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大切に育てたハーブを

大切なあなたへ

こだわり抜かれた契約農家から

手摘みオーガニックハーブの贈り物を

世界中の大切な人へ

ゾネントアのこだわり

◎バイオダイナミック農法*で栽培された原材料を使用
月の運行に従いハーブを栽培し、良質の葉だけを手でていねいに摘み取っています。 
花や実、葉、根など植物のすべてを素材としています。

◎保存料や人工香料は使用しない、そのままの香り高いハーブ
手作業で収穫や加工を施されたお茶やハーブは質が高く、 
自然な香りがしっかりと残っているので、人工香料を使用する必要はありません。

◎包装に至るまで一切の化学処理はしていません
◦ティーバックは環境にやさしい無漂白紙のリサイクルペーパー 
◦糸はオイルコーティングをしない無漂白コットン 
◦外箱包装は生分解可能なセロファン素材

◎地域と一体となった取り組みを行っています
ゾネントア社の農園では、地域の人々がハーブの栽培から収穫まで
の農作業をしています。このハーブ栽培は小さな村に活気を与え、
国際的な産業に発展してきました。今ではオーストリア内に契約農
家が150件以上、また自国での栽培が難しい原材料は海外に契約農
家があります。毎年、ゾネントア社のGutmann社長と品質管理チー
ムが農家を訪問し、品質のチェックだけでなく、相互の信頼関係を
築いています。

*�バイオダイナミック農法：天体の運行により播種や収穫時期を決めるなど、宇宙の
自然のリズムに合わせた農作業が行われる農法です。化学肥料や農薬を使わず、鉱
物や動植物など天然成分でつくった調合剤を土に混ぜたり、散布したりして使うこ
とで大地の力を引き出します。自然のリズムを生かし、植物そのものの力を発揮さ
せることで生命力のある作物になるのです。

世界の一流ホテル、アジアのリッツカールトンなどでも
ゾネントアのお茶は提供されています。
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Tea
ハーブティーは古くからヨーロッパやアジアに伝わる

健康維持のためのお茶です。

ゾネントア社は1988年の設立以来、

伝統的な知恵をいかし

現代の感覚に調和した味わいの

ハーブティーを追求し続けています。

バラエティ豊かなフレーバーから

お選びいただける、地球にも身体にも

とてもやさしいゾネントアの

ハーブティーをお召し上がりください。

◆ホットティー
手軽に楽しむ………�カップにティーバッグを1袋入れ、1カップの熱湯を注ぎ5-10

分ほど蒸らしたらできあがり。

濃いめに楽しむ……�鍋にお湯１カップとティーバッグ1袋を入れ、中火で5-10分
煮出したらできあがり。

◆アイスティー
氷ですぐに……………�①�ティーポットに1/2カップの量のお湯を注ぎ、�

　�2倍の濃さになるように蒸らす。�
②�別のティーポットに氷を入れる。�
　�※氷の量は①で使用したお湯の同量かそれ以下。�
③�①のお茶を②に移し、よくかき混ぜたらできあがり。

冷蔵庫でじっくりと…�ホットティーと同様にお茶を淹れ、あら熱をとり冷蔵庫で
冷やせばできあがり。

◆ミルクティー・チャイ
煮出して……�①�鍋にお湯1/2カップとティーバッグ1袋を入れ、強火にかける。�

②�沸騰したら中火にし、7-10分沸騰しない程度のお湯で煮出す。�
③�充分に煮出したら、1/2カップのミルクとお好みで小さじ1/2の�
　�ハチミツもしくは砂糖を加える。�
④�もう一度沸騰させ、よくかき混ぜたらできあがり。�
※カモミールなどのハーブティーにもおすすめです。

◆ホットワインスパイス
煮出して……�①�ワインを１カップとティーバッグ(ホットワインスパイス)１袋を�

　�鍋に入れる。�
②�沸騰しない程度の中火で、5-10分ティーバッグを煮出す。�
③�充分に煮出したら、お好みでハチミツもしくは砂糖を加えて、�
　�よくかき混ぜたらできあがり。
※�ワインの代わりにオレンジジュースやグレープジュースを使用して、�
ノンアルコールでもお召し上がりいただけます。

種類別
おいしい淹れ方

5-10MIN.100℃

ポットマーク
使用する 

お湯の温度

時計マーク
抽出する 

分数

マーク説明

4
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原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

妊婦さんも飲めるお茶
レモングラスやレモンバームのさわやかな味
わいが、おなかの中の赤ちゃんとママにすこ
やかな気分をもたらします。明るくゆったりし
た日々を過ごしたい方に。

有機レモンバーム、
有機レモングラス、
有機ネトル、有機スト
ロベリーの葉、有機
ローズ、有機オレン
ジピール、有機オレ
ンジの花

20 900円

サンシャイン　ベビーティー
古くからベビーティーとして親しまれている
ブレンド。やさしく穏やかなフレーバーは赤
ちゃんにも授乳中のママにもおいしくお召し
上がりいただけます。

