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グレーズドナッツシリーズ（L サイズ） 内容量：１１３ｇ ／ 賞味期限：製造後１２か月

グレーズドナッツシリーズ（S サイズ） 希望小売価格：￥３３０（税抜）内容量：４２．５ｇ ／ 賞味期限：製造後１２か月

メープルピーカン
希望小売価格：￥９２０（税抜）／ JAN：4935201381152
メープルシロップをベースにピーカンナッツとドライフルーツをミックス
シナモンの香りもアクセントになっています。

カシューザクロバニラ
希望小売価格：￥８３０（税抜）／ JAN：4935201381176
カシューナッツとザクロをブレンドした、バニラベースの味わい

アーモンドハニーソルト
希望小売価格：￥８３０（税抜）／ JAN：4935201381183
ハニーローストしたアーモンドにクランベリー、ゴマなどをミックス。

アーモンドハニーソルトＳ
JAN：4935201381190
ハニーローストしたアーモンドにクランベリー、ゴマなどをミックス。

カシューザクロバニラＳ
JAN：4935201381206
カシューナッツとザクロをブレンドした、バニラベースの味わい

ベリーマカロンアーモンド
JAN：4935201381275
ブルーベリーとココナッツフをアーモンドとミックスしたシンプルな味わい

マンゴータンゴーアーモンド
JAN：4935201381282
アーモンドとピーナッツにバナナ、マンゴーをミックス。
ライムジュースと数種のスパイスを隠し味に使っています。

タンジェリンカシューマカダミア
JAN：4935201381299
タンジェリンとバニラの風味が絶妙にブレンドしました

アメリカ・シアトル生まれの SAHALE は自然原料由来のナッツフルーツをブレンドしたヘルシースナック。
世界中を旅してインスパイアを受けた味わいや風味を独自にブレンド、

ひとつひとつのフレーバーが、他にはない味わいとなっています。

２００３年にスタートしたトレイルナッツブランド

友人同士であった２人のアメリカ人によりスタートした SAHALE SNACKS。
登山家としても活動をしていた彼らが、山頂で美しい景色を見ながら食べるトレイルスナックを作りたいとの思いから
すべてが始まりました、

世界中を旅してインスパイアされた独特な味わい

SAHALE SNACKS のテイストのルーツは世界中にあります。
登山を通じ、世界中を旅した創業者は、その国々で影響を受けた料理とその味わいを、
自宅のキッチンで何度も再現、それが現在、多くの人を惹きつける独特な味わいのルーツとなっています。

原材料ひとつひとつを厳選、妥協がない商品づくり

商品に使われているナッツをはじめ、フルーツ、スパイスに至るまで産地、味わいにとことんこだわっています。
ナッツを使用した商品は世界中にありますが、風味の豊かさ、複雑な味わい、そしてフルーツのフレッシュな味わいは
他にはない、SAHALE SNACKS の大きな価値です。



創業１００年以上を誇るドイツの老舗チョコレートメーカー。
世界中から厳選した有機原材料を、創業以来守り続けてきた独自の製法を用いて作リ続けています。
現在その人気は、ドイツ国内にとどまらず、ヨーロッパ、アメリカそして日本まで広がり続けています。

パナマ産カカオとココナッツシュガーのマイルドな味わい

希少なパナマ産オーガニックカカオを使用して作られているこちらのシリーズ。
気候や温度によって、味わいや風味が変わりやすいカカオですが、パナマ産のカカオは
豊かな香りとしっかりとしたビターな味わいが特徴です。

美味しく健康的に。有機ココナッツシュガーを使用

VIVANI パナマシリーズ各商品に使われている甘味はすべてココナッツシュガー由来。
スッキリとした優しい甘みが特徴の、インドネシア産ココナッツを使用しています。
カカオ本来の特徴を生かしつつ、チョコレートらしさもしっかり残しています。

希望小売価格：￥５８０（税抜）内容量：８０ｇ ／ 賞味期限：製造後２４か月

オーガニックダークチョコレート ７５％
JAN：4044889002713
カカオ成分７５％使用した食べやすく、バランスの良い味わい

オーガニックエキストラダークチョコレート ９２％
JAN：4044889002249
カカオ成分９２％使用、しっかりとしたビターな味わいとほのかな
ココナッツシュガーの甘みが楽しめます

