270粒（大） ¥12,800 1776品 番
サイズ：Φ65(底面）×128㎜　重量：320g　JAN：4560167583397

アマゾンの野生種のカムカムからつくられた、天然のビタミンC。日々
のストレスで消費されるビタミンCを補給しましょう。

カムカム（果実）、タピオカ、HPMC（ベジタブルカプセル）

ピュアナチュラルC カプセル

賞味期間：4年　原産国：アメリカ

60粒 ¥3,200 HF1827品 番
サイズ：Φ45（底面）×80㎜　重量：118g　JAN：4560167583540

120粒 ¥5,400 HF1826品 番
サイズ：Φ50（底面）×100㎜　重量：198g　JAN：4560167583533

360粒 ¥13,800 HF1825品 番
サイズ：Φ70（底面）×140㎜　重量：385g　JAN：4560167583526

まるで搾りたてのトマトジュース！イタリア産オーガニックトマトを搾っ
て粉末にしました。リコピンなどの栄養素を体の内側から届けます。

トマト

トマトガーデン

120g ¥3,600 00300030品 番

サイズ：Φ60（底面）×120㎜　重量：299g　JAN：4560167583557
賞味期間：3年　原産国：アメリカ

シナジーのために作られたスプーン。専
用の道具があると気持ちも違います。毎
朝のシナジータイムに。

1本 ¥934

シナジーカンパニーオリジナルスプーン

MG0094品 番

重量：24g　JAN：4560167586008

シナジーはたっぷりのお水と一緒に、
シェーカーで混ぜてお召し上がりくださ
い。

1個 ¥300

シナジーカンパニーオリジナルシェーカー

1688.1品 番

重量：42g　JAN：4560167586015
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「日常がちょっと豊かに。
　気づけば “なんだかいいかんじ” のお手伝い」

“ほんとうに良いものが、気づけばそこにある毎日を”
そんな想いから弊社がオリジナルで作った商品シリーズです。
すべてを良いものに、オーガニックに、それは理想的だけれど現実的にはむずかしい。
けれど、ほんの少し、ほんとうに良いものに変えるだけで、気づくことがたくさんあるということに、
長い間オーガニック食品・雑貨を取り扱う中で感じ続けてきました。
だからこそ、「かわいい」から、「おしゃれ」だから、「おいしそう」だから、何でもいい。
気軽に手をのばしてみてほしい。
気がつけば、ほんとうに良いものがそこにある日常。
そんなことから、いつもの日々が、少しずつ良くなっていくと信じています。

さらり・すらり茶シリーズ

飲料

さらり・すらりな毎日をサポート。
お食事にもおやつにも、毎日たっぷりおいしく飲めて、
みんなを支える美味しいお茶です。

サラシア（インド産）、エビスグサ（インド産）、ハト
ムギ（日本産）、発芽裸麦（日本産）、ハマチシャ（イ
ンドネシア産）、ギムネマ・シルベスタ（インド産）、
食塩（キパワーソルト）

6g×6包×5袋 ¥2,800

さらり・すらり茶

HF9000品 番

サイズ：121×135×119㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4580174450994

肉食系、外食系、油食系の人のための。 
ホットでもアイスでも美味しくお楽しみいただけますが、
体を冷やしたくない方はホットまたは常温をおすすめします。
食生活のバランスが気になるときに添えてください。

マテ茶、サラシア、ハトムギ、エビスグサ、桑の葉、
ドクダミ、ギムネマ・シルベスタ、食塩

6g×6包×5袋 ¥2,800

さらり・すらり茶　ちょっとマテ！

00100347品 番

サイズ：131×143×112㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4580174450185

食事の前に、誘惑に負けそうになる前に、まずはおいしいこの1杯。
サラシアが入ったお茶は味がイマイチ、
という常識をくつがえすおいしいブレンドが、
毎日のさらり・すらりをサポートします。
アイスでもホットでも、気分にあわせてお好みでどうぞ。
カフェインフリーも嬉しいおまけです。
とくにお肉大好き人間には、マテ茶入りもご用意しました。

Prema プレマオリジナル商品

Original ぬくもりめぐり茶
体も心も、内側からぽかぽかめぐる。　ぬくもりめぐり茶。
身近な食べ物で実践できるおばあちゃんの知恵袋。温かい番茶が梅干しの力を隅々にまで運び、体の芯からぽかぽか。
じんわりとめぐるぬくもりが、心もほんわりと温めてくれます。
良質の醤油としょうが、梅干し、番茶をあわせた「ぬくもりめぐり茶」は、お湯を注ぐだけで簡単。
1回分ずつ分包にしてあるから、持ち運びも簡単。旅行や日々のお出かけに、鞄の中に。
ぞくっと背筋が寒くなった時、体調が思わしくないなと感じた時、飲み過ぎたなと感じた翌朝。
手元に一箱あると嬉しい、心強い味方です。

お湯を注いで飲むだけ。
毎日一杯の健康管理。

有機梅肉、有機醤油（大豆・小麦を含む）、有機番茶、
梅酢、生姜粉末

360g（9g×40包） ¥3,000

ぬくもりめぐり茶

00100193品 番

サイズ：76×115×104㎜　賞味期間：18ヶ月　
原産国：日本　JAN：4562123394931

玄氣陽氣の素
穀物珈琲の決定版！
玄米のパワフルかつ元気な栄養をあなたに。
国内産有機玄米を特殊な技法で焙煎し、超微粉にしました、玄米の持つバランスの良い栄養を効率よく吸収できます。
香ばしい風味で、珈琲感覚で美味しくお召し上がりいただけます。

陰気の原因になりがちな現代の
食生活に陽気を与え、炭化物として
の吸着特性を引き出した、珈琲感覚
で手軽に飲めるドリンクです。

有機玄米

72g（2g×36包）¥2,315

玄氣陽氣の素

00100486品 番

サイズ：162×77×53㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4562123398342
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「日常がちょっと豊かに。
　気づけば “なんだかいいかんじ” のお手伝い」

“ほんとうに良いものが、気づけばそこにある毎日を”
そんな想いから弊社がオリジナルで作った商品シリーズです。
すべてを良いものに、オーガニックに、それは理想的だけれど現実的にはむずかしい。
けれど、ほんの少し、ほんとうに良いものに変えるだけで、気づくことがたくさんあるということに、
長い間オーガニック食品・雑貨を取り扱う中で感じ続けてきました。
だからこそ、「かわいい」から、「おしゃれ」だから、「おいしそう」だから、何でもいい。
気軽に手をのばしてみてほしい。
気がつけば、ほんとうに良いものがそこにある日常。
そんなことから、いつもの日々が、少しずつ良くなっていくと信じています。

さらり・すらり茶シリーズ

飲料

さらり・すらりな毎日をサポート。
お食事にもおやつにも、毎日たっぷりおいしく飲めて、
みんなを支える美味しいお茶です。

サラシア（インド産）、エビスグサ（インド産）、ハト
ムギ（日本産）、発芽裸麦（日本産）、ハマチシャ（イ
ンドネシア産）、ギムネマ・シルベスタ（インド産）、
食塩（キパワーソルト）

6g×6包×5袋 ¥2,800

さらり・すらり茶

HF9000品 番

サイズ：121×135×119㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4580174450994

肉食系、外食系、油食系の人のための。 
ホットでもアイスでも美味しくお楽しみいただけますが、
体を冷やしたくない方はホットまたは常温をおすすめします。
食生活のバランスが気になるときに添えてください。

マテ茶、サラシア、ハトムギ、エビスグサ、桑の葉、
ドクダミ、ギムネマ・シルベスタ、食塩

6g×6包×5袋 ¥2,800

さらり・すらり茶　ちょっとマテ！

00100347品 番

サイズ：131×143×112㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4580174450185

食事の前に、誘惑に負けそうになる前に、まずはおいしいこの1杯。
サラシアが入ったお茶は味がイマイチ、
という常識をくつがえすおいしいブレンドが、
毎日のさらり・すらりをサポートします。
アイスでもホットでも、気分にあわせてお好みでどうぞ。
カフェインフリーも嬉しいおまけです。
とくにお肉大好き人間には、マテ茶入りもご用意しました。

Prema プレマオリジナル商品

Original ぬくもりめぐり茶
体も心も、内側からぽかぽかめぐる。　ぬくもりめぐり茶。
身近な食べ物で実践できるおばあちゃんの知恵袋。温かい番茶が梅干しの力を隅々にまで運び、体の芯からぽかぽか。
じんわりとめぐるぬくもりが、心もほんわりと温めてくれます。
良質の醤油としょうが、梅干し、番茶をあわせた「ぬくもりめぐり茶」は、お湯を注ぐだけで簡単。
1回分ずつ分包にしてあるから、持ち運びも簡単。旅行や日々のお出かけに、鞄の中に。
ぞくっと背筋が寒くなった時、体調が思わしくないなと感じた時、飲み過ぎたなと感じた翌朝。
手元に一箱あると嬉しい、心強い味方です。

お湯を注いで飲むだけ。
毎日一杯の健康管理。

有機梅肉、有機醤油（大豆・小麦を含む）、有機番茶、
梅酢、生姜粉末

360g（9g×40包） ¥3,000

ぬくもりめぐり茶

00100193品 番

サイズ：76×115×104㎜　賞味期間：18ヶ月　
原産国：日本　JAN：4562123394931

玄氣陽氣の素
穀物珈琲の決定版！
玄米のパワフルかつ元気な栄養をあなたに。
国内産有機玄米を特殊な技法で焙煎し、超微粉にしました、玄米の持つバランスの良い栄養を効率よく吸収できます。
香ばしい風味で、珈琲感覚で美味しくお召し上がりいただけます。

陰気の原因になりがちな現代の
食生活に陽気を与え、炭化物として
の吸着特性を引き出した、珈琲感覚
で手軽に飲めるドリンクです。

有機玄米

72g（2g×36包）¥2,315

玄氣陽氣の素

00100486品 番

サイズ：162×77×53㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4562123398342
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シナジーエンザイム

植物発酵エキス（加工黒糖、大根、ニンジン、かぶ、ゴボウ、たまねぎ、れんこん、生姜、みょうが、ゆり
根、ワサビ、もやし、白菜、キャベツ、ほうれん草、春菊、レタス、モロヘイヤ、ふき、ミズナ、小松菜、チ
シャ、チンゲンサイ、サラダ菜、みつば、にら、紫キャベツ、サニーレタス、パセリ、あさつき、めねぎ、
セロリ、カリフラワー、ブロッコリー、食用菊、タケノコ、ずいき、うど、アスパラガス、かぼちゃ、きゅう
り、しろうり、ナス、トマト、冬瓜、ゴーヤ、ニンイク、シシトウ、ピーマン、ズッキニー、おくら、ジャガイ
モ、サツマイモ、サトイモ、椎茸、舞茸、えのき茸、シメジ、レイシ、スイカ、パイナップル、バナナ、メロ
ン、イチゴ、ミカン、レモン、梅、ビワ、ブドウ、プルーン、スダチ、カボス、かき、ナシ、パパイヤ、マン
ゴー、ユズ、コンブ、ワカメ、ヒジキ、アオノリ、モズク、アオサ、アカサ、アシタバ、オオバコ、カンゾウ、
ドクダミ、クコ、スギナ、ウコン、マタタビ、ビワ葉、アズキ、クロマメ、インゲン、エダマメ、玄米、大麦、
ハト麦、アワ、キビ、ヒエ、トウモロコシ、ゴマ、カシューナッツ、アーモンド）、ガジュツエキス

720ml ¥8,800

シナジーエンザイム

00100139品 番

サイズ：Φ74（底面）×298㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4562123394504

100種類以上の素材＋宮古島産ガジュツエキス。果汁・液糖・香料・調味料、白砂糖不使用。
さわやかでおいしいオリジナル酵素飲料です。
美容・健康サポートやダイエット、ファスティング（半断食）にもおすすめ。
美容・健康サポートには1回30～60ml程度を1日1～4回程度、
ダイエット、ファスティング（半断食）には一食90～120ml程度の置き換えを目安にしてください。
※あくまでも目安です。ご自身のコンディションを丁寧に観察しながら調整してみてください。