有機フェンネル、有
機アニス、有機キャ
ラウェイ、有機レモ
ンバーム 20 900円

守護天使のお茶
季節や環境のうつりかわりにおすすめ。アップ
ルやフェンネルの甘い香りにコリアンダーをブ
レンドしたスパイスティー。

有機アップル、有機コ
リアンダー、有機フェ
ンネル、有機ローズ
ヒップ、有機スペアミ
ント、有機アニス、有
機レモンバーム、有機
コーンフラワー

18 900円

ジンジャー ティー
ジンジャーとシナモンなどのスパイスにリコ
リスで甘みを加えました。すっきりとした、さ
わやかな後味。

有機ジンジャー、有機
レモングラス、有機シ
ナモン、有機オレンジ
ピール、有機カルダモ
ン、有機リコリス、有
機レモンバーム、有機
ローズ、有機ヒマワリ

20 900円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

3-5MIN.100℃

5-10MIN.100℃

Variety

原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

サンキュー
ラベンダーやレモンバーム、ローズマリーな
どのすっきりとした味わいの、どんな方にも
おすすめのブレンドティー。感謝の気持ちを
込めたアイディアギフトに。

有機レモンバーム、有
機セージ、有機ローズ
マリー、有機ヒソップ、
有機ラベンダー、有
機ローズ、有機クロー
バー、有機コーンフラ
ワー

18 900円

フォーチュンティー
アップルミントやレモンバームの甘さに�
ペパーミントのすっきりさが加わった、クセ
が少なく飲みやすいブレンドティーです。お
祝い事の贈り物にも。

有機アップルミン
ト、有機レモンバー
ム、有機ペパーミン
ト、有機マロウ、有
機デージー、有機マ
リーゴールド、有機
コーンフラワー

18 900円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃
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原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

ネトルティー
日本茶に近い味わいの深みのあるハーブ
ティー。女性が不足しがちな、鉄分・カルシウ
ム・カリウムなどのミネラルが豊富です。春
先など、季節の変わり目が気になる方におす
すめ。

有機ネトル

20 900円

カモミールティー
青リンゴに似たやさしい香りのハーブ
ティー。ミルクとの相性がよく、就寝前などの
リラックスタイムにおすすめ。

有機カモミール 
（ジャーマン）

18 900円

ルイボスティー
少し甘味がかったまろやかな紅茶のような味
わい。ミルクとの相性がよく、乳児から大人ま
でお召し上がりいただけます。

有機ルイボス

20 900円

20種類のお茶 アソート
１箱に20種類のお茶が詰まっています。�
季節に応じてゾネントア社の�
おすすめのお茶をセレクトしています。�
プレゼントとしても人気の商品です。

20 1,100円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

ストロベリー フルーツ ティー
ローズヒップのさわやかな酸味とストロベ�
リーの甘い香り。濃い目に淹れてアイスティー�
にしても美味しい
フルーツティー。

有機ローズヒップ、
有機ハイビスカス、
有機オレンジピー
ル、有機アップル、
有機ストロベリー、
ストロベリー香料

18 900円

ローズヒップ・ハイビスカスティー
ビタミンを多く含む人気者同士をミックス。さわ
やかな酸味があり、ローズヒップのビタミンCは
レモンの40倍と言われています。ビタミンCは熱
に弱いですが、ローズヒップに含まれるビタミ
ンPによって破壊されずに
摂取できます。

有機ローズヒップ、
有機ハイビスカス

18 900円

サンドロン フルーツ ティー
ほのかなリンゴとラベンダーの香りと、サン
ドロンの酸味が特徴のフルーツティーです。
美容や日々の健康維持に
お役立てください。

有機ローズヒップ、
有機サンドロン、有
機アップル、有機エ
ルダーフラワー、有
機ラベンダー

18 900円

ホットワインスパイス　赤
寒い季節におすすめのホットワインにブレン
ドするスパイス。温めた赤ワインに浸し抽出
してご使用ください。グレープやオレンジな
どのジュースに加えても。

有機ローズヒップ、
有機ハイビスカス、
有機クローブ、有機
シナモン、有機オレ
ンジピー ル、有 機
アップル、有機オレ
ンジオイル

20 900円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.70-80℃
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Chai 原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

スパイスチャイ
スパイシーに仕上げたチャイ好きの為
のチャイティー。ジンジャーやカルダモ
ンなど、複数のスパイスでポカポカに。

有機ジンジャー、有機シ
ナモン、有機ルイボス、
有機フェンネル、有機カ
カオ、有機カルダモン、有
機クローブ、有機スター
アニス、有機コーンフラ
ワー

20 900円

ルイボスチャイ
ルイボスを加え、まろやかな甘みのある
チャイティーに仕上げました。ノンカフェ
インなのでお休み前のリラックスタイム
にも。

有機ルイボス、有機ジン
ジャー、有機シナモン、
有機フェンネル、有機カ
カオ、有機カルダモン、
有機クローブ、有機ス
ターアニス、有機オレン
ジピール、有機コーンフ
ラワー