オーガニックエキストラダークチョコレート ９９％
JAN：4044889002904
甘さを極限までカットした、本格的なカカオの味わいが特徴

デザイナーの手で生まれ変わった新パッケージ

VIVANI のパッケージに採用されているデザインは、ドイツ人デザイナーが
ひとつひとつのアイテムをイメージして絵を書いています。
こだわりの原材料を使った特別の商品だからこそ、パッケージにまでこだわって
作られています。

パナマシリーズ

ダークミルクチョコレート ５０％
JAN：4044889002560
カカオ成分５０％使用、ミルクのまろやかさとスッキリとした甘み

希望小売価格：￥５８０（税抜）内容量：１００ｇ オーガニックチョコレートシリーズ（その他）

オーガニックダークチョコレートクランベリー
JAN：4044889002119
７０％のダークチョコレートにクランベリーを散りばめています

オーガニックダークチョコレートオレンジ
JAN：4044889001013
オレンジオイルで風味を付けたダークチョコレート

オーガニックダークチョコレートアーモンド
JAN：4044889003208
ダークチョコレートにカットされたアーモンドを散りばめています

ウィンターチョコレート
JAN：4044889001129
ドイツ伝統のシナモン味のクッキーを加えたミルク味のチョコレート

希望小売価格：￥３３０（税抜）内容量：３５ｇ オーガニックチョコレートバーシリーズ

オーガニックダークチョコレートアーモンドオレンジ
JAN：4044889002539
オレンジとアーモンドを散りばめた、しっかりとした食感が特徴

オーガニックチョコレートバーコーンフレーク
JAN：4044889002928
優しい味わいのライスミルクチョコレートにコーンフレークを加えた
食感がクセになります

オーガニックチョコレートバーストロベリーワッフル
JAN：4044889002959
ライスミルクベースのホワイトチョコレートにストロベリーと
砕いたワッフルを加えました

ダークチョコレートバーブラックチェリー
JAN：4044889002522
しっかりとした酸味のチェリーを加えました



アボカドチップス 希望小売価格：￥２８５（税抜）内容量：５６ｇ／賞味期限：製造後１２か月

アーモンドチップス 希望小売価格：￥３００（税抜）内容量：４０ｇ／賞味期限：製造後１２か月

ザクロチップス 希望小売価格：￥３００（税抜）内容量：４０ｇ／賞味期限：製造後１２か月

シーソルト
（原材料）アーモンド、ホワイトビーンズ、アーモンドオイル、海塩 

サワークリーム
（原材料）アーモンド、ホワイトビーンズ、アーモンドオイル、発酵乳、無脂肪乳、
オニオンパウダー、海塩

バーベキュー
（原材料）アーモンド、ホワイトビーンズ、アーモンドオイル、オニオンパウダー、
トマトパウダー、パプリカ、チリ、海塩

オリジナル
（原材料）ザクロ、ひよこ豆、米ぬか油、フラックスシード、チアシード、海塩

チーズ
（原材料）ザクロ、ひよこ豆、米ぬか油、フラックスシード、チアシード、発酵ミルク、
無脂肪乳、発酵チーズ、酵素、海塩

カリフラワーパフ 希望小売価格：￥２８５（税抜）内容量：５６ｇ／賞味期限：製造後１２か月

※２０１９年５月発売開始予定

シーソルト
（原材料）シーソルト：カリフラワー、白米、米ぬか油、海塩

ケール＆ペッパー
（原材料）カリフラワー、白米、米ぬか油、ケールパウダー、ブラックペッパー、海塩

シンプルな原材料を使用し、素材の味わいを生かした商品となっています。
また、こちらのアイテムは、カリフラワー本来の甘みがしっかりと残っている事が特徴です。

【フルーツの王様】と呼ばれ、豊富なビタミンを含むザクロをベースに作られています。
また、高プロテインを配合している事で高い注目を集めている、ヒヨコ豆も配合されています。

生のアーモンドを細かく粉砕したものを使用、本来の香りや味わいを閉じ込めています。
美味しくて、アーモンドに本来含まれる栄養価をまるごと摂取できるのもうれしい特徴！

フレッシュなアボカドを練りこんでベーキングした、ノンフライスナック。
雑味がない、あっさりとした味わいは日々のスナッキングタイムにピッタリです。

美味しいスナックをお客様へ届ける事、 TEMOLE はそれだけでは満足しません。

それらに加え、 食べる人のカラダの事、 健康の事にもフォーカスを当て、 製品つくりを行っています。

厳選されたナチュラル原材料と、 特殊な製造方法により作られた、 完璧を追求したヘルシースナックです。

ノンフライ製法で作られたヘルシースナック

TEMOLE各商品はすべてノンフライ製法で作られています。
定温でじっくり時間をかけてベーキングされているので、
油で揚げずともしっかりとしたスナックの食感を残しています。