おいしいだし

うまみと栄養がいっぺんに採れる。転ばぬ先の”だし”。

デンプン分解物、イワシ、コンブ、カツオ、無臭ニンニク

おいしいだし

おいしい、低分子、糖分無添加、低脂肪、無化学処理の新技術。
「おいしいだし」は天然の素材だけを使用し、イワシやカツオはまるごと使い、

そのまま飲めば天然の栄養満点のスープ。お料理に使うと極上のだし・調味料となります。
無添加・独自の製法でペプチド化（低分子化）。
食材の持ち味を引き出し、おいしく、どなたでも無理なく栄養を補えます。
だしとしても、調味料としても、スープとしても喜ばれています。

調味料

10g×10 ¥800 00400214品 番
サイズ：200×130×10㎜　重量：130g　JAN：4546028000159

300g ¥1,800 00400213品 番
サイズ：255×158×70㎜　重量：328g　JAN：4546028000173

500g ¥2,900 00400410品 番
サイズ：290×180×55㎜　重量：535g　JAN：4546028000197
賞味期間：3年　原産国：日本

いのちかがやく調和のミネラル
1日の必要量はわずかでも、欠かすことができないミネラル。
ですが、身体の中ではつくることができないため、食べ物で
補うことが必要です。
いのちかがやく調和のミネラルは、神秘の湖とよばれるグ
レイトソルトレイクから、自然で育まれたマルチミネラルの
濃縮液をお届けします。お水に、炊飯に、お料理に…あらゆ
る用途でお使いいただけます。

液体で、手軽にいつでもどこでもミネラル
補給。塩分が気になる方にも安心です。

塩水湖水低塩化ナトリウム液（グレイトソルトレイク
から採取し、濃縮した塩水湖水ミネラル液）

100ml ¥3,600

GREAT MINERAL
（グレイトミネラル・いのちかがやく調和のミネラル）

46品 番

サイズ：40×40×125㎜　賞味期間：5年　
原産国：アメリカ　JAN：4562123390025

Lift Up Source 元気　キレイの素
吸収性の高い低分子ヒアルロン酸と魚コラーゲンペプチド
に、美容成分（ハトムギエキス・エラスチン・ビタミンC・ビオ
チン）、食物繊維イヌリンや還元力の高い焼き塩『キパワー
ソルト』を配合。
元気とキレイの源を贅沢に凝縮した、毎日をしなやかに
生きたい現代女性の理想的なサプリメントです。

毎日たったのスプーン一杯で、
美容と健康をサポートします。

フィッシュコラーゲン、イヌリン（食物繊維）、ハト
ムギエキス、エラスチンペプチド、天日塩、トレハ
ロース、ビタミンC、ヒアルロン酸、ビオチン

210g（約30日分） ¥3,980

Lift Up Source 元気　キレイの素

HF9102品 番

サイズ：102×102×120㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4580174458006

いつもの食べものにプラス

八福乃塩
満月・大潮の日、神秘の大神島からやってきた潮を、
福原さん家のおじぃとおばぁが、平釡で丁寧にじっくり炊きあげました。

海水（宮古島）

250g ¥1,080

八福乃塩

F00200品 番

サイズ：205×110×55㎜　原産国：日本　
重量：250g　JAN：4562123390162
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シナジーエンザイム

植物発酵エキス（加工黒糖、大根、ニンジン、かぶ、ゴボウ、たまねぎ、れんこん、生姜、みょうが、ゆり
根、ワサビ、もやし、白菜、キャベツ、ほうれん草、春菊、レタス、モロヘイヤ、ふき、ミズナ、小松菜、チ
シャ、チンゲンサイ、サラダ菜、みつば、にら、紫キャベツ、サニーレタス、パセリ、あさつき、めねぎ、
セロリ、カリフラワー、ブロッコリー、食用菊、タケノコ、ずいき、うど、アスパラガス、かぼちゃ、きゅう
り、しろうり、ナス、トマト、冬瓜、ゴーヤ、ニンイク、シシトウ、ピーマン、ズッキニー、おくら、ジャガイ
モ、サツマイモ、サトイモ、椎茸、舞茸、えのき茸、シメジ、レイシ、スイカ、パイナップル、バナナ、メロ
ン、イチゴ、ミカン、レモン、梅、ビワ、ブドウ、プルーン、スダチ、カボス、かき、ナシ、パパイヤ、マン
ゴー、ユズ、コンブ、ワカメ、ヒジキ、アオノリ、モズク、アオサ、アカサ、アシタバ、オオバコ、カンゾウ、
ドクダミ、クコ、スギナ、ウコン、マタタビ、ビワ葉、アズキ、クロマメ、インゲン、エダマメ、玄米、大麦、
ハト麦、アワ、キビ、ヒエ、トウモロコシ、ゴマ、カシューナッツ、アーモンド）、ガジュツエキス

720ml ¥8,800

シナジーエンザイム

00100139品 番

サイズ：Φ74（底面）×298㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4562123394504

100種類以上の素材＋宮古島産ガジュツエキス。果汁・液糖・香料・調味料、白砂糖不使用。
さわやかでおいしいオリジナル酵素飲料です。
美容・健康サポートやダイエット、ファスティング（半断食）にもおすすめ。
美容・健康サポートには1回30～60ml程度を1日1～4回程度、
ダイエット、ファスティング（半断食）には一食90～120ml程度の置き換えを目安にしてください。
※あくまでも目安です。ご自身のコンディションを丁寧に観察しながら調整してみてください。

おいしいだし

うまみと栄養がいっぺんに採れる。転ばぬ先の”だし”。

デンプン分解物、イワシ、コンブ、カツオ、無臭ニンニク

おいしいだし

おいしい、低分子、糖分無添加、低脂肪、無化学処理の新技術。
「おいしいだし」は天然の素材だけを使用し、イワシやカツオはまるごと使い、

そのまま飲めば天然の栄養満点のスープ。お料理に使うと極上のだし・調味料となります。
無添加・独自の製法でペプチド化（低分子化）。
食材の持ち味を引き出し、おいしく、どなたでも無理なく栄養を補えます。
だしとしても、調味料としても、スープとしても喜ばれています。

調味料

10g×10 ¥800 00400214品 番
サイズ：200×130×10㎜　重量：130g　JAN：4546028000159

300g ¥1,800 00400213品 番
サイズ：255×158×70㎜　重量：328g　JAN：4546028000173

500g ¥2,900 00400410品 番
サイズ：290×180×55㎜　重量：535g　JAN：4546028000197
賞味期間：3年　原産国：日本

いのちかがやく調和のミネラル
1日の必要量はわずかでも、欠かすことができないミネラル。
ですが、身体の中ではつくることができないため、食べ物で
補うことが必要です。
いのちかがやく調和のミネラルは、神秘の湖とよばれるグ
レイトソルトレイクから、自然で育まれたマルチミネラルの
濃縮液をお届けします。お水に、炊飯に、お料理に…あらゆ
る用途でお使いいただけます。

液体で、手軽にいつでもどこでもミネラル
補給。塩分が気になる方にも安心です。

塩水湖水低塩化ナトリウム液（グレイトソルトレイク
から採取し、濃縮した塩水湖水ミネラル液）

100ml ¥3,600

GREAT MINERAL
（グレイトミネラル・いのちかがやく調和のミネラル）

46品 番

サイズ：40×40×125㎜　賞味期間：5年　
原産国：アメリカ　JAN：4562123390025

Lift Up Source 元気　キレイの素
吸収性の高い低分子ヒアルロン酸と魚コラーゲンペプチド
に、美容成分（ハトムギエキス・エラスチン・ビタミンC・ビオ
チン）、食物繊維イヌリンや還元力の高い焼き塩『キパワー
ソルト』を配合。
元気とキレイの源を贅沢に凝縮した、毎日をしなやかに
生きたい現代女性の理想的なサプリメントです。

毎日たったのスプーン一杯で、
美容と健康をサポートします。

フィッシュコラーゲン、イヌリン（食物繊維）、ハト
ムギエキス、エラスチンペプチド、天日塩、トレハ
ロース、ビタミンC、ヒアルロン酸、ビオチン

210g（約30日分） ¥3,980

Lift Up Source 元気　キレイの素

HF9102品 番

サイズ：102×102×120㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4580174458006

いつもの食べものにプラス

八福乃塩
満月・大潮の日、神秘の大神島からやってきた潮を、
福原さん家のおじぃとおばぁが、平釡で丁寧にじっくり炊きあげました。

海水（宮古島）

250g ¥1,080

八福乃塩

F00200品 番

サイズ：205×110×55㎜　原産国：日本　
重量：250g　JAN：4562123390162
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元気☆がまんの素

土地柄、カルシウム不足になりやすい日本人。
その一方で、日々の健康維持にカルシウムは必要不可欠。
そこで、野菜から作られた天然の吸収のよい安全なカルシウムで、なおかつ毎日手軽に摂取できる製品を、
山口清道氏（日本予防医学研究会理事）監修のもと作りました。
1包（2g）には、牛乳520ml・小魚145g・ほうれんそう2653g分のカルシウムが含まれます。
小さなお子さまから大人まで、日々の生活にお役立てください。

ご飯をふっくらおいしく炊き上げながら、家族
全員のカルシウム＆ミネラル補給ができます。

乳酸カルシウム（L型発酵乳酸カルシウム）90％、塩水湖水ミネ
ラル液（グレイトミネラル）10％

200g ¥4,980

元気☆がまんの素

HF9103品 番

120g（2g×60包）¥3,800 HF9100品 番

サイズ：80×240×103㎜　JAN：4580174458013

サイズ：68×145×113㎜　JAN：4580174457993

原産国：日本　賞味期間：2年

HF9103 HF9100

そのまま食べて

元気酵素の素
バランスの良い食生活に、栄養と酵素を簡単補給。健康維持のための栄養が凝縮した植物発酵エキス。
酵素ドリンクが苦手な方にもおすすめな、甘酸っぱく食べやすい風味です。
ペースト状で個包装されているので、食べやすく、携帯にも便利。
そのまま食べるのはもちろん、カレーや煮物、ドレッシングの味付けなど幅広くお使いいただけます。

マクロビオティックの考え方に基づいて設計され、一物全体
に沿って作られた、新たな伝統食とも言える酵素です。

「元気無限の素」は、黒酵母発酵液をベースに、フラクトオリ
ゴ糖、フィッシュコラーゲン、赤ワインエキス(レスベラトロー
ル含有)を配合し、黒酵母発酵液が苦手だった方にもお勧め
できるライチ味に仕上げました。ライチはレイシ、ライチ―
とも云われ、楊貴妃も愛した果物として有名です。少しトロ
ピカルな中にも、高貴な味わいが漂い、妖艶なうま味と甘み
で、お子様からお年寄りまで飲みやすい味わい。ますます輝
くための毎日の新習慣に。

植物発酵液［果実・野菜（リンゴ、オレンジ、パイナップル、バナナ、パパイヤ、グァ
バ、ニンジン、キウイフルーツ、その他）、穀物（玄米、フェイジョン豆、トウモロコ
シ、カシューナッツ、オーツ麦、エンドウ豆、黒ごま、キビ、大豆、ライ麦、レンズ豆、
小豆、その他）、海藻（わかめ、昆布、海苔）、麦芽糖］

300g（10g×30本）¥4,500

元気酵素の素

00100569品 番

サイズ：120×75×55㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4562123399172

元気無限の素
多くの可能性を秘めた、第三の素材“黒酵母発酵飲料「元気無限の素」
黒酵母が発酵時に作り出したβ-グルカンは黒酵母菌が自分の身を守るために体外に作り出した成分であり、水溶性という特
徴があります。吸収しやすいβ‐グルカンでさらに外的環境に負けない身体を作ります。「元気無限の素」は、黒酵母発酵液を
ベースに、フラクトオリゴ糖、フィッシュコラーゲン、赤ワインエキス(レスベラトロール含有)を配合し、黒酵母発酵液が苦手だっ
た方にもお勧めできるライチ味に仕上げました。ライチはレイシ、ライチ―とも云われ、楊貴妃も愛した果物として有名です。
少しトロピカルな中にも、高貴な味わいが漂い、妖艶なうま味と甘みで、お子様からお年寄りまで飲みやすい味わい。ますます
輝くための毎日の新習慣に。夏は冷やすとさらに美味しくお召し上がりいただけます。