20 900円

アッサムチャイ
チャイに相性ピッタリなアッサムティー
をブレンドした、コクのある紅茶のチャ
イティー。カフェインを含むのでブレック
ファーストティーとしても。

有機アッサム(カフェ
イン含む)、有機ジン
ジャー、有機シナモン、
有機ルイボス、有機カ
ルダモン、有機フェンネ
ル、有機カカオ、有機ク
ローブ、有機スターアニ
ス、有機マリーゴールド

20 900円

7-10MIN.100℃

7-10MIN.100℃

7-10MIN.100℃

インドに伝わる伝統的なミルクティー、

チャイをゾネントアこだわりのオリジナルブレンドに。

様々なスパイスをブレンドした、ミルクティーにピッタリの味わい深いお茶です。

ブレンド違いの数種類のチャイを気分に合わせて飲みわけられます。

ほっこり、あたたまるリラックスタイムをご堪能ください。

10
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ヒルデガルトのお茶

ドイツの修道女ヒルデガルトは　

12世紀頃に活躍した世界最初の女性博物学者。

ヨーロッパに初めて「ラベンダー」という言葉と、 

その優れたパワーを紹介したといわれています。

ヒルデガルトが残した 

800年前のレシピにもとづき、

歴史のあるハーブをブレンドしました。

原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

女性のためのお茶
女性のすこやかな日々をサポートし、
いきいきと輝かせます。バラやフェン
ネルの香りの中にシナモンとマグワー
トをアクセントにブレンド。

有機シナモン、有機コリ
アンダー、有機オレンジ
ピール、有機ジンジャー、
有機フェンネル、有機レ
モンバーム、有機マグワー
ト、有機ローズ、バニラ香
料

18 900円

断食のお茶
エルダーフラワーの甘い香りとタイム
のキリッとした後味が特徴。不要なも
のを脱ぎ捨てて、身軽になりたいとき
におすすめです。

有機エルダーフラワー、
有機セージ、有機ヤロウ、
有機ブラックベリーの葉、
有機ジュニパーベリー、有
機タイム、有機プリムロー
ズ、有機カモミール

18 900円

あたためるお茶
セージとタイムの香りが特徴。ブラック
ベリーの葉とフェンネルの甘さをガラ
ンガルが引き締めます。

有機ブラックベリーの葉、
有機セージ、有機タイム、
有機フェンネル、有機マグ
ワート、有機マリーゴール
ド、有機ガランガル 18 900円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃
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原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

調和のお茶
フェンネルのまろやかな香りが特徴。
アニスやリコリスの甘い風味にガラン
ガルとコリアンダーがアクセントのス
パイスティー。

有機レモンバーム、有機
フェンネル、有機ローズ
ヒップ、有機リコリス、有
機アニス、有機マルメロ、
有機コリアンダー、有機
ガランガル、有機クロー
バー

18 900円

呼吸のお茶
マイルドで調和のとれた味わいです。
季節の変わり目などにぴったりのハー
ブティー。

有 機ブラックベリー の
葉、有機タイム、有機ヒ
ソップ、有機エルダーフ
ラワー、有機フェンネル、
有機セージ、有機ジュニ
パーベリー、有機スペア
ミント、有機マロウ

18 900円

エネルギーのお茶
体にエネルギーを感じたいときに。爽
快なミントの味わいがリフレッシュさ
せてくれます。1日の始まりにおすすめ
です。

有機ヒソップ、有機スペア
ミント、有機フェンネル、
有機ローズヒップ、有機カ
モミール

18 900円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

リラックスのお茶
レモンバームやラベンダーの香りに
セージがさわやかな味わいのハーブ
ティー。

有機レモンバーム、有機
ラベンダー、有機セージ、
有機フェンネル、有機パセ
リ、有機マリーゴールド

18 900円

ヒルデガルトのお茶アソート
人気の高いヒルデガルトシリーズのアソート。
エネルギーのお茶、あたためるお茶、断食のお茶、
女性のためのお茶、調和のお茶が１箱になりました。
すこやかな毎日のために、
健康志向な方への贈り物に最適。

20 1,000円

5-10MIN.100℃
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オーストリア・チロル地方に 

数百年も前から伝わる、 

月のサイクルと人体の関係を表した 

「月のリズム法」を基にブレンド。

月の満ち欠けに想いをはせて、

お召し上がりいただきたいシリーズです。

満月のお茶

新月のお茶

上弦のお茶

下弦のお茶

Full Moon

New Moon

Waxing Moon

Waning  moon

Moon
Herbal
Teas

月のお茶

ビューティフル　マジック　ムーンティー
月の満ち欠け1サイクル（約28日）分のお茶を楽しめる
アソート。満月のお茶×5袋、下弦のお茶×9袋、新月の
お茶×5袋、上弦のお茶×9袋が入っています。