添加物不使用。オールナチュラル原材料で出来ています

素材の味わいを最大限に生かすために、添加物は一切使用せずに作られています。
細かい配合でミックスされた、野菜やハーブが独特の深い味わいを表現。
他にはない、本格的な味わいが楽しめます。

フレッシュな原材料をそのままチップスに

各商品に使用される原材料は、フレッシュなまま毎朝直送されています。
可能な限り、素材本来の特徴を生かした味わいにするために
使用する原材料を細かく選別しています。

シーソルト
（原材料）アボカド、玄米、米ぬか油、コーン、
タマネギ、トマト、ライム、ゴマの種子、ほうれん草パウダー、海塩

ナチョチーズ
（原材料）アボカド、米ぬか油、玄米、コーン、タマネギ、トマト、ライム、
チーズ（乳成分を含む）、ゴマの種子、ほうれん草パウダー、酵母エキス、
ガーリックパウダー、オニオンパウダー、海塩

トマトサルサ
（原材料）アボカド、玄米、米ぬか油、コーン、タマネギ、トマト、ライム、ゴマの種子、
ほうれん草パウダー、パセリ、タイム、酵母エキス、ガーリックパウダー、トマトパウダー、
チリパウダー、ライムエキス、海塩



厳選された米をベースに作られたライススナック。

そこに、スパイスやハーブを細かい配合でブレンドして作られた、

本格的なイタリアンフレーバースナック。

こちらの商品はもちろんグルテンフリー、ノンフライ製法で作られた

カラダにもやさしいスナックです。

Healthy Snacks With Itarian Rustic Flavor

製品情報

希望小売価格：￥２８０（税抜）／内容量：４２ℊ／賞味期限：製造後１２か月
／ケース入数：２４／原産国：タイ

TAVOLA リゾットスナックは、ノンフライスナックの為、もちろんヘルシー

ですが、味わいにもとことんこだわって作られています。

ノンフライの軽い食感と、濃いめにつけられた味わいのバランスがとても

良い商品。飽きが来ない事も特徴のスナックです。

Crispy,Savory & Delicious

リゾットチップス ロースト・トマトバジル
（原材料）
米、エキストラバージンオリーブオイル、米ぬか油、海塩、パセリ、タイム、トマトパウダー、
バジル、ハバネロパウダー、ガーリックパウダー、ケインシロップ、マルトデキストリン、
酵母エキス、ライムエキス／香料

リゾットチップス クラッシュドブラックペッパー
（原材料）
米、エキストラバージンオリーブオイル、米ぬか油、海塩、パセリ、タイム、ブラックペッ
パー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、チリパウダー、酵母エキス

グルテンフリー、有機穀物のトルティーアチップス

幼少期に食物アレルギーに苦しんだ経験を持つ創業者の【安心して食べられるおいしいスナックを作りたい】という思いから生まれた LUKEʼ S。
作られているアイテムはすべてアレルゲンフリー。玄米、キヌアやアマランサスなどの穀物をミックスして作られたトルティーアチップス。

オーガニックトルティーアチップスチアシードミックス
JAN ： 4935201381985
チアシードをミックスした手軽に楽しめるスーパーフードミックス

オーガニックトルティーアチップスケールミックス
JAN ： 4935201381992
ケールを練りこんだ人気アイテム

オーガニックトルティーアチップススプラウト
JAN ： 4935201381992
スプラウト（芽出し）穀物を使用したヘルシースナック。

イタリア産白トリュフを使用した、食べきりサイズのオーガニックポテトチップス

希望小売価格：￥５５０（税抜）／内容量：１１３ｇ／賞味期限：製造後１２か月

イタリア・URBANI 社の白トリュフを使用して作られたオーガニックポテトチップス。
素材本来の風味や味わいを最大限に残すために、添加物はもちろん、香料も一切使用していません。
食べきりサイズのこちらのアイテムは、ちょっとだけ特別なスナックとしてお楽しみいただけます。