元気無限の素

黒酵母発酵液、フラクトオリゴ糖、フィッシュコラーゲン、赤ワインエキス（レスベ
ラトロール含有）、香料、クエン酸

17g×30包 ¥9,800
00100819品 番

サイズ：125×80×13㎜　賞味期間：24ヶ月　
原産国：日本　重量：605g　JAN：4573357390057

ミネラルは人間の生理機能を補助する成分。必要な量はほ
んの少しですが、微量であっても生存するためには必要な
成分です。海藻の中でも栄養たっぷりのひじきが微粉末化。
摂りやすい粒状にしています。

元気鉄分の素
簡単鉄分補給「元気鉄分（ひじき）の素」
食物由来100％！打錠技術の向上により、これまで難しいとされてきた原材料植物性100％を実現しました。原材料のひじきは、
食物繊維豊富でアルカリ食品としても有名な食品です。もちろん、鉄分を多く含む栄養食品であることもよく知られています
が、実は、ひじきの鉄は吸収しにくいのも事実です。元気鉄分（ひじき）の素は、ミクロン加工により吸収力を抜群に工場させ
た、画期的な商品です。腸からの吸収も抜群に向上。

元気鉄分（ひじき）の素

ひじき粉末、ショ糖エステル

100g（約400粒） ¥3,800
00100899品 番

サイズ：200×120×40㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　重量：115g　JAN：4573357390903

ひじき



元気☆がまんの素

土地柄、カルシウム不足になりやすい日本人。
その一方で、日々の健康維持にカルシウムは必要不可欠。
そこで、野菜から作られた天然の吸収のよい安全なカルシウムで、なおかつ毎日手軽に摂取できる製品を、
山口清道氏（日本予防医学研究会理事）監修のもと作りました。
1包（2g）には、牛乳520ml・小魚145g・ほうれんそう2653g分のカルシウムが含まれます。
小さなお子さまから大人まで、日々の生活にお役立てください。

ご飯をふっくらおいしく炊き上げながら、家族
全員のカルシウム＆ミネラル補給ができます。

乳酸カルシウム（L型発酵乳酸カルシウム）90％、塩水湖水ミネ
ラル液（グレイトミネラル）10％

200g ¥4,980

元気☆がまんの素

HF9103品 番

120g（2g×60包）¥3,800 HF9100品 番

サイズ：80×240×103㎜　JAN：4580174458013

サイズ：68×145×113㎜　JAN：4580174457993

原産国：日本　賞味期間：2年

HF9103 HF9100

そのまま食べて

元気酵素の素
バランスの良い食生活に、栄養と酵素を簡単補給。健康維持のための栄養が凝縮した植物発酵エキス。
酵素ドリンクが苦手な方にもおすすめな、甘酸っぱく食べやすい風味です。
ペースト状で個包装されているので、食べやすく、携帯にも便利。
そのまま食べるのはもちろん、カレーや煮物、ドレッシングの味付けなど幅広くお使いいただけます。

マクロビオティックの考え方に基づいて設計され、一物全体
に沿って作られた、新たな伝統食とも言える酵素です。

「元気無限の素」は、黒酵母発酵液をベースに、フラクトオリ
ゴ糖、フィッシュコラーゲン、赤ワインエキス(レスベラトロー
ル含有)を配合し、黒酵母発酵液が苦手だった方にもお勧め
できるライチ味に仕上げました。ライチはレイシ、ライチ―
とも云われ、楊貴妃も愛した果物として有名です。少しトロ
ピカルな中にも、高貴な味わいが漂い、妖艶なうま味と甘み
で、お子様からお年寄りまで飲みやすい味わい。ますます輝
くための毎日の新習慣に。

植物発酵液［果実・野菜（リンゴ、オレンジ、パイナップル、バナナ、パパイヤ、グァ
バ、ニンジン、キウイフルーツ、その他）、穀物（玄米、フェイジョン豆、トウモロコ
シ、カシューナッツ、オーツ麦、エンドウ豆、黒ごま、キビ、大豆、ライ麦、レンズ豆、
小豆、その他）、海藻（わかめ、昆布、海苔）、麦芽糖］

300g（10g×30本）¥4,500

元気酵素の素

00100569品 番

サイズ：120×75×55㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　JAN：4562123399172

元気無限の素
多くの可能性を秘めた、第三の素材“黒酵母発酵飲料「元気無限の素」
黒酵母が発酵時に作り出したβ-グルカンは黒酵母菌が自分の身を守るために体外に作り出した成分であり、水溶性という特
徴があります。吸収しやすいβ‐グルカンでさらに外的環境に負けない身体を作ります。「元気無限の素」は、黒酵母発酵液を
ベースに、フラクトオリゴ糖、フィッシュコラーゲン、赤ワインエキス(レスベラトロール含有)を配合し、黒酵母発酵液が苦手だっ
た方にもお勧めできるライチ味に仕上げました。ライチはレイシ、ライチ―とも云われ、楊貴妃も愛した果物として有名です。
少しトロピカルな中にも、高貴な味わいが漂い、妖艶なうま味と甘みで、お子様からお年寄りまで飲みやすい味わい。ますます
輝くための毎日の新習慣に。夏は冷やすとさらに美味しくお召し上がりいただけます。

元気無限の素

黒酵母発酵液、フラクトオリゴ糖、フィッシュコラーゲン、赤ワインエキス（レスベ
ラトロール含有）、香料、クエン酸

17g×30包 ¥9,800
00100819品 番

サイズ：125×80×13㎜　賞味期間：24ヶ月　
原産国：日本　重量：605g　JAN：4573357390057

ミネラルは人間の生理機能を補助する成分。必要な量はほ
んの少しですが、微量であっても生存するためには必要な
成分です。海藻の中でも栄養たっぷりのひじきが微粉末化。
摂りやすい粒状にしています。

元気鉄分の素
簡単鉄分補給「元気鉄分（ひじき）の素」
食物由来100％！打錠技術の向上により、これまで難しいとされてきた原材料植物性100％を実現しました。原材料のひじきは、
食物繊維豊富でアルカリ食品としても有名な食品です。もちろん、鉄分を多く含む栄養食品であることもよく知られています
が、実は、ひじきの鉄は吸収しにくいのも事実です。元気鉄分（ひじき）の素は、ミクロン加工により吸収力を抜群に工場させ
た、画期的な商品です。腸からの吸収も抜群に向上。

元気鉄分（ひじき）の素

ひじき粉末、ショ糖エステル

100g（約400粒） ¥3,800
00100899品 番

サイズ：200×120×40㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　重量：115g　JAN：4573357390903

ひじき
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らくなちゅらるプロポリス
天然の健康食品！オーガニックブラジル産プロポリス
プロポリスは古代ギリシャの時代より、健康維持など優れた性質を持つ自然の恵みとして用いられてきました。
蜜蜂からの贈り物であるプロポリスを、長期間、日常的に飲用いただけるよう、良心的な価格でご用意しました。

らくなちゅらるプロポリス

Prema ShantiPrema Shanti
プレマシャンティⓇ

ほんものの生産者と消費者が繋がる食卓

プレマオリジナルの食品シリーズ

「Prema Shanti プレマシャンティ」。
別冊カタログにてご用意ありますので

お気軽にご希望ください。

エタノール、プロポリス（ブラジル）

20ml ¥6,980 00100628品 番

60ml ¥19,800 00100629品 番

サイズ：30×30×90㎜　重量：80g　JAN：4562123399752

サイズ：43×43×112㎜　重量：195g　JAN：4562123399769

原産国：ブラジル　賞味期間：2年

梅肉エキス粒
注目の梅ポリフェノール＆ムメフラール含有。家族みんなで毎日続く嬉しい価格でご紹介。
梅由来のポリフェノールと、梅肉エキスを作る過程で生成する希少な成分ムメフラールを含有しています。
梅は健康をサポートする食品として伝統的に注目されてきましたが、その梅のいいとこ取りで摂りやすい粒状にしました。
家族みんなの毎日の健康にぜひお役立てください。

梅肉エキス粒

梅エキス、甘藷（アヤムラサキ）末、でん粉、シトラスファイ
バー、梅ポリフェノール、大豆ファイバー

450g（約2,250粒） ¥9,000
00100001品 番

サイズ：100×100×130㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　重量：540g　JAN：4562123393187

ミャンマー産 ひまわりはちみつ
安全・安心・無農薬！ミャンマー産ひまわり蜂蜜
柑橘系の香りと独特のコクが特徴のひまわり蜂蜜は
色は透き通った紅茶色で、風味豊かでまろやかな美味しさです。 

ミャンマー産 ひまわりはちみつ

ミャンマー産ひまわりはちみつ

180g ¥980 00100502品 番

500g ¥1,834 00100795品 番

サイズ：53×53×95㎜　重量：335g　JAN：4562123398502

サイズ：70×70×130㎜　重量：780g　JAN：4562123390834

原産国：ミャンマー　賞味期間：2年

25kg ¥30,556 00100796品 番

うめえんじぇる
すっぱうめえ！新感覚の味わい
梅干しの良さを活かしつつ食べやすく仕上げた新食感の梅干し加工品です。すっぱい美味しさと柔らかい食感を楽しめます。
子どもからお年寄りまで、いつでも、どこでも楽しく健康に！保存性があって携帯にも便利です。

うめえんじぇる

梅干し果肉、しそ加工品、グリセリン

30g（100粒/50包） ¥1,000
00100487品 番

サイズ：170×102×53㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　重量：95g　JAN：4562123398359
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らくなちゅらるプロポリス
天然の健康食品！オーガニックブラジル産プロポリス
プロポリスは古代ギリシャの時代より、健康維持など優れた性質を持つ自然の恵みとして用いられてきました。
蜜蜂からの贈り物であるプロポリスを、長期間、日常的に飲用いただけるよう、良心的な価格でご用意しました。

らくなちゅらるプロポリス

Prema ShantiPrema Shanti
プレマシャンティⓇ

ほんものの生産者と消費者が繋がる食卓

プレマオリジナルの食品シリーズ

「Prema Shanti プレマシャンティ」。
別冊カタログにてご用意ありますので

お気軽にご希望ください。

エタノール、プロポリス（ブラジル）

20ml ¥6,980 00100628品 番

60ml ¥19,800 00100629品 番

サイズ：30×30×90㎜　重量：80g　JAN：4562123399752

サイズ：43×43×112㎜　重量：195g　JAN：4562123399769

原産国：ブラジル　賞味期間：2年

梅肉エキス粒
注目の梅ポリフェノール＆ムメフラール含有。家族みんなで毎日続く嬉しい価格でご紹介。
梅由来のポリフェノールと、梅肉エキスを作る過程で生成する希少な成分ムメフラールを含有しています。
梅は健康をサポートする食品として伝統的に注目されてきましたが、その梅のいいとこ取りで摂りやすい粒状にしました。
家族みんなの毎日の健康にぜひお役立てください。

梅肉エキス粒

梅エキス、甘藷（アヤムラサキ）末、でん粉、シトラスファイ
バー、梅ポリフェノール、大豆ファイバー

450g（約2,250粒） ¥9,000
00100001品 番

サイズ：100×100×130㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　重量：540g　JAN：4562123393187

ミャンマー産 ひまわりはちみつ
安全・安心・無農薬！ミャンマー産ひまわり蜂蜜
柑橘系の香りと独特のコクが特徴のひまわり蜂蜜は
色は透き通った紅茶色で、風味豊かでまろやかな美味しさです。 