5-10MIN.100℃

入数（袋） 28

金額（税抜） 1,300円
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満月 新月 上弦の月
〜 新月から満月まで 〜

下弦の月
 〜 満月から新月まで 〜

下弦のお茶（リファイン）
スッキリとした生活を実感したい方は、その
日の月の形に合わせ、いつもより食べる量を
少しだけ控え、「下弦のお茶」を何杯か飲みま
しょう。スムーズな生活には欠かせないお茶
です。

原材料
有機ブラックベリーの葉、有機エルダーフラ
ワー、有機緑茶(カフェイン含む)、有機ロー
ズヒップ、有機アップル、有機マリーゴールド

入数
（袋） 20
金額 

（税抜） 900円

5-10MIN.100℃

満月のお茶（ハーモニー）
「満月のお茶」は満月のティータイムにすこや
かなリラックスタイムを演出してくれるでしょ
う。忙しい日々の中で、その日の月の満ち欠け
を感じながら、ハーブティーを楽しみましょう。

原材料
有機レモンバーム、有機エルダーフラ
ワー、有機マリーゴールド、有機タイム、有
機コーンフラワー、有機ラズベリーの葉

入数
（袋） 20
金額 

（税抜） 900円

5-10MIN.100℃

新月のお茶（リフレッシュ）
「新月のお茶」は新しい事へのスタートへ向け
て、後押しをしてくれるはずです。さっぱりとし
た味わいで、フルーツにもぴったり。すっきり
とリフレッシュしたい時に。

原材料
有機マテ(カフェイン含む)、有機レモングラ
ス、有機ローズヒップ、有機スペアミント、有
機緑茶(カフェイン含む)、有機ローズ

入数
（袋） 20
金額 

（税抜） 900円

5-10MIN.100℃

上弦のお茶（リストレーション）
満腹感を少しでも感じたその瞬間に食べるの
を止め、「上弦のお茶」を数カップ飲んでみて
はいかがでしょうか。毎日にパワーを与えるブ
レンドハーブティー。

原材料
有機レモンバーム、有機スペアミント、有機ヒ
ソップ、有機フェンネル、有機アニス、有機ラ
ズベリーの葉、有機ヒマワリ、有機ローズ

入数
（袋） 20
金額 

（税抜） 900円

5-10MIN.100℃

Full Moon Waning  moon New Moon Waxing Moon
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It’s all 
good
のお茶�
健康維持のためにブレンドされた、