オーガニックポテトチップストリュフフレーバー
JAN ： 4935201382036
希望小売価格：￥２７６（税抜）／内容量４２ｇ／賞味期限：製造後１２か月



Organically Grown Fruit From Sri Lanka

スリランカの広大な農場にて

徹底的な管理栽培で作られたオーガニックフルーツ

希望小売価格：￥４８０（税抜）／内容量：４００ｍｌ（固形量：２３０g）
／賞味期限：製造後２年／ケース入数：１２／原産国：スリランカ

From Farm To Table With Top Quality

日々使うものこそ、おいしく、身体にやさしいものを

Ella’s Organic のフルーツは２０年以上にわたり、農薬不使用の管理栽培の下、

高品質のフルーツを世界中で提供してきました。

厳しい品質基準の中で、ひとつひとつ手で採取しチェックを行ったもののみ製品として使われ

る為、常に高い品質を保った商品を提供しています。

土壌作りから、身体そして地球にやさしい製品つくりを行っています。

こちらの製品はすべて有機認証を受けたオーガニックのもの。

日々使われるものだからこそ、使いやすく美味しいものであると考えています。

通常のフルーツ缶は砂糖水に入ったものが多いですが、こちらの商品はすべて

有機パイナップルジュースを使用、砂糖は一切不使用です。

普段使いするフルーツだからこそ、細かい所に至るまでこだわって作られています。

（写真左より）
・オーガニックマンゴーチャンク
　【原材料】有機マンゴー、有機パイナップルジュース
・オーガニックパイナップルチャンク
　【原材料】有機パイナップル、有機パイナップルジュース

ヴィーガンにも対応
カラダにも優しいドリンク

【製品情報】参考小売価格　￥１８０（税抜）／賞味期限：製造後 1年／内容量：３４０ｍｌ／原産国：タイ

持ち運びに便利な
ペットボトルタイプ

ココナッツ
ウォーター

ココナッツ
ミルク ＋

タイの指定農地で栽培されたココナッツのみを使用して作られたココナッツミルクドリンク。

ココナッツミルクと、 ココナッツウォーターをミックスし、 原材料が本来持つ魅力を

存分に生かしたドリンクです。

甘すぎず、 スッキリとした飲みごたえが楽しめます。

カラダにやさしいドリンクを、いつでも気軽に楽しんでほしいとのおもいより、
こちらの商品には、手軽で持ち運びに便利なペットボトルが採用されています。

こちらの商品には、乳成分は一切使用されていません。
ココナッツミルクのしっとりとした、濃厚な味わいはミルクにも負けないくらいの飲み
ごたえが楽しめます！
昨今、健康・美容などの様々な要因から、乳製品離れが進む中、低カロリーでクセがな
い飲み口のこちらの商品は、まさに現代の味方ともいえるアイテムです。



Familytree はオーガニック・ナチュラル由来の米を使用する事に特化した、タイのヌードルメーカー。
人と、環境、そして土と共生するものつくりをテーマに掲げ、原材料の管理から、製造、販売を行っています。

昨今、世界中でグルテンフリーの商品の需要が増加する中、人気の商品となっています。

Familytree 玄米パスタ（ペンネ・フジッリ・スパゲッティ）

アレルゲンフリー。安心のグルテンフリーパスタ

オーガニック米のみを使用して作られたこちらの商品は、
もちろんアレルギーフリー。また、同一工場内でのコンタミネーションも無い、
アレルギーをお持ちの人も安心してお楽しみいただける商品です。

クセが少ない、食べごたえがある食感

普段のレシピにそのままお使いいただけます

普段お使いいただいているパスタの代用品として、そのままご使用いただけます。
麺の厚さ、食感に至るところまで、しっかりと作られているこちらの商品は
お米独特の粘りや風味も少なく、通常のパスタソースとも合わせやすくなっております。

こちらの商品は、形状や太さに至るまで、小麦タイプのパスタとほぼ同じに作られています。
また、味わいにクセもなく、もっちりとした食感もお楽しみいただけます。

希望小売価格：￥３６７ ／ 内容量：３５０ｇ ／
賞味期限：製造後２４か月 ／ 原産国：タイ

希望小売価格：￥３８０（税抜）／内容量：２２０ｇ／賞味期限：製造後２年
／ケース入数：１２／原産国：タイ

（写真左より）
・有機白米ヌードル【JAN CODE : 8851465240225】
　【原材料】有機白米

・有機玄米ヌードル【JAN CODE : 8851465240560】
　【原材料】有機玄米

有機 JAS 認証取得の米を使用し作られたライスパスタ。
お米特有の優しい風味を残した、日本人の食習慣にも馴染みやすいアイテム。

グルテンフリーが広く受け入れられている欧米で、高いシェアを誇っています。

タイの指定有機農場で栽培されたオーガニックライスのみを使用して
作られたヌードル。日々消費されるものだからこそ安全なものを、
そんな思いが込めて一つ一つ丁寧に製造されています。