ミャンマー産 ひまわりはちみつ

ミャンマー産ひまわりはちみつ

180g ¥980 00100502品 番

500g ¥1,834 00100795品 番

サイズ：53×53×95㎜　重量：335g　JAN：4562123398502

サイズ：70×70×130㎜　重量：780g　JAN：4562123390834

原産国：ミャンマー　賞味期間：2年

25kg ¥30,556 00100796品 番

うめえんじぇる
すっぱうめえ！新感覚の味わい
梅干しの良さを活かしつつ食べやすく仕上げた新食感の梅干し加工品です。すっぱい美味しさと柔らかい食感を楽しめます。
子どもからお年寄りまで、いつでも、どこでも楽しく健康に！保存性があって携帯にも便利です。

うめえんじぇる

梅干し果肉、しそ加工品、グリセリン

30g（100粒/50包） ¥1,000
00100487品 番

サイズ：170×102×53㎜　賞味期間：2年　
原産国：日本　重量：95g　JAN：4562123398359
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大地の恵みを、あなたのチカラに。

マクロヘルス

世界の伝統や日本の伝承の知恵に学び、
大自然の恵みをギュッと引き出した
スーパーフードを集めた「マクロヘルス」シリーズです。

厳しい自然環境が育むスーパーベリー
マキベリ－はチリ南部パタゴニア地方の標高1700mの日照量の多い寒冷地帯にのみ自生
する希少な果実です。1844年に先住民のマプチェ族が食していたマキベリ－をチリが認め
たという歴史があります。厳しい自然環境で育ち豊富なポリフェノールを含有したマキベ
リーの実をフリーズドライ製法でパウダー化しました。

マキベリ－

100g ￥3,800

マキベリ－FDパウダー

00100709品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：36ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123393040

美容や健康に！ペルーアマゾン産スーパーベリー
カムカムは、ペルーアマゾン川上流域を原産地とし、熱帯地域に自生しています。グァバの
仲間であり、赤道に近い地域、高温で紫外線が強い地域に生育するカムカムほどビタミンC
の含有量が多いと言われています。果実はサクランボのような赤紫色をしていて、実にはビ
タミンC（100gあたり約2800㎎）が高含有として知られるようになりました。他にも美容と健
康を保つのに欠かせないカルシウムやクエン酸なども含んでいます。カムカムを一つひと
つ手摘みし、果汁を凝縮しパウダーに加工しました。

カムカム

100g ￥2,800

カムカム果汁パウダー

00100708品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123393033

古代インディオたちによって飲み継がれてきた伝説のハーブ「キャッツクロー」
キャッツクローはペルーアマゾンの熱帯雨林にしか自生していない植物で、1ヘクタールに2
～3本しかないことから幻の木と言われる希少な植物です。キャッツクローの樹皮はインカ
の時代から健康食材として、現地の人々に親しまれてきました。その樹皮を乾燥後パウダー
に加工しました。

キャッツクロー

100g ￥3,800

キャッツクローパウダー

00100710品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123394993

アフリカのスーパーフルーツ“バオバブ”をご存じですか？
星の王子様に出てくる木として知られ愛されているバオバブですが、この樹齢1000年とも
5000年ともいわれるこの木に、堅い殻で覆われた実がなることを、ご存じでしょうか。この実
はスーパーフルーツとしても知られており、堅い殻を割ると果肉が白い粉状の固まりとなっ
ているのが特長です。乾燥した過酷なアフリカの地で生きるために、貴重な水分を幹に貯め
ることで、果実は自然に乾燥していくのだそう。これにより、果実のエキスは自然に濃縮さ
れ、自然のローフードとして、人々が愛してやまない豊かなパウダーになるのです。

100%アダンソニア・ディギタータ（フルーツ）

100g ￥1,800

バオバブフルーツパウダー

00100679品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：18ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123392326

有機JAS認定!
食物繊維、鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛を豊富に含んだ有機桑葉パウダー。
古来より健康を守るとして食されてきた桑葉（マルベリーリーフ）。農薬や化学肥料を使用せ
ずに栽培された鹿児島県産の桑葉を、収穫後すぐに乾燥しパウダーにしました。苦味の少
ない抹茶のような風味でクセもなくおいしくいただけます。

有機桑葉（鹿児島県産）

100g ￥1,980 

有機マルベリーリーフパウダー

00100702品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123390247

若 し々くありたい！を応援するミラクルパウダー！
栄養バランスに優れた大注目のイグサのチカラ
イグサと言えば、畳を想像しますが、実は栄養バランスに優れていることをご存じですか？イ
グサには食物繊維、カリウム、その他ミネラルが含まれています。しかし、イグサは収穫して
から酸化のすすみが早く、食物繊維が硬すぎて生では食べることができず、これまではその
豊富な栄養素を取ることができませんでした。しかし、乾燥しパウダーに加工することで、イ
グサの素材そのままの栄養素を取ることができるようになりました。

イグサ

100g ￥2,600

イグサパウダー

00100701品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123392043

発酵の手間いらずのうま味を引き出す魔法のパウダー
玄米麹を乾燥させてパウダーにしました。塩麹のように発酵させる手間もなく、本品をお料
理に混ぜたり、水に溶かして食材を漬け込んだりするだけで、玄米麹由来の酵素が食材のう
ま味を引き出します。

玄米（国産）

100g ￥1,980 

玄米麹パウダー

00100705品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：10ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123393002
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大地の恵みを、あなたのチカラに。

マクロヘルス

世界の伝統や日本の伝承の知恵に学び、
大自然の恵みをギュッと引き出した
スーパーフードを集めた「マクロヘルス」シリーズです。

厳しい自然環境が育むスーパーベリー
マキベリ－はチリ南部パタゴニア地方の標高1700mの日照量の多い寒冷地帯にのみ自生
する希少な果実です。1844年に先住民のマプチェ族が食していたマキベリ－をチリが認め
たという歴史があります。厳しい自然環境で育ち豊富なポリフェノールを含有したマキベ
リーの実をフリーズドライ製法でパウダー化しました。

マキベリ－

100g ￥3,800

マキベリ－FDパウダー

00100709品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：36ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123393040

美容や健康に！ペルーアマゾン産スーパーベリー
カムカムは、ペルーアマゾン川上流域を原産地とし、熱帯地域に自生しています。グァバの
仲間であり、赤道に近い地域、高温で紫外線が強い地域に生育するカムカムほどビタミンC
の含有量が多いと言われています。果実はサクランボのような赤紫色をしていて、実にはビ
タミンC（100gあたり約2800㎎）が高含有として知られるようになりました。他にも美容と健
康を保つのに欠かせないカルシウムやクエン酸なども含んでいます。カムカムを一つひと
つ手摘みし、果汁を凝縮しパウダーに加工しました。

カムカム

100g ￥2,800

カムカム果汁パウダー

00100708品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123393033

古代インディオたちによって飲み継がれてきた伝説のハーブ「キャッツクロー」
キャッツクローはペルーアマゾンの熱帯雨林にしか自生していない植物で、1ヘクタールに2
～3本しかないことから幻の木と言われる希少な植物です。キャッツクローの樹皮はインカ
の時代から健康食材として、現地の人々に親しまれてきました。その樹皮を乾燥後パウダー
に加工しました。

キャッツクロー

100g ￥3,800

キャッツクローパウダー

00100710品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123394993

アフリカのスーパーフルーツ“バオバブ”をご存じですか？
星の王子様に出てくる木として知られ愛されているバオバブですが、この樹齢1000年とも
5000年ともいわれるこの木に、堅い殻で覆われた実がなることを、ご存じでしょうか。この実
はスーパーフルーツとしても知られており、堅い殻を割ると果肉が白い粉状の固まりとなっ
ているのが特長です。乾燥した過酷なアフリカの地で生きるために、貴重な水分を幹に貯め
ることで、果実は自然に乾燥していくのだそう。これにより、果実のエキスは自然に濃縮さ
れ、自然のローフードとして、人々が愛してやまない豊かなパウダーになるのです。

100%アダンソニア・ディギタータ（フルーツ）

100g ￥1,800

バオバブフルーツパウダー

00100679品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：18ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123392326

有機JAS認定!
食物繊維、鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛を豊富に含んだ有機桑葉パウダー。
古来より健康を守るとして食されてきた桑葉（マルベリーリーフ）。農薬や化学肥料を使用せ
ずに栽培された鹿児島県産の桑葉を、収穫後すぐに乾燥しパウダーにしました。苦味の少
ない抹茶のような風味でクセもなくおいしくいただけます。

有機桑葉（鹿児島県産）

100g ￥1,980 

有機マルベリーリーフパウダー

00100702品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123390247

若 し々くありたい！を応援するミラクルパウダー！
栄養バランスに優れた大注目のイグサのチカラ
イグサと言えば、畳を想像しますが、実は栄養バランスに優れていることをご存じですか？イ
グサには食物繊維、カリウム、その他ミネラルが含まれています。しかし、イグサは収穫して
から酸化のすすみが早く、食物繊維が硬すぎて生では食べることができず、これまではその
豊富な栄養素を取ることができませんでした。しかし、乾燥しパウダーに加工することで、イ
グサの素材そのままの栄養素を取ることができるようになりました。

イグサ

100g ￥2,600

イグサパウダー

00100701品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123392043

発酵の手間いらずのうま味を引き出す魔法のパウダー
玄米麹を乾燥させてパウダーにしました。塩麹のように発酵させる手間もなく、本品をお料
理に混ぜたり、水に溶かして食材を漬け込んだりするだけで、玄米麹由来の酵素が食材のう
ま味を引き出します。

玄米（国産）

100g ￥1,980 

玄米麹パウダー

00100705品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：10ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4562123393002
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若 し々さを保つサポートには、ノビレチンを多く含むシークヮーサーパウダー。
健康・美容に有用と言われるノビレチンが多く含まれているシークヮーサーの果皮、種子、房
をパウダーにしました。本品には果汁エキスの約170倍のノビレチンを含有しています。
シークヮーサーのすっぱい香りと濃厚に含まれているノビレチンの苦みがあります。

シークヮーサー果皮、種子、房

100g ￥1,800

シークヮーサーパウダー

00100870品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390613

ポリフェノール含有量がワインより豊富。沖縄ハーブの月桃パウダー。
沖縄ハーブ「月桃」の葉をパウダーにしました。本品には、ポリフェノール、食物繊維、鉄、カ
ルシウム、ビタミンCなどの成分が豊富に含まれています。

月桃の葉

100g ￥3,000

月桃パウダー

00100872品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390637

健康、美容をサポートする、レスベラトロールたっぷり。
メリンジョは、インドネシア原産の樹木で、その種は栄養価が高く、インドネシアの食卓やお
やつに欠かせない食材です。炭水化物、ブドウと同じポリフェノール（レスベラトロール類）
を多く含んでいます。

メリンジョ

100g ￥1,200 

メリンジョパウダー

00100835品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：インドネシア
重量：115g　JAN：4573357390255

青臭さがなくて甘い、沖縄県産「美らキャロット」パウダー。
甘みの強い沖縄県産「美らキャロット」をまるごとパウダーにしました。ジュースやスープ、
ケーキやクッキーに混ぜるだけで、にんじんに含まれるβカロテンやカリウムなどの栄養素
を手軽に摂っていただけます。

にんじん

100g ￥1,480

美らキャロットパウダー

00100868品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390590

体験すれば違いがわかります！沖縄県産ミラクルツリー モリンガのパワーをあなたのチカ
ラに。
モリンガとは亜熱帯や熱帯地方の温かい場所で育つ植物で、非常に生命力が強く、栄養素
が豊富に含まれていることから、海外では「ミラクルツリー（奇跡の木）」とも呼ばれていま
す。沖縄で土作りからこだわり農薬・化学肥料不使用で丁寧に育てたモリンガをパウダーに
しました。

モリンガの葉

50g ￥1,980

モリンガパウダー

00100825品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：沖縄県
重量：65g　JAN：4573357390118

毎日の食事に彩りの楽しさを。今からはじめるスーパーフード！
ピタヤという名でも知られるレッドドラゴンフルーツは、サボテン科の柔らかい果物で、色
鮮やかな見た目をしています。その見た目とは裏腹にさっぱりとした味で、美容・健康をサ
ポートするスーパーフルーツとして注目されています。