日々の生活に心強いシリーズ。

今のあなたに必要なハーブティーを選び、

生活に取り入れてみてください。

飲み続けることにより、

現代社会のセルフケアとしてのアイテムに。

21



2322

原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

イッツオールグッド  エレファント
食べるのが好きな方のお供に。ブルーマロ
ウ・レモンバーム・スペアミントなどのすっ
きりとしたブレンド。

有機マロウ、有機レ
モンバーム、有 機
スペアミント、有機
ギリシャマウンテ
ンティー、有機ヤロ
ウ、有機マリーゴー
ルド

18 1,000円

イッツオールグッド  フロッグ
冬場や乾燥時のうるおい補給に。リンデ
ン・エルダーフラワーなどのマイルドなブ
レンド。

有機リンデンフラ
ワー、有機エルダー
フラワー、有機ロー
ズヒップ、有機オオ
バコ、有機マロウ 18 1,000円

イッツオールグッド  ポット
忙しさの中で“ホッ”と一息つきたいとき
に。ラベンダー・オレンジピール・アップル
ミントなどの穏やかなブレンド。

有 機 レ モ ン バ ー
ム 、有 機 アップ ル
ミント、有機ラベン
ダー、有機ホップ、
有機オレンジピー
ル、有機コーンフラ
ワー

18 1,000円

イッツオールグッド  バード
なんとなくすっきりしない毎日に。ヤロウ・
タンポポなどのやさしいブレンド

有機ヤロウ、有機タ
ンポポの 葉 、有 機
スペアミント、有機
フェンネル、有機レ
モングラス、有機マ
リーゴールド、有機
キャラウェイ

18 1,000円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

原材料
入数

（袋）
金額
（税抜）

イッツオールグッド  クリップ
女性のすこやかな毎日に心強い味方。ネト
ル・エルダーフラワー・ヤロウなどの女性
にぴったりなブレンド

有 機 ネトル 、有 機
ジュニパーベリー、
有機エルダーフラ
ワー、有機ヤロウ、
有機セージ 18 1,000円

イッツオールグッド  ハート
前向きに過ごしたいときに。レモンバー
ム・マテ・ローズマリーなどのリフレッシュ
できるブレンド

有機レモンバーム、
有機アップルミン
ト、有 機 ロ ー ズ マ
リー、有機レモング
ラス、有機マテ(カ
フェイン含む)、有機
ローズ

18 1,000円

イッツオールグッド  ナイトキャップ
就寝前などのくつろぎティータイムに。ヤ
ロウ・レモンバーム・ラベンダーなどの落ち
着くブレンド。

有機ヤロウ、有機レ
モンバーム、有機ブ
ラックベリーの葉、
有機ラベンダー、有
機オレンジピール、
有機フェンネル

18 1,000円

イッツオールグッド  アソート
毎日をすこやかに過ごしたい方に。
イッツオールグッド7種の詰め合わせ。

20 1,200円

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃

5-10MIN.100℃



24 25

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

オールザベスト ブロッサムスパイス 
(ベリーブレンド)
ストロベリーの甘さにラズベリーの酸
味とピンクペッパーをアクセントに加
えたブレンド。ひとふりで華やかな香り
と彩りを添えます。ケーキ、ヨーグルト、
ミルクゼリー、カフェラテなどにおすす
めです。

有機ストロベリー、有機ピン
クペッパー、有機ローズ、有
機ラズベリー、有機コリアン
ダー、有機バニラ、有機ヤグ
ルマギク

30g 1,200円

色鮮やかな花 と々ハーブ、 

野菜や果物をテーマ別にブレンドした 

「フラワースパイス」。

こだわりの原材料を絶妙に 

ブレンドして作られたスパイスはとても香り高く、 

一口で虜になる味わいです。

目にも鮮やかな有機フラワーの彩りが、 

ひとふりするだけでお料理を 

より華やかに引き立てます。

Flower
Spice

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

フラワーパワー  ブロッサムシュガー 
 (フラワーブレンド)
有機てんさい糖をベースに４種の花を
合わせたスイートなブレンド。繊細な味
でプレーンな素材に良く合います。ホ
イップクリームやアイスクリームにひと
ふりして、おいしくカラフルに。

有機てんさい糖、有機ヒマ
ワリ、有機ヤグルマギク、有
機マリーゴールド、有機ロー
ズ、有機バニラ、有機シナモ
ン（カシア）、有機クローブ、
有機ジンジャー

40g 1,200円

スイートポプリ  ブロッサムシュガー 
 (ストロベリー＆バニラブレンド)
有機てんさい糖をベースにストロベリー
やローズを合わせたスイートなブレン
ド。蓋を開けると、ふわっと甘い華やかな
香りが広がります。パンナコッタ、ホイップ
クリーム、シリアルなどに。

有機てんさい糖、有機スト
ロベリー、有機ヤグルマギ
ク、有機バニラ、有機ジン
ジャー、有機ローズ、ラベン
ダー香料 60g 1,200円



27

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

グリル シーズニング
肉料理に合う岩塩と相性のよい９種
類のハーブを厳選しミックス。程よい
ガーリックとパプリカの香りが更に料
理に旨みをプラスし食欲を増進させま
す。手軽に本格的なエスニック料理を
お楽しみいただけます。

岩塩、有機ガーリック、有
機コリアンダー、有機パ
プリカ(甘)、有機キャラ
ウェイ、有機ターメリッ
ク、有機ジンジャー、有機
ブラックペッパー、有機
クミン、有機チリ

100g 600円

26

Blend Spice
絶妙にブレンドされたスパイスを普段の料理に加えることで、 

より香りが引き立ち、更なるうまみを引き出します。

簡単にワンランク上の料理に。

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

チアリー  ブロッサムスパイス 
 (ガーリックブレンド)
ガーリック・バジル・オレガノなどの
ハーブに、地中海の花々をプラスした
スパイシーなブレンド。ソルトベース
なので、どんな料理にも万能に使え、
香りだけでも引き込まれる、とってお
きのスパイス。野菜やパスタ、米料理
におすすめ。

海塩、有機ガーリック、有機
ラムソン、有機バジル、有機
オレガノ、有機マリーゴール
ド、有機ローズマリー、有機
タイム、有機ローズ、有機ヤ
グルマギク 25g 1,200円

フォーチュン  ブロッサムスパイス 
 (オニオンブレンド)
有機オニオンをベースに、ピリッとし
た辛みのあるハーブを加えたスパイ
シーなブレンド。肉・魚・野菜のいずれ
も相性抜群で、お料理にコクを出して
くれます。ポテトやソーセージ、ベーコ
ンにあわせると絶品。