タイ産の有機米のみを使用して作られたライスヌードル

こちらの商品は製造温度や、麺の厚さに至るまで考えられて作られています。
ヌードルとしてスープと合わせてもおいしくお召し上がり頂けますが、
具材と合わせて軽く和えてもおいしくお召し上がり頂けます。

クセも少なく食べやすい味わい

無駄なものは一切加えず、お米のみを使用しているこちらの商品。
安全な商品であることはもちろん、アレルゲンフリーのため、
どなたでも安心して日々の食生活に加えていただけます。

保存料・添加物不使用。アレルゲンフリーの安心の商品

Foodle Noodle 有機ライスヌードル



希望小売価格：￥２４０（税抜）／内容量：７５ｇ（麺：５２ｇ）／入数：２４／賞味期間：製造後１２か月／原産国：タイ

◆添加物や保存料は一切不使用、オールナチュラルにこだわったインスタントヌードル

◆使用するハーブやスパイスにとことんこだわった本格的な味わい

◆グリーンカレー、トムヤム独特の味わい、風味をしっかりと詰め込みました

トムヤムヌードル
原材料：油揚げめん（小麦粉、じゃがいも澱粉、米ぬか油）、スープ（バジル、レモングラス、チリ、
　　　　ガランガルパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、ライムエキス、コリアンダー、

　　　　ココナッツシュガー、ヤシ糖、ココナッツミルク、エビパウダー、魚醤、マッシュルームパウダー、海塩）、
　　　　添付調味料（米ぬか油、チリ）、かやく（キャベツ、ネギ、だいこん）（原材料の一部にえびを含む） 

グリーンカレーヌードル
原材料：油揚げめん（小麦粉、じゃがいも澱粉、米ぬか油）、スープ [ ココナッツミルク、バジル、レモングラス、

　　　　クミンパウダー、コリアンダー、ガランガルパウダー、オニオンパウダー、チリ、ライムエキス、ヤシ糖、なす、
　　　　スズメナスビ、魚醤、海塩 ]、調味油（米ぬか油、チリ）、かやく（キャベツ、ネギ、だいこん）

CREATIVE THAI NOODLE

前代未聞の新感覚カップ麺！

添加物等を一切加えず作られた
カラダにやさしい、オールナチュラル・タイヌードル完成！

手間をかけずにおいしく食べるインスタントヌードルは、 日本人の定番アイテムとして長い間人気を博してきました。

今回新発売となる、 aree ヌードル （各種） は、 これまで当たり前のように使われていた

添加物、 保存料等を一切省き、 スパイスやハーブで味や風味を表現した、

これまででは考えられなかったセンセーショナルなインスタントヌードルです。

【製品情報】

参考小売価格　￥２８５（税抜）／賞味期限：製造後 1年／内容量：５６ｇ／原産国：タイ

（原材料）
シーソルト：カリフラワー、白米、米ぬか油、海塩
ケール＆ペッパー：カリフラワー、白米、米ぬか油、ケールパウダー、ブラックペッパー、海塩

オールナチュラルスナックブランド・TEMOLE より
カリフラワーを使用したノンフライのスナックパフが登場

保存料・添加物フリー
カリフラワーの素材の甘みが詰まっています

お米とミックスしてベーキング
食べきりサイズで軽いスナッキングにも最適

使用する油を最小限に抑え、ベーキング製法を用いてにヘルシーに作っていますが、
カリフラワーとお米をミックスしたパフは、食感がしっかりとした、食べ応えも十分。
軽いスナッキングには丁度良い食べきりサイズです。

TEMOLE

野菜をヘルシーに、美味しく楽しめる TEMOLE スナックシリーズ

TEMOLEのスナックシリーズは生の野菜の特徴を生かした製品作りが特徴。
素材味を最大限残しつつ、絶妙なフレーバー付けを行ったこちらの商品は、
年代・世代を問わず、多くの方に楽しんでいただけます。

TEMOLE他商品同様、こちらもすべて添加物、保存料等は一切不使用。
シンプルな原材料を使用し、素材の味わいを生かした商品となっています。
また、こちらのアイテムは、カリフラワー本来の甘みがしっかりと残っている事が特徴です。
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