レッドドラゴンフルーツ、マルトデキストリン

50g ￥1,980

レッドドラゴンフルーツ果汁パウダー

00100817品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：65g　JAN：4573357390033

ポリフェノールたっぷりの紅芋パウダーで、お菓子作りしませんか？
沖縄県産紅芋「ちゅら恋紅」をパウダーにしました。本品には、ポリフェノールや食物繊維、
鉄、カルシウムなど、不足しがちな栄養素が豊富に含まれています。毎日の健康維持にお役
立ていただけます。

かんしょ

100g ￥1,480

紅芋パウダー

00100869品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390606

スマホ、パソコン作業の多い方にオススメのルテイン含有のカンダバーパウダー。
沖縄では古くから雑炊などで食されるかんしょ（芋）の葉茎部分をパウダーにしました。ボリ
フェノールやルテインなどの成分を豊富に含み、ビタミン類や食物繊維、ミネラル類にも富
んでいます。

かんしょの葉茎部

100g ￥1,980

カンダバーパウダー

00100871品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390620
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若 し々さを保つサポートには、ノビレチンを多く含むシークヮーサーパウダー。
健康・美容に有用と言われるノビレチンが多く含まれているシークヮーサーの果皮、種子、房
をパウダーにしました。本品には果汁エキスの約170倍のノビレチンを含有しています。
シークヮーサーのすっぱい香りと濃厚に含まれているノビレチンの苦みがあります。

シークヮーサー果皮、種子、房

100g ￥1,800

シークヮーサーパウダー

00100870品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390613

ポリフェノール含有量がワインより豊富。沖縄ハーブの月桃パウダー。
沖縄ハーブ「月桃」の葉をパウダーにしました。本品には、ポリフェノール、食物繊維、鉄、カ
ルシウム、ビタミンCなどの成分が豊富に含まれています。

月桃の葉

100g ￥3,000

月桃パウダー

00100872品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390637

健康、美容をサポートする、レスベラトロールたっぷり。
メリンジョは、インドネシア原産の樹木で、その種は栄養価が高く、インドネシアの食卓やお
やつに欠かせない食材です。炭水化物、ブドウと同じポリフェノール（レスベラトロール類）
を多く含んでいます。

メリンジョ

100g ￥1,200 

メリンジョパウダー

00100835品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：インドネシア
重量：115g　JAN：4573357390255

青臭さがなくて甘い、沖縄県産「美らキャロット」パウダー。
甘みの強い沖縄県産「美らキャロット」をまるごとパウダーにしました。ジュースやスープ、
ケーキやクッキーに混ぜるだけで、にんじんに含まれるβカロテンやカリウムなどの栄養素
を手軽に摂っていただけます。

にんじん

100g ￥1,480

美らキャロットパウダー

00100868品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390590

体験すれば違いがわかります！沖縄県産ミラクルツリー モリンガのパワーをあなたのチカ
ラに。
モリンガとは亜熱帯や熱帯地方の温かい場所で育つ植物で、非常に生命力が強く、栄養素
が豊富に含まれていることから、海外では「ミラクルツリー（奇跡の木）」とも呼ばれていま
す。沖縄で土作りからこだわり農薬・化学肥料不使用で丁寧に育てたモリンガをパウダーに
しました。

モリンガの葉

50g ￥1,980

モリンガパウダー

00100825品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：沖縄県
重量：65g　JAN：4573357390118

毎日の食事に彩りの楽しさを。今からはじめるスーパーフード！
ピタヤという名でも知られるレッドドラゴンフルーツは、サボテン科の柔らかい果物で、色
鮮やかな見た目をしています。その見た目とは裏腹にさっぱりとした味で、美容・健康をサ
ポートするスーパーフルーツとして注目されています。

レッドドラゴンフルーツ、マルトデキストリン

50g ￥1,980

レッドドラゴンフルーツ果汁パウダー

00100817品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：65g　JAN：4573357390033

ポリフェノールたっぷりの紅芋パウダーで、お菓子作りしませんか？
沖縄県産紅芋「ちゅら恋紅」をパウダーにしました。本品には、ポリフェノールや食物繊維、
鉄、カルシウムなど、不足しがちな栄養素が豊富に含まれています。毎日の健康維持にお役
立ていただけます。

かんしょ

100g ￥1,480

紅芋パウダー

00100869品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390606

スマホ、パソコン作業の多い方にオススメのルテイン含有のカンダバーパウダー。
沖縄では古くから雑炊などで食されるかんしょ（芋）の葉茎部分をパウダーにしました。ボリ
フェノールやルテインなどの成分を豊富に含み、ビタミン類や食物繊維、ミネラル類にも富
んでいます。

かんしょの葉茎部

100g ￥1,980

カンダバーパウダー

00100871品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390620
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島根県で農薬・化学肥料不使用で栽培した有機ごま若葉を乾燥しパウダーにしました。本品
には、鉄、カリウム、カルシウム、マグネシウム、βカロテンなどの栄養素が含まれるほか、葉
酸が含まれているのが特徴です。葉酸は新生児に必要な栄養素として注目されています。ま
た、オリーブ果実などに含まれているポリフェノール類「アクテオシド」が豊富に含まれてい
るため、苦味がありますが、豆乳や牛乳と混ぜると味がまろやかになります。ジュースやお料
理に混ぜてお使いいただけます。

有機ごま若葉

100g ￥2,800

有機ごま若葉パウダー

00100905品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4573357390965

沖縄自生の野草として琉球王朝時代から食されている沖縄伝統島野菜の1つであるクワン
ソウ（和名：アキノワスレグサ・常葉萱草）は、沖縄で別名ニイブイグサともよばれています。
農薬・化学肥料不使用で栽培されたクワンソウの葉と茎を乾燥させて使いやすいパウダー
にしました。クワンソウにはアミノ酸のアスパラギン酸や、リジンやトリテルペンが含まれて
います。

クワンソウ葉・茎

100g ￥3,800

クワンソウパウダー

00101018品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：3年　原産国：日本
重量：115g　JAN：4573357391467

ベジタリアンやヴィーガンなど、健康志向の高まりから、植物由来のたんぱく質に注目が集
まっています。サチャインチナッツプロテインパウダーは、オイルを絞った後のサチャインチ
の種子を乾燥して粉末にしました。良質なたんぱく質を約60%含有した天然のプロテイン
です。毎日のたんぱく質の補給にお役立てください。

サチャインチ種子

100g ￥2,800

サチャインチナッツプロテインパウダー

00101019品 番

サイズ：220×140×55㎜　賞味期間：2年　原産国：ペルー（生産地）
重量：220g　JAN：4573357391474

爽やかな酸味と濃厚な甘みが特徴！古代インカ文明の時代から食され続けてきた
黄金の秘宝ゴールデンベリー
ゴールデンベリーとは、古代インカ文明の時代から食べられてきた食用のほおずきです。別
名インカベリーと呼ばれています。ビタミンAやマグネシウムなどを豊富に含み、
南米やアメリカ、ヨーロッパでも広く親しまれている注目のスーパーフルーツです。

乾燥ゴールデンベリー

100g ￥1,580

ゴールデンベリー

00100897品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：ペルー
重量：115g　JAN：4573357390880

スピルリナとは、約30億年前に地球に誕生し、原始地球に酸素をもたらしたらせん状の藻で
す。β-カロテンが豊富、ビタミンB群、鉄、カルシウムなどミネラルの補給にオススメ。スー
パーフードの王様とも呼ばれています。料理やスムージーに混ぜて使いやすいパウダータ
イプです。

乾燥スピルリナ

100g ￥2,980

スピルリナパウダー

00101012品 番

サイズ：220×140×55㎜　賞味期間：3年　原産国：アメリカ（生産地）
重量：115g　JAN：4573357391405

黒ごま生産量世界上位のミャンマーで農薬不使用で栽培した黒ごまを超低温粉砕技術によ
りパウダーにしました。ミャンマー北部で栽培される黒ごまには、有用成分セサミンが豊富
に含まれていることがわかっています。本品には通常の黒ごまに比べ、約6.9倍のセサミンが
含まれています。胡麻和えやふりかけなど、通常の胡麻のように食事に加えてお使いいただ
けます。

黒ごま

100g ￥1,200

セサミンリッチ黒ごまパウダー

00100904品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：6ヶ月　原産国：ミャンマー（生産地）
重量：115g　JAN：4573357390958

夏は冷房が苦手、冬は寒くてなかなか動き出せない1日のはじまりに！スプーン1杯のショウ
ガ麹パウダーでウォームアップしませんか？
乾燥ショウガを酵素の宝庫「麹」で発酵し、低温乾燥でパウダー化しま した。お飲み物やお
料理に加えるだけで、酵素を上手に摂りながら、 内側からポカポカするジンジャーライフを
お楽しみいただけます。

ショウガ

50g ￥2,980 

ショウガ麹パウダー

00100758品 番

サイズ：120×200×30㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：65g　JAN：4562123390001

年齢を言い訳にしない生活の最初の一歩！めぐる食習慣に、ガジュツ独自の精油成分
ガジュツは紫ウコンとも呼ばれ、古くから根茎を乾燥させたものが人々の健康に役立てられ
てきました。寒さに弱いため日本では沖縄県と鹿児島県でしか栽培されておらず、国産品は
大変貴重です。沖縄県で農薬・化学肥料不使用で丁寧に育てたガジュツを乾燥しパウダー
にしました。

ガジュツ

100g ￥1,800

ガジュツパウダー

00100833品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390231
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島根県で農薬・化学肥料不使用で栽培した有機ごま若葉を乾燥しパウダーにしました。本品
には、鉄、カリウム、カルシウム、マグネシウム、βカロテンなどの栄養素が含まれるほか、葉
酸が含まれているのが特徴です。葉酸は新生児に必要な栄養素として注目されています。ま
た、オリーブ果実などに含まれているポリフェノール類「アクテオシド」が豊富に含まれてい
るため、苦味がありますが、豆乳や牛乳と混ぜると味がまろやかになります。ジュースやお料
理に混ぜてお使いいただけます。

有機ごま若葉

100g ￥2,800

有機ごま若葉パウダー

00100905品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：日本
重量：115g　JAN：4573357390965

沖縄自生の野草として琉球王朝時代から食されている沖縄伝統島野菜の1つであるクワン
ソウ（和名：アキノワスレグサ・常葉萱草）は、沖縄で別名ニイブイグサともよばれています。
農薬・化学肥料不使用で栽培されたクワンソウの葉と茎を乾燥させて使いやすいパウダー
にしました。クワンソウにはアミノ酸のアスパラギン酸や、リジンやトリテルペンが含まれて
います。

クワンソウ葉・茎

100g ￥3,800

クワンソウパウダー

00101018品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：3年　原産国：日本
重量：115g　JAN：4573357391467

ベジタリアンやヴィーガンなど、健康志向の高まりから、植物由来のたんぱく質に注目が集
まっています。サチャインチナッツプロテインパウダーは、オイルを絞った後のサチャインチ
の種子を乾燥して粉末にしました。良質なたんぱく質を約60%含有した天然のプロテイン
です。毎日のたんぱく質の補給にお役立てください。

サチャインチ種子

100g ￥2,800

サチャインチナッツプロテインパウダー

00101019品 番

サイズ：220×140×55㎜　賞味期間：2年　原産国：ペルー（生産地）
重量：220g　JAN：4573357391474

爽やかな酸味と濃厚な甘みが特徴！古代インカ文明の時代から食され続けてきた
黄金の秘宝ゴールデンベリー
ゴールデンベリーとは、古代インカ文明の時代から食べられてきた食用のほおずきです。別
名インカベリーと呼ばれています。ビタミンAやマグネシウムなどを豊富に含み、
南米やアメリカ、ヨーロッパでも広く親しまれている注目のスーパーフルーツです。

乾燥ゴールデンベリー

100g ￥1,580

ゴールデンベリー

00100897品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：ペルー
重量：115g　JAN：4573357390880