有機たまねぎ、有機バジル、
有機オレンジピール、有機オ
レガノ、有機ピンクペッパー、
有機ビーツ、岩塩、有機マ
リーゴールド、有機リコリス

28g 1,200円

守護天使  ブロッサムスパイス 
 (コリアンダーブレンド)
ゾネントア社で昔から愛されている
「守護天使」シリーズのスパイス。健康
に良いジンジャー、リフレッシュ感のあ
るミントなど、香り高いハーブやスパイ
スをブレンド。魚や鶏肉のような白身
の肉や野菜料理に。

有機にんじん、有機コリアン
ダー、有機ジンジャー、有機ス
ペアミント、有機ガーリック、
有機オレンジピール、有機ヤ
グルマギク、有機ブラックペッ
パー、岩塩、有機てんさい糖、
有機クミン、有機ターメリック、
有機フェヌグリーク、有機セー
ジ、有機キガラシ、有機フェン
ネル、有機パプリカ（甘）、海
塩、有機ローレル、有機ローズ
マリー、有機タイム

35g 1,200円



28 29

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

サラダ シーズニング
香り高いローズマリー・ロベジ・タイム
などをブレンドしたサラダ用ブレンド
スパイス。13種類のハーブが調和し野
菜のおいしさを引き出します。ハーブ
が細かいので、オリーブオイルやビネ
ガーと混ぜてオリジナルドレッシング
が簡単に作れます。香り高いハーブを
お楽しみください。

有機タイム、有機ロー
ズマリー、有機ロベジ、
有機タラゴン、有機マー
ジョラム、有機ディル、
有機オレガノ、有機フェ
ンネル、有機レモンバー
ム、有機アニス、有機バ
ジル、有機キャラウェイ、
有機ラムソン

35g 700円

12種のハーブソルト
ハーブと旨味たっぷりな海塩をブレン
ド。これだけで素材の持ち味にさわや
かな風味をプラスしてオシャレな料理
に早変わり。特に魚料理におすすめ。

海塩、有機タイム、有機
ローズマリー、有機ロベ
ジ、有機タラゴン、有機
マージョラム、有機ディ
ル、有機オレガノ、有機
フェンネル、有機レモン
バーム、有機アニス、有
機バジル、有機キャラ
ウェイ、有機ラムソン

120g 600円

エルブ ド プロバンス
ラベンダーやローズマリーの香り高い
ハーブが肉や魚のくさみを消すと共
に料理を華やかに仕上げてくれます。
オムレツなどの卵料理やドレッシング
に入れてハーブドレッシングにするな
ど、南フランス(プロバンス地方)風味
の料理をお楽しみください。

有機タイム、有機オレ
ガノ、有機バジル、有機
ローズマリー、有機ラベ
ンダー

25g 700円

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

ピザ＆パスタ シーズニング
バジルの香りがゆたかに広がり、お手
軽に本格イタリアンの風味が楽しめる
ハーブミックス。ピザ・パスタはもちろん
魚介のソテーやスープ、イタリアンハー
ブサラダ、パンに練り込むなどと幅広く
使え、とっても便利。

有機バジル、有機タイ
ム、有機オレガノ、有機ロ
ベジ

25g 700円

カレー（甘・粉末）
深いスパイスの風味とマイルドな口当
たりが女性やお子様にも大人気。スパ
イスが苦手な方でもお召し上がり易い
ブレンド。カレーを始め、ピラフ、オム
レツ、ポテトサラダ、野菜炒め、煮込み
料理などの様々な料理に大活躍。

有機クミン、有機コリア
ンダー、有機ターメリッ
ク、有機セージ、 有機
キガラシ、有機フェヌグ
リーク、 有機フェンネ
ル、有機パプリカ(甘）、 
海塩、有機ローレル、 有
機タイム、有機ローズマ
リー、  有機ジンジャー

35g 700円

カレー（辛・粉末）
コクと深み、香りを選び抜いたブレ
ンドスパイス。料理にピリッとスパイ
シーな風味と深い味わいが生まれま
す。カレーや肉料理などに加えて本格
的なスパイシー料理に。

有機ターメリック、有機
コリアンダー、有機クミ
ン、有機パプリカ(辛)、有
機キガラシ、有機フェヌ
グリーク、有機バジル、
有機フェンネル、有機ジ
ンジャー、有機タイム、
海塩、有機ガーリック、有
機オレガノ、有機ローズ
マリー、有機セージ

35g 700円



30 31

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

オーガニック　オレガノ
程よい苦みのあるピリッとした辛みと清涼感が
特徴。イタリア料理・メキシコ料理には欠かせな
いハーブでワインと一緒に楽しむ料理に最適。
肉や魚の臭み取りや、ドレッシングやケチャップ
にも。

有機オレガノ

18g 600円

オーガニック　タイム
ピリッとした味が特徴の地中海料理の代表的
なハーブ。シチューやロースト料理に、最初に
加えて長い時間香りをつけるのがおすすめ。魚
介の香草焼き・魚介のムニエルなどに。お茶と
してもお楽しみいただけます。