スピルリナとは、約30億年前に地球に誕生し、原始地球に酸素をもたらしたらせん状の藻で
す。β-カロテンが豊富、ビタミンB群、鉄、カルシウムなどミネラルの補給にオススメ。スー
パーフードの王様とも呼ばれています。料理やスムージーに混ぜて使いやすいパウダータ
イプです。

乾燥スピルリナ

100g ￥2,980

スピルリナパウダー

00101012品 番

サイズ：220×140×55㎜　賞味期間：3年　原産国：アメリカ（生産地）
重量：115g　JAN：4573357391405

黒ごま生産量世界上位のミャンマーで農薬不使用で栽培した黒ごまを超低温粉砕技術によ
りパウダーにしました。ミャンマー北部で栽培される黒ごまには、有用成分セサミンが豊富
に含まれていることがわかっています。本品には通常の黒ごまに比べ、約6.9倍のセサミンが
含まれています。胡麻和えやふりかけなど、通常の胡麻のように食事に加えてお使いいただ
けます。

黒ごま

100g ￥1,200

セサミンリッチ黒ごまパウダー

00100904品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：6ヶ月　原産国：ミャンマー（生産地）
重量：115g　JAN：4573357390958

夏は冷房が苦手、冬は寒くてなかなか動き出せない1日のはじまりに！スプーン1杯のショウ
ガ麹パウダーでウォームアップしませんか？
乾燥ショウガを酵素の宝庫「麹」で発酵し、低温乾燥でパウダー化しま した。お飲み物やお
料理に加えるだけで、酵素を上手に摂りながら、 内側からポカポカするジンジャーライフを
お楽しみいただけます。

ショウガ

50g ￥2,980 

ショウガ麹パウダー

00100758品 番

サイズ：120×200×30㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：65g　JAN：4562123390001

年齢を言い訳にしない生活の最初の一歩！めぐる食習慣に、ガジュツ独自の精油成分
ガジュツは紫ウコンとも呼ばれ、古くから根茎を乾燥させたものが人々の健康に役立てられ
てきました。寒さに弱いため日本では沖縄県と鹿児島県でしか栽培されておらず、国産品は
大変貴重です。沖縄県で農薬・化学肥料不使用で丁寧に育てたガジュツを乾燥しパウダー
にしました。

ガジュツ

100g ￥1,800

ガジュツパウダー

00100833品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：沖縄県
重量：115g　JAN：4573357390231
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エゾウコギの「エゾ」は、北海道の古い呼び方である「蝦夷」に由来しています。その有用性
から、エゾウコギは北の大地で暮らしていたアイヌの人たちに、神聖な植物として扱われて
いたそうです。エゾウコギは根・茎・枝・葉のすべてに、多彩な栄養成分を含んでいると言わ
れています。本品をそのまま食べることはできません。煮出してお茶としてお楽しみくださ
い。

乾燥エゾウコギ

200g ￥2,200

エゾウコギ

00100902品 番

サイズ：270×160×50㎜　賞味期間：3年　原産国：中国（生産地）
重量：220g　JAN：4573357390934

松の実とは、「松ぼっくり」と呼ばれているものの中にある種子の胚乳です。松の実は、聖書
にも記述されるほど歴史は長く、栄養素が豊富であることから中国では食べ続けると仙人に
なるという伝承があるとか。世界各地で食材として利用され、健康保持のための薬膳料理や
イタリア料理、お菓子作りなどの材料に使われています。内側からキレイをサポートしたい
方、パソコンやスマホ操作の多い方にオススメです。

松の実

100g ￥1,600

松の実

00100991品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：3年　原産国：中国（生産地）
重量：115g　JAN：4573357391221

ひまわりの種子を低温圧搾したオイルです。健康的な食事とライフスタイルの一部として、
お料理を選ばずお使いいただけます。

食用有機ひまわり油

230g ￥880

有機ひまわりオイル

00100909品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391009

中華料理やデザートのアクセントとして使われることが多いクコの実は、「ゴジベリー」とも
呼ばれ、その有用性からスーパーフルーツとして世界中で注目されています。クコの実の原
産は中国・東アジアであると言われ、中国では3000年以上も昔から民間伝承茶の材料とし
て珍重されてきた歴史ある果実です。健康・美容保持のサポートにそのまま食べたり、お茶
にしてお召し上がりいただけます。

乾燥クコの実

200g ￥1,800 

クコの実

00100903品 番

サイズ：270×160×50㎜　賞味期間：3年　原産国：中国（生産地）
重量：220g　JAN：4573357390941

話題のオメガ3 フラックスオイルを手軽に飲めるカプセルタイプ。
光による劣化を防ぐカプセルです。
カナダでオーガニック認証を受けたフラックスシードを現地で低温圧搾し、フレッシュなま
ま瓶に充填。日本でカプセルに加工しました。独特な香りが気にならず、持ち歩きも便利な
フラックスカプセルです。

フラックスオイル/加工でん粉、グリセリン、ゲル化剤（増粘多糖類）、カカオ色素

54.5g（100粒×1粒重量545㎎、1粒内容量380㎎）
￥1,800 

フラックスオイルカプセル

00100707品 番

サイズ：15×120×200㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：65g　JAN：4562123393026

「ここからいのち」のカラダバランスオイル有機麻の実油（ヘンプシードオイル）。
有機栽培の麻の実を低温圧搾で搾油した有機麻の実油（ヘンプシードオイル）です。ティス
プーン1杯（5g）に約70% 3500mgの必須脂肪酸を含み、オメガ3とオメガ6が1:3と理想的な
バランスで含まれています。現代人に不足しがちな必須脂肪酸を、いつものお料理に振りか
けるだけで手軽に摂取でき、和洋中どの料理にも合わせやすい。慌ただしく過ごす方に最適
な必須脂肪酸の新しい供給源です。

有機麻の実油100%

230g ￥2,000

マクロヘルス　有機麻の実油

00100822品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：18ヶ月　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357390088

焙煎して風味がアップ！食べやすく、使いやすくなったホワイトチアシード！
チアシードはオメガ3脂肪酸や食物繊維を豊富に含む中南米産のスーパーフードです。本
品はホワイトチアシードを軽く焙煎することにより、香ばしい風味が加わり、美味しさがアッ
プ。「毎日続けやすい」チアシードです。

チアシード

300g ￥1,800

ホワイトチアシード

00100856品 番

サイズ：220×140×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：パラグアイ、メキシコ
重量：362g　JAN：4573357390460

かぼちゃの種を低温圧搾したオイルです。芳ばしいナッツの香りとほのかな甘みが特徴。

食用有機パンプキンシード油

230g ￥2,180

有機パンプキンシードオイル

00100913品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391047
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エゾウコギの「エゾ」は、北海道の古い呼び方である「蝦夷」に由来しています。その有用性
から、エゾウコギは北の大地で暮らしていたアイヌの人たちに、神聖な植物として扱われて
いたそうです。エゾウコギは根・茎・枝・葉のすべてに、多彩な栄養成分を含んでいると言わ
れています。本品をそのまま食べることはできません。煮出してお茶としてお楽しみくださ
い。

乾燥エゾウコギ

200g ￥2,200

エゾウコギ

00100902品 番

サイズ：270×160×50㎜　賞味期間：3年　原産国：中国（生産地）
重量：220g　JAN：4573357390934

松の実とは、「松ぼっくり」と呼ばれているものの中にある種子の胚乳です。松の実は、聖書
にも記述されるほど歴史は長く、栄養素が豊富であることから中国では食べ続けると仙人に
なるという伝承があるとか。世界各地で食材として利用され、健康保持のための薬膳料理や
イタリア料理、お菓子作りなどの材料に使われています。内側からキレイをサポートしたい
方、パソコンやスマホ操作の多い方にオススメです。

松の実

100g ￥1,600

松の実

00100991品 番

サイズ：120×200×55㎜　賞味期間：3年　原産国：中国（生産地）
重量：115g　JAN：4573357391221

ひまわりの種子を低温圧搾したオイルです。健康的な食事とライフスタイルの一部として、
お料理を選ばずお使いいただけます。

食用有機ひまわり油

230g ￥880

有機ひまわりオイル

00100909品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391009

中華料理やデザートのアクセントとして使われることが多いクコの実は、「ゴジベリー」とも
呼ばれ、その有用性からスーパーフルーツとして世界中で注目されています。クコの実の原
産は中国・東アジアであると言われ、中国では3000年以上も昔から民間伝承茶の材料とし
て珍重されてきた歴史ある果実です。健康・美容保持のサポートにそのまま食べたり、お茶
にしてお召し上がりいただけます。

乾燥クコの実

200g ￥1,800 

クコの実

00100903品 番

サイズ：270×160×50㎜　賞味期間：3年　原産国：中国（生産地）
重量：220g　JAN：4573357390941

話題のオメガ3 フラックスオイルを手軽に飲めるカプセルタイプ。
光による劣化を防ぐカプセルです。
カナダでオーガニック認証を受けたフラックスシードを現地で低温圧搾し、フレッシュなま
ま瓶に充填。日本でカプセルに加工しました。独特な香りが気にならず、持ち歩きも便利な
フラックスカプセルです。

フラックスオイル/加工でん粉、グリセリン、ゲル化剤（増粘多糖類）、カカオ色素

54.5g（100粒×1粒重量545㎎、1粒内容量380㎎）
￥1,800 

フラックスオイルカプセル

00100707品 番

サイズ：15×120×200㎜　賞味期間：24ヶ月　原産国：日本
重量：65g　JAN：4562123393026

「ここからいのち」のカラダバランスオイル有機麻の実油（ヘンプシードオイル）。
有機栽培の麻の実を低温圧搾で搾油した有機麻の実油（ヘンプシードオイル）です。ティス
プーン1杯（5g）に約70% 3500mgの必須脂肪酸を含み、オメガ3とオメガ6が1:3と理想的な
バランスで含まれています。現代人に不足しがちな必須脂肪酸を、いつものお料理に振りか
けるだけで手軽に摂取でき、和洋中どの料理にも合わせやすい。慌ただしく過ごす方に最適
な必須脂肪酸の新しい供給源です。

有機麻の実油100%

230g ￥2,000

マクロヘルス　有機麻の実油

00100822品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：18ヶ月　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357390088

焙煎して風味がアップ！食べやすく、使いやすくなったホワイトチアシード！
チアシードはオメガ3脂肪酸や食物繊維を豊富に含む中南米産のスーパーフードです。本
品はホワイトチアシードを軽く焙煎することにより、香ばしい風味が加わり、美味しさがアッ
プ。「毎日続けやすい」チアシードです。

チアシード

300g ￥1,800

ホワイトチアシード

00100856品 番

サイズ：220×140×55㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：パラグアイ、メキシコ
重量：362g　JAN：4573357390460

かぼちゃの種を低温圧搾したオイルです。芳ばしいナッツの香りとほのかな甘みが特徴。

食用有機パンプキンシード油

230g ￥2,180

有機パンプキンシードオイル

00100913品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391047
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NPA7＋（UMF7＋相当）。ハーブのようなさわやかな香りと濃厚な味わいのマヌカはちみつ
（マヌカハニー）

ニュージーランドの先住民のマオリ族が「復活の木」と呼ぶ、マヌカの花のはちみつです。成
分的特長から、大変注目を浴びている貴重なはちみつです。はちみつの自然な風味を活か
すために高温加熱をしておりません。

マヌカはちみつ

180g ￥2,580

マヌカはちみつ NPA7＋

00100873品 番

サイズ：60×60×95㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：ニュージーランド
重量：335g　JAN：4573357390644

NPA15＋（UMF15＋相当）。ハーブのようなさわやかな香りと濃厚な味わいのマヌカはちみ
つ（マヌカハニー）
ニュージーランドの先住民のマオリ族が「復活の木」と呼ぶ、マヌカの花のはちみつです。成
分的特長から、大変注目を浴びている貴重なはちみつです。はちみつの自然な風味を活か
すために高温加熱をしておりません。