有機タイム

25g 600円

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

オーガニック　クローブパウダー
甘く濃厚な香りと、しびれるような刺激的な風
味が特徴。ポトフやビーフシチューなどの肉料
理には欠かせないスパイス。バニラエッセンス
との相性もとても良く、お菓子作りにもおすす
め。

有機クローブ

35g 700円

オーガニック　ナツメグパウダー
香ばしく温かみのある風味が特徴。火を通すと
香ばしさが増すので煮込む前のタイミングに
使うのがおすすめ。健康と美容をサポートする
ため女性には欠かせないスパイス。ハンバーグ
などのひき肉料理や、チーズフォンデュなどに。

有機ナツメグ

30g 1,000円

オーガニック　パプリカ 
苦みがなく程よい酸味を感じさせる独特の香り
と、真っ赤な色が特徴。油との相性も良く、一緒
に使用すると甘みが増し色も鮮やかになりま
す。クミン・バジル・タイムなどとともにケバブ
風チキンや、野菜だけのヴィーガンカレーのコ
ク出しにも。

有機パプリカ

40g 600円

ゾネントア社が選りすぐりの産地から 

こだわり抜いたスパイスのラインナップ。 

より本格的なスパイスの味わいを 

楽しみたい方に。

Single
Spice



32 33

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

オーガニック　クミンシード
シャープな苦みの後にほのかな甘みが広がる
のが特徴。ガラムマサラには欠かせないスパ
イス。インド料理では油の香りづけとして最初
に使われます。カレーのスパイスミックス・ピク
ルス・チリコンカンなどに。

有機クミン

40g 600円

オーガニック　カルダモンパウダー
「スパイスの女王」とよばれるカルダモン。カ
レー粉やガラムマサラに多用され、様々なハー
ブとミックスすることで、より香りを発揮します。
チキンソテーに加えてトルコのケバブ風に仕
上げたり、グリーンカレー、チャイにも。

有機 
カルダモン

35g 950円

オーガニック　ターメリック
ウッディーでフローラルな香りが特徴で、お料
理にコクを出してくれます。カレーのスパイス
ミックス・ターメリックライスなどの料理やカリ
フラワー・じゃがいも・なすなどの素材とも相性
抜群。

有機 
ターメリック

40g 600円

オーガニック　サフラン
微かな辛みと贅沢な甘みが特徴。使用する際
は、サフラン数本をぬるま湯に数分浸し、色出
しをしてください。サフランライス・パエリア・リ
ゾットなどの米料理を美しく彩ります。

有機サフラン

0.5g 1,800円

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

オーガニック　シナモンパウダー
スパイシーであたたかみのある味わいが特徴。
ココアやコーヒーにひとふりするだけでスパイ
シーで芳醇な香りが広がります。パン・アップル
パイなどのほか、豚の角煮・鳥の煮込みにも。

有機シナモン
（セイロン）

40g 600円

オーガニック　シナモンスティック　
コーヒーやミルクティーなどにマドラー替わり
にご使用いただくと、スパイシーな香りをお楽
しみいただけます。使い終わったら水洗いして
乾燥させれば、香りがなくなるまで使えます。カ
レーやシチューなどの煮込み料理に入れると
深い味わいに。

有機シナモン
スティック（セ
イロン）

18g 700円

オーガニック　バニラスティック
マイルドで甘く豊かな本物のバニラの香り。さ
やを縦に開き種をしごくように取り出してご使
用ください。残ったさやはハチミツや砂糖の中
に入れて香りづけにも。パンナコッタ・カスター
ドクリーム・クッキー・ケーキなどに。

有 機 バ ニ ラ
ビーンズ

4g 1,100円

スパイスボトル 
（小分用保存容器）
お料理にそのままふりかけることのできる６穴
中栓つきと、保存用の中栓なしの２タイプ。

60ml
各

250円



原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

ヒマラヤピンクソルト
自然の産物として「生命の塩」と呼ばれてい
る岩塩。淡いピンク色は天然の鉄分の色味
です。�様々な料理の味をバランスよく整え
ます。こだわりの塩は料理の味を決める大
事な要素。

岩塩

90g 1,200円

ヒマラヤピンクソルト 
（詰め替え用）
「ヒマラヤピンクソルト��ミル」の�
詰め替え用。

岩塩

150g 600円

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

オーガニック　ブラックペッパー
「スパイスの王様」と呼ばれるブラックペッ
パーは、様々な胡椒の中でもっともシャープ
で繊細な香りです。毎日の食卓にアクセント
を加える万能スパイス。適量を調理の終わ
りに加え、挽きたての香りをお楽しみくださ
い。

有機ブラックペッパー

37g 1,200円

オーガニック　ブラックペッパー 
（詰め替え用）
「ブラックペッパー���ミル」の�
詰め替え用。

有機ブラックペッパー

35g 600円

オーガニック　ミックスペッパー
有機ブラックペッパー、有機ホワイトペッ
パー、有機ピンクペッパー、有機グリーン
ペッパーの４種のペッパーをブレンド。魚
料理や米料理、野菜料理などどんな料理に
も良く合い、味をひきしめます。パスタの仕
上げにも。

有機ブラックペッパー、
有機ホワイトペッパー、
有機ピンクペッパー、 
有機グリーンペッパー

30g 1,300円

オーガニック　ミックスペッパー 
（詰め替え用）
「ミックスペッパー��ミル」の�
詰め替え用。

有機ブラックペッパー、
有機ホワイトペッパー、
有機ピンクペッパー、 
有機グリーンペッパー 35g 750円

34 35

ゾネントアのソルト＆ペッパーは 

ミルタイプで挽きたての味わいを 

お楽しみいただけます。

こだわりの塩と胡椒は 

お料理の味の決め手です。

Salt & 
Peppers



原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

ハチミツ ローズ
上品な香りと味のローズのつ
ぼみを、マイルドなアカシアハ
チミツに加えました。さらっと
して塗りやすいハチミツ。

有機アカシアはちみつ、ローズの
つぼみ

230g 1,800円

ハチミツ ジンジャー
ジンジャー入りクリームハチミ
ツ。ミルクティーに入れると、手
軽にジンジャーミルクティーが
楽しめます。

有機はちみつ、 
ジンジャー

230g 1,800円

豊かな自然あふれるオーストリアの 

フィアテルの森で採れるハチミツ。

◎薬剤不使用 

◎合成添加物不使用

◎非加糖・非加熱

Honey 原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

ハチミツ バニラ
アカシアハチミツにバニラビー
ンズを加えることで、甘さに深
みをもたらします。

有機アカシアはちみつ、 
バニラビーンズ

230g 1,800円

ハチミツ 守護天使
美容と健康をサポートする
オーガニック認定のロイヤル
ゼリーと花粉をブレンドした、
贅沢なクリームハチミツ。

有機はちみつ、 
花粉、 
有機ローヤルゼリー

230g 2,300円

くまさんのハチミツ
ゾネントア社で人気のハチミ
ツ３種(リンデン、ヒマワリ、守
護天使)をアソート。可愛いク
マのパッケージはギフトにも
おすすめ。

◎ ハチミツ　リンデン 
有機リンデンハチミツ

◎ ハチミツ　ヒマワリ 
有機ヒマワリハチミツ、 
有機花ハチミツ

◎ ハチミツ　守護天使 
有機ハチミツ、 
花粉、有機ローヤルゼリー

90g 1,500円
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原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

ジンジャースティック 
（砂糖漬け）
細く切ったジンジャーに甘蔗糖を
コーティング。ジンジャーの風味
を生かしながら、ほどよい甘みを
持たせています。

有機甘蔗糖、 
有機ジンジャー

75g 700円

ハーブキャンディー
6種類のハーブが口いっぱいに
広がるソフトキャンディー。ロー
ズマリーやミントが入っている
ので、後味もさわやか。

てんさい糖、グルコースシ
ロップ、ゼラチン、保存料（ク
エン酸）、香料（コーラナッツ、
マテ、スギナ、ローズマリー、
セージ、ミント）、着色料（緑藻
エキス）、安定剤（ミツロウ、ア
ラビアガム）

50g 550円

ベリーキャンディー
甘酸っぱいベリーのソフトキャン
ディー。ラズベリー・カシス・エル
ダーベリーが口いっぱいに広がり
ます。

甘蔗糖、グルコースシロップ、
ゼラチン、濃縮果汁（ラズベ
リー、エルダーベリー、ブラッ
クカラント）、保存料（クエン
酸）、ラズベリー香料、安定剤

（ミツロウ、アラビアガム）
50g 550円

Sweets

原材料
内容量
（g）

金額
（税抜）

ジャム　フルーツミックス
ブルーベリー、ラズベリー、ブラック
ベリーを絶妙にミックス。深くて甘
酸っぱいベリーの贅沢な味をご堪能
いただけます。

有機ブルーベリー、有機
ブラックベリー、有機ラズ
ベリー、有機アガベシロッ
プ、有機レモンジュース、
ゲル化剤（ペクチン：りん
ご由来）

250g 1,100円

ジャム　ローズヒップ
美容にうれしい成分を含むローズ
ヒップのジャム。ローズヒップの酸
味が苦手な方にもお召し上がりやす
い味に仕上げています。

有機ローズヒップ、有機ア
ガベシロップ、有機レモン
ジュース、ゲル化剤（ペク
チン：りんご由来）

250g 1,100円

果肉をふんだんに使い（全体の60％配合）、

砂糖の代わりにヘルシーで自然な甘さのアガベシロップで甘みを加えています。

Jam