マヌカはちみつ

180g ￥5,280

マヌカはちみつ NPA15＋

00100875品 番

サイズ：60×60×95㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：ニュージーランド
重量：335g　JAN：4573357390668

ブドウの種子を低温圧搾したオイルです。フルーティな香りで、ドレッシングにも最適。

食用グレープシード油

230g ￥2,480

グレープシードオイル

00101033品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391610

フランス、スイス、イタリアで長く愛され続けているウォールナッツオイル。ウォールナッツの
心地よい木の実の香りが特徴。

食用有機ウォールナッツ油

230g ￥3,000

有機ウォールナッツオイル

00100912品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391030

アルガンオイルは、モロッコの南西部の乾燥地帯に生育するアルガンツリーの種子から採
取されます。搾油量が少なく、とても希少なオイルです。

食用有機アルガン油

100g ￥4,800

有機アルガンオイル

00100910品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391016

小麦の胚芽部分を低温圧搾したオイルです。ミネラル類などの栄養成分を含んでいるのが
特徴です。

食用小麦胚芽油

230g ￥3,880

小麦胚芽オイル

00100911品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391023

new

new

new

new
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NPA7＋（UMF7＋相当）。ハーブのようなさわやかな香りと濃厚な味わいのマヌカはちみつ
（マヌカハニー）

ニュージーランドの先住民のマオリ族が「復活の木」と呼ぶ、マヌカの花のはちみつです。成
分的特長から、大変注目を浴びている貴重なはちみつです。はちみつの自然な風味を活か
すために高温加熱をしておりません。

マヌカはちみつ

180g ￥2,580

マヌカはちみつ NPA7＋

00100873品 番

サイズ：60×60×95㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：ニュージーランド
重量：335g　JAN：4573357390644

NPA15＋（UMF15＋相当）。ハーブのようなさわやかな香りと濃厚な味わいのマヌカはちみ
つ（マヌカハニー）
ニュージーランドの先住民のマオリ族が「復活の木」と呼ぶ、マヌカの花のはちみつです。成
分的特長から、大変注目を浴びている貴重なはちみつです。はちみつの自然な風味を活か
すために高温加熱をしておりません。

マヌカはちみつ

180g ￥5,280

マヌカはちみつ NPA15＋

00100875品 番

サイズ：60×60×95㎜　賞味期間：12ヶ月　原産国：ニュージーランド
重量：335g　JAN：4573357390668

ブドウの種子を低温圧搾したオイルです。フルーティな香りで、ドレッシングにも最適。

食用グレープシード油

230g ￥2,480

グレープシードオイル

00101033品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391610

フランス、スイス、イタリアで長く愛され続けているウォールナッツオイル。ウォールナッツの
心地よい木の実の香りが特徴。

食用有機ウォールナッツ油

230g ￥3,000

有機ウォールナッツオイル

00100912品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391030

アルガンオイルは、モロッコの南西部の乾燥地帯に生育するアルガンツリーの種子から採
取されます。搾油量が少なく、とても希少なオイルです。

食用有機アルガン油

100g ￥4,800

有機アルガンオイル

00100910品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391016

小麦の胚芽部分を低温圧搾したオイルです。ミネラル類などの栄養成分を含んでいるのが
特徴です。

食用小麦胚芽油

230g ￥3,880

小麦胚芽オイル

00100911品 番

サイズ：45×45×218㎜　賞味期間：1年半　原産国：スペイン
重量：490g　JAN：4573357391023
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大阪百貨店さまにて。映
像とあわせて、コーナーを
展開しました。

都内小売店さまにて。
店頭にて、お試し用と
してバラ売りも実施
いただいています。

都内にて。ハリクランチを
アレンジして、イベントに
てお使いいただきました。

都内自然食品店様や関西の自然食品店様にて。試飲
販売を実施しました。

都内自然食レストラン様にて。
コーヒーのミルクとして、お使い
いただいています。

大阪のカフェ様に
て、エコミルを使用
したスイーツを提供
いただいています。

SmallestSoupFactory　Michel'sClassicシリーズの中でも、
特に人気の3種を詰め込んだギフトセットです。

※原材料は単品と同じ。

400ml×3本 ¥4,600

SmallestSoupFactory　
オーガニックスープ　3種セット

Michel's Classic用　ギフトBOX

F9588品 番

サイズ：140×297×90㎜　賞味期間：4年　
原産国：オランダ　重量：2000g　JAN：4562123392852 

3本入 ¥250 MG1465品 番

サイズ：140×300×95㎜　重量：約315g

■ F9019　アクアコッタ
■ F9022　マッシュルームクリーム
■ F9027　ボンベイ

セット
内 容

コトー・ナンテのスパーリングジュースは、果樹園で採れた36種類のリンゴの中か
ら、毎年の味わい（酸味・甘みなど）をみて、一番美味しい味わいに仕上がるよう、職
人がブレンドしています。1種類では生み出せない、豊かな味わいのひみつです。ワ
インのように、毎年少しずつ変化する味わいもお楽しみください。

※原材料は単品と同じ。

750ml×2本 ¥3,500

Coteaux Nantais
プレミアム有機スパークリングジュース　ギフトセット　2本

00100865品 番

サイズ：330×205×100㎜　賞味期間：4年　
原産国：フランス　重量：2400g　JAN：4573357390569

■ F00897　スパークリング有機リンゴ&ラズベリージュース
■00100624　スパークリング有機リンゴ＆パッションフルーツジュース

セット
内 容

プレミアムな味わいの甘口とやや辛口のシードル。甘口はケーキやタルトに、やや
辛口はシーフードやチーズなどにあわせて、キンと冷やしてお召し上がりください。
大切な方への贈り物として、おすすめです。

※原材料は単品と同じ。

750ml×2本 ¥3,700

プレミアムオーガニックシードル　ギフトセット　2本

00600034品 番

サイズ：330×205×100㎜　賞味期間：4年　
原産国：フランス　重量：2400g　

■00600031　オーガニックシードル　スイート（甘口）
■00600032　オーガニックシードル　セミドライ（やや辛口）

セット
内 容

都内小売店さまに
て。食品雑貨コー
ナーにて陳列いた
だいています。

都内小売店さまに
て。ハリクランチと一
緒に展開していただ
いています。

Hari

SmallestSoupFactory

EcoMil

Prema's
ギフトセットGIFT
お中元やお歳暮、日々の贈り物としてのご提案にも。
心が届く、嬉しいギフトセットを作りました。
単品のみならず、ギフトでのご提案も可能です。

販売事例
Sales example 

［甘口／やや辛口］

プレミアムな味わいの甘口と辛口のシードル。甘口はケーキやタルトに、フランス　
ブリュターニ地方伝統の味わいである辛口は、あらゆるお料理との相性抜群。キン
と冷やしてお召し上がりください。大切な方への贈り物として、おすすめです。

750ml×2本 ¥3,700 00600035品 番

■00600031　オーガニックシードル　スイート（甘口）
■00600033　オーガニックシードル　ドライ（辛口）

セット
内 容

［甘口／辛口］
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Sales example 
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年　　　月　　　日 FAX：0120-641-828

住所
〒

〒
住所

会社名

TEL

FAX

■納品先

プレマ株式会社宛　ファックス発注用紙

会社名

TEL

納品日

お支払い方法

月　　　　　日　（　　　）

代金引換　／　銀行振込（前払い）　／　日締め　　　日払い（初回はお選びいただけません）

商品番号 商品名 @単価 注文数 小　計

消費税（8％）

合計金額

■その他連絡事項

【卸ご発注】分として、ご注文承ります。（プレマ株式会社）

大切なこと

SmallestSoupFactory

Coteaux Nantais

Hari

弊社が希求し続けたこと。これからもやめないこと。

それは、誠実で本当に信頼できる素敵なメーカーから、商品を仕入れること。

そして、それを大切なお客さまにお届けすること。

ただモノとしてのお取引だけではなく、

心で繋がっていくということを大切にしています。

TEL：050-5846-6682　FAX：0120-641-828
E-mail：e@prema.co.jp　担当：岸江、矢吹

サンプルや見積書のご要望がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

みなさまからのお問合せ心よりお待ちしております。

お気軽に
ご要望ください！

プレマ　卸 検 索
＜送料について＞
食品のみ【卸売価格で税別3万円以上送料無料、卸売価格で税別3万円未満は発送梱包数×1080円（税込）】となります。  
雑貨のみ、雑貨を含むご発注（食品+雑貨）の場合【卸売価格で税別2万円以上送料無料、卸売価格で税別2万円未満は発送梱包数×1080円（税込）】となります。
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久野 真希子
はじめまして、輸出入セクション担当の久野真希子です。
弊社商品に、ご興味ご関心をお寄せいただきまして、ありがとうございます。カタログを通じて、ご縁
を戴けました事に感謝いたします。「日本」というすばらしい国の中に眠る、ちょっと、もっと、人を幸
せにする商材を発掘するのが、弊社国内での商品開発だとしたら、世界各地に眠る、「日本人」を
もっと幸せにする商材を発見し、御社に、そしてその先のお客様にお届けするのが私達輸入チーム
の仕事です。異なる文化で育まれるすばらしい商品たちの間には、言葉を超えた共通点を見出せま
す。それは、商品の背景にある「人」の真摯なものづくりへのこだわりであり、愛情です。この共通点
が見出せない商品を、弊社から皆様にご紹介することはありません。弊社だからこそご紹介できる
輸入商品ばかりです。ご質問、ご要望ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■ 輸出入セクション 

Makiko Kuno

スタッフ紹介
Staff int�oduction

山口 勝弘 Katsuhiro Yamag�chi
はじめまして、企業様コンサルタントの山口勝弘です。
弊社では、通常「法人営業部」と称する部署を「企業様コンサルティングセクション」と称しておりま
す。これは単なる（一方的な）営業ではなく、お客様と叡智を共有してお互いの事業の成長・繁栄を、
さらには個人の成長・繁栄を目指すためです。それには取り扱わせて頂く製品が「ほんもの」である
ことは言うまでもなく、弊社では創業以来厳しいチェックをし、本物の製品つまりお客様が真から喜
んで頂ける製品しか取り扱っておりません。これがお客様、お取引先様への信用・信頼につながって
おります。弊社の理念をご理解頂き、貴社様と末永いご縁が出来ることを心より楽しみにしておりま
す。どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

岸江 治次 Har�tsug� Kishie
はじめまして、企業様コンサルタントの岸江治次です。
膨大な情報や様々な商品が錯綜し、氾濫する中で、弊社は真にお客様が喜んでいただける商品の
みを取り扱うことで、皆様の業績向上に寄与したいと思っております。何を基準に選べばよいのか、
価値観の揺らぎが発生している今だからこそ、できるだけ多くの方に本物の価値を提供したいと考
えています。真剣かつ情熱にあふれたメーカーが提供する“ほんもの”は継続的な業績向上に寄与
するだけではなく、プロセスに於いて関わる全ての人を幸福に導いてゆくチカラがあります。ダイレ
クトにフィードバックを受けてきた過去の経験から培った、お客様の喜びに比例して業績を上げる
弊社の手法はきっと御社のお役に立てるものと確信しております。まだ見ぬ、本物を志向する多く
の方々との出会いを求めて、意識を共有できる新たなご縁がありますことを期待しております。そし
て更なる感謝の和を共に広げたいと考えております。弊社の製品や理念にご興味、ご関心のある方
は、お気軽にお問い合わせをお願いします。

矢吹 香苗 Kanae Yabuki
はじめまして、企業様コンサルタントの矢吹香苗です。
弊社の取扱商品にご関心賜りましたこと、まずは心より御礼申し上げます。ありがとうございます。
弊社に企業様コンサルティングセクション（営業）ができてから5年とすこし。やっと、小さな歩みが
大きな一歩に変わりつつあると感じています。自然食品業界に長く携わってきた私たちは、真摯に
誠実に商品を選定しお届けすることで、ユーザー様から大きな信頼と、たくさんの嬉しいお声をい
ただいてきました。そして、その中で感じつづけてきたこと。それは、弊社の取り扱っている商品を必
要としている人が、世の中にはもっといらっしゃるのではないか、ということです。ほんとうに良いも
のは、日常にほんの少しあるだけで、日々を豊かに、からだと心を明るく彩ってくれます。だから、手
にとっていただくキッカケは何でもいいと思っています。“かわいい”から、“おしゃれ”だから、“おい
しそう”だから、そして、何かに困っているから、など。何でも良いんです。少し手を伸ばしたら、ほん
の少し気がついたら、当たり前にある幸せを、ひとりでも多くの方にお届けしたいと思っています。
取扱商品にご興味がございましたら、ぜひお気軽にお声がけいただけますと幸いです。

■ 企業様コンサルティングセクション

小泉 由紀 Yuki Koizumi
はじめまして。プロモーションセクション、プロモーターを担当しております小泉由紀と申します。
全国百貨店様、お取引様の店舗などにて、お客様に弊社の商品のご紹介と販売の担当させていた
だいております。弊社が厳選し、取り扱っております商品を通して、お取引先様と共に、お客様に心
身共に健康で豊かな生活を提供できるよう最善を尽くします。弊社の商品をご愛顧いただく方々
が、ますます健康になり、喜びとしあわせに満ちた生活をおくって下さいます事を心より願っており
ます。そして、しあわせの輪がどんどん拡大し、更に進化し変容し続け、弊社に繋がる全ての方々と
共に、成長していきたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

■ プロモーションセクション
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久野 真希子
はじめまして、輸出入セクション担当の久野真希子です。
弊社商品に、ご興味ご関心をお寄せいただきまして、ありがとうございます。カタログを通じて、ご縁
を戴けました事に感謝いたします。「日本」というすばらしい国の中に眠る、ちょっと、もっと、人を幸
せにする商材を発掘するのが、弊社国内での商品開発だとしたら、世界各地に眠る、「日本人」を
もっと幸せにする商材を発見し、御社に、そしてその先のお客様にお届けするのが私達輸入チーム
の仕事です。異なる文化で育まれるすばらしい商品たちの間には、言葉を超えた共通点を見出せま
す。それは、商品の背景にある「人」の真摯なものづくりへのこだわりであり、愛情です。この共通点
が見出せない商品を、弊社から皆様にご紹介することはありません。弊社だからこそご紹介できる
輸入商品ばかりです。ご質問、ご要望ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■ 輸出入セクション 

Makiko Kuno

スタッフ紹介
Staff int�oduction

山口 勝弘 Katsuhiro Yamag�chi
はじめまして、企業様コンサルタントの山口勝弘です。
弊社では、通常「法人営業部」と称する部署を「企業様コンサルティングセクション」と称しておりま
す。これは単なる（一方的な）営業ではなく、お客様と叡智を共有してお互いの事業の成長・繁栄を、
さらには個人の成長・繁栄を目指すためです。それには取り扱わせて頂く製品が「ほんもの」である
ことは言うまでもなく、弊社では創業以来厳しいチェックをし、本物の製品つまりお客様が真から喜
んで頂ける製品しか取り扱っておりません。これがお客様、お取引先様への信用・信頼につながって
おります。弊社の理念をご理解頂き、貴社様と末永いご縁が出来ることを心より楽しみにしておりま
す。どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

岸江 治次 Har�tsug� Kishie
はじめまして、企業様コンサルタントの岸江治次です。
膨大な情報や様々な商品が錯綜し、氾濫する中で、弊社は真にお客様が喜んでいただける商品の
みを取り扱うことで、皆様の業績向上に寄与したいと思っております。何を基準に選べばよいのか、
価値観の揺らぎが発生している今だからこそ、できるだけ多くの方に本物の価値を提供したいと考
えています。真剣かつ情熱にあふれたメーカーが提供する“ほんもの”は継続的な業績向上に寄与
するだけではなく、プロセスに於いて関わる全ての人を幸福に導いてゆくチカラがあります。ダイレ
クトにフィードバックを受けてきた過去の経験から培った、お客様の喜びに比例して業績を上げる
弊社の手法はきっと御社のお役に立てるものと確信しております。まだ見ぬ、本物を志向する多く
の方々との出会いを求めて、意識を共有できる新たなご縁がありますことを期待しております。そし
て更なる感謝の和を共に広げたいと考えております。弊社の製品や理念にご興味、ご関心のある方
は、お気軽にお問い合わせをお願いします。

矢吹 香苗 Kanae Yabuki
はじめまして、企業様コンサルタントの矢吹香苗です。
弊社の取扱商品にご関心賜りましたこと、まずは心より御礼申し上げます。ありがとうございます。
弊社に企業様コンサルティングセクション（営業）ができてから5年とすこし。やっと、小さな歩みが
大きな一歩に変わりつつあると感じています。自然食品業界に長く携わってきた私たちは、真摯に
誠実に商品を選定しお届けすることで、ユーザー様から大きな信頼と、たくさんの嬉しいお声をい
ただいてきました。そして、その中で感じつづけてきたこと。それは、弊社の取り扱っている商品を必
要としている人が、世の中にはもっといらっしゃるのではないか、ということです。ほんとうに良いも
のは、日常にほんの少しあるだけで、日々を豊かに、からだと心を明るく彩ってくれます。だから、手
にとっていただくキッカケは何でもいいと思っています。“かわいい”から、“おしゃれ”だから、“おい
しそう”だから、そして、何かに困っているから、など。何でも良いんです。少し手を伸ばしたら、ほん
の少し気がついたら、当たり前にある幸せを、ひとりでも多くの方にお届けしたいと思っています。
取扱商品にご興味がございましたら、ぜひお気軽にお声がけいただけますと幸いです。

■ 企業様コンサルティングセクション

小泉 由紀 Yuki Koizumi
はじめまして。プロモーションセクション、プロモーターを担当しております小泉由紀と申します。
全国百貨店様、お取引様の店舗などにて、お客様に弊社の商品のご紹介と販売の担当させていた
だいております。弊社が厳選し、取り扱っております商品を通して、お取引先様と共に、お客様に心
身共に健康で豊かな生活を提供できるよう最善を尽くします。弊社の商品をご愛顧いただく方々
が、ますます健康になり、喜びとしあわせに満ちた生活をおくって下さいます事を心より願っており
ます。そして、しあわせの輪がどんどん拡大し、更に進化し変容し続け、弊社に繋がる全ての方々と
共に、成長していきたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

■ プロモーションセクション
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プレマ株式会社
Prema Inc.

【京都オフィス（総括本部）】
〒604-8156　京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町539 第三下田ビル4F
ご注文専用ダイヤル：0120-841-828　ご注文専用FAX：0120-641-828　
その他のご用件：050-5846-6680

【六本木オフィス（東京支社）】
〒106-0031　東京都港区西麻布3丁目1-22　サイビルディング6F
　　　　　　　　　　　

【本社・創業地・ショールーム】
〒616-8125　京都府京都市右京区太秦組石町10-1
　　　　　　　

【鳳物流センター】
〒593-8323　大阪府堺市西区鶴田町28-7　プレマ株式会社　鳳物流センター

【上海本物实业有限公司】
中国上海斜土路2601弄T2幢2D室 嘉汇广场

【株式会社オルタナティブファーム宮古】
〒906-0305　沖縄県宮古島市下地与那覇53

 8,000万円
代表取締役　中川信緒
1999年2月11日
2001年3月7日
43名（社員、パート、契約社員含む）

インターネットによる自然食品等の通信販売
自然食品等の卸売業
自然食品等の輸出業
自然食品等の企画・開発・コンサルティング 他

有機自然食品・無農薬自然食品・健康食品・ナチュラルスキンケア
有害電磁波過敏症や化学物質過敏症に対する生活雑貨
エコロジー対応商品
個人の能力開発に関する商品等総計10,000アイテム以上

1　自然・健康・環境をすべて満足させる商品群であること。
2　三方良し　顧客・取引先・自社のすべてが満足するものであること。
3　誰も、何をも害さないこと。

日本国内（一般顧客・医療機関・デパート・自然食品店・建設関連等）
海外輸出入（欧州各国・米国・韓国・中国・インド・タイ・小売は全世界向け）

2004年度決算　  約8.7億円 （2005年2月実績） 
2005年度決算　  約9.9億円 （2006年2月実績） 
2006年度決算　約11.9億円 （2007年2月実績） 
2007年度決算　約13.3億円 （2008年2月実績）
2008年度決算　約13.8億円 （2009年2月実績）
2009年度決算　約14.3億円 （2010年2月実績）
2010年度決算　約15.1億円 （2011年2月実績）
2011年度決算　約16.2億円 （2012年2月実績）

（株）オーサワジャパン／ムソー（株）／（株）三越伊勢丹ホールディングス／
（株）大王商会／（株）シナジーカンパニージャパン／（株）レジナ

など国内約300社および個人、海外取引約30社

会社概要

和 文 商 号
英 文 商 号

所 在 地

資 本 金
代 表 者
創 業
設 立
従 業 員 数

主 要 事 業

取 扱 商 品

商品取扱基準

主 な 展 開

年 商

主 要 取 引 先

＜ミッション&ヴィジョン＞
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プレマ株式会社
Prema Inc.

【京都オフィス（総括本部）】
〒604-8331　京都市中京区三条通猪熊西入御供町308
ご注文専用ダイヤル：0120-841-828　ご注文専用FAX：0120-641-828　
その他のご用件：050-5846-6680

【東京オフィス（東京支社）】
〒106-0031　東京都中央区八丁堀2丁目19-7　佐藤ビル5F
　　　　　　　　　　　

【本社・創業地・ショールーム】
〒616-8125　京都府京都市右京区太秦組石町10-1
　　　　　　　

【鳳物流センター】
〒593-8323　大阪府堺市西区鶴田町28-7　プレマ株式会社　鳳物流センター

【上海本物实业有限公司】
中国上海斜土路2601弄T2幢2D室 嘉汇广场

【株式会社オルタナティブファーム宮古】
〒906-0305　沖縄県宮古島市下地与那覇53

 8,000万円
代表取締役　中川信男
1999年2月11日
2001年3月7日
43名（社員、パート、契約社員含む）

インターネットによる自然食品等の通信販売
自然食品等の卸売業
自然食品等の輸出業
自然食品等の企画・開発・コンサルティング 他

有機自然食品・無農薬自然食品・健康食品・ナチュラルスキンケア
有害電磁波過敏症や化学物質過敏症に対する生活雑貨
エコロジー対応商品
個人の能力開発に関する商品等総計10,000アイテム以上

1　自然・健康・環境をすべて満足させる商品群であること。
2　三方良し　顧客・取引先・自社のすべてが満足するものであること。
3　誰も、何をも害さないこと。

日本国内（一般顧客・医療機関・デパート・自然食品店・建設関連等）
海外輸出入（欧州各国・米国・韓国・中国・インド・タイ・小売は全世界向け）

2004年度決算　  約8.7億円 （2005年2月実績） 
2005年度決算　  約9.9億円 （2006年2月実績） 
2006年度決算　約11.9億円 （2007年2月実績） 
2007年度決算　約13.3億円 （2008年2月実績）
2008年度決算　約13.8億円 （2009年2月実績）
2009年度決算　約14.3億円 （2010年2月実績）
2010年度決算　約15.1億円 （2011年2月実績）
2011年度決算　約16.2億円 （2012年2月実績）

（株）オーサワジャパン／ムソー（株）／（株）三越伊勢丹ホールディングス／
（株）大王商会／（株）シナジーカンパニージャパン／（株）レジナ

など国内約300社および個人、海外取引約30社

会社概要

和 文 商 号
英 文 商 号

所 在 地

資 本 金
代 表 者
創 業
設 立
従 業 員 数

主 要 事 業

取 扱 商 品

商品取扱基準

主 な 展 開

年 商

主 要 取 引 先



総合カタログ
P r o d u c t  C a t a l o g    f o o d s

食 品

［業者様専用ダイヤル］

TEL：050-5846-6682
FAX：0120-641-828
E-mail：e@prema.co.jp




