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24 ORGANICDAYS のこだわり 

 

 

 
 

●「おいしい」「手に取りやすい」「使いやすい」を追求します 
 

オーガニックが特別なものではなく、毎日当たり前に生活に根付くように。 

そんな願いを込めて。 

毎日何気なく、気軽に手に取ることで 

からだもこころも元気で心地よく、楽しくなる。 

そんなオーガニックアイテムを世界中から選りすぐり、 

素材の良さを感じられるおいしさ、手に取りやすい価格、 

使いやすいスペックで商品をお届けします。 

 
 
 

● 厳選したオーガニック商品をお届けします。 
 

原材料はオーガニックであることはもちろん 

できる限り EU ビオ認証などの厳しい基準をクリアした原料を使用し 

丁寧に加工された良質なアイテムをお届けします。 

取得認証  

  

オーガニックをベーシックに 

毎日寄り添う安心とおいしさを  

株式会社 おもちゃ箱 
〒 145-0076 東京都大田区田園調布
南 26-12 
 
●本資料は最新の情報を記載して
いるため、実際に販売されている
商品と内容が異なる場合がござい
ます。 
 

Omochabako 
HP 

Omochabako 
official 

Instagram 

オーガニックライフグループ  
各営業担当までお願いいたします。 
TEL:03-3759-9782 

※薬事法に抵触する表現がございますので文章の

引用、写真の転用はご遠慮ください。 

取扱内容基本条件 

• 取り扱いラインナップなどの特別条件はなし。 
• ロット単位で注文すること。 
＜試食用について＞ 
• 試食商品の注文は１商品につき 1 ロット（ロッ

トがない商品は 6 個）以上の注文で、試食用商
品を 1 個まで掛け率５０％にて提供する。 

• 導入ご検討の際（希望する商品の注文が初めて
の場合）には、検討用商品 1 個までを掛率 
５０％で提供する。 

<注意事項> 
• ハニーデューハニー ロゼンジは 10 月～5 月

末日までの期間限定販売。 
※ただし、気温の状況によって変動あり。 

• ハニーデューハニーシリーズ・マヌカ＆プロポ
リス スプレーは 1 歳未満の乳幼児には与えな
いでください。 
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商品ラインナップ 

 

 

 

 

 

ハニーデューハニー シリーズ 

 

ハニーデューハニーはブナの木の樹皮の下に住むカイガラムシの
甘い分泌物を、みつばちが巣に持ち帰り熟成することでつくられ

るはちみつです。 
花の蜜ではなく樹液を原料とすることから、一般的なはちみつよ
りもミネラルやオリゴ糖が豊富。 

 
深い色合いと独特の風味から、ニュージーランドやヨーロッパで
は古くから“黒い森のはちみつ”と呼ばれ、高級はちみつとして認

められてきました。 

 

オーガニックインスタントコーヒー 

 

オーガニック＆フェアトレードの手摘みされた 
極上の高地栽培アラビカ種コーヒー豆を使用しています。  
ハンドドリップしたような香り豊かなインスタントコーヒーです。 

 

 

マヌカ＆プロポリス スプレー 

 

ニュージーランドのオーガニック養蜂家マックスハニー社が共同開発した  

マヌカ&プロポリススプレー。 
人混みへの外出前やお出かけの合間など、喉を守りたいときにお口にシュッ。  
その新習慣で健康をサポートします。 

■コロネイキ種とは 

オレイン酸の含有量が高く、総ポ

リフェノールや総トコフェロール

の含有量も高いため酸化しにくく

安定した良質なオイルといわれて

います。 

 

【味・香りの特長】 

●酸味が少なく、ほどよい苦み 

●フルーティーで少し野性味のあ

る香り 

●後味にさわやかな辛味 

●サラダやカルパッチョなど生食

におすすめ 

 

 

オーガニック ＥＸＶ オリーブオイル 

 

ギリシャ クレタ島産コロネイキ種を 100％使用した 
高品質なＥＸＶオリーブオイル。 
 

• マヌカハニーMG850+ 

• マヌカフラワーウォーター 

• プロポリス 

• ハニーデューハニー 

• ３種類のハーブ 

（アニス・クローブ・ペパーミント） 

オーガニック認定材料 
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商品一覧 

オーガニックインスタントコーヒー 
 
 
 
原産国:ドイツ 

オーガニック インスタントコーヒー 

カフェインレス 
 
100ｇ 1,360 円(税抜価格 1,260 円） 

 オーガニック＆フェアトレードの手摘みされた極上の高地栽培アラビカ種 

コーヒー豆を使用。 

薬剤を使用せず、天然の二酸化炭素と水だけでカフェインを取り除いたカ 

フェインレスコーヒー。豆を水に浸さないため、コーヒー豆本来の香り、 

コク、味がしっかりと残り、カフェインレスと思えないほどのおいしさです。 

カフェイン残留率 0.3％ 

【原材料】コーヒー豆（生豆生産国名：ペルー、ホンデュラス） 

オーガニック インスタントコーヒー 
 
100ｇ 1,263 円(税抜価格 1,170 円） 

 オーガニック＆フェアトレードの手摘みされた極上の高地栽培アラビカ種 

コーヒー豆を使用。 

酸味が少なくコクと深みがしっかりあり、あと味はすっきり。 

バランスのとれた味わいのインスタントコーヒー。ゆっくりと丁寧なロース

トが、豆本来の豊かな香りを生み出します。 

 

【原材料】コーヒー豆（生豆生産国名：ペルー、ホンデュラス） 

オーガニック ＥＸＶ オリーブオイル 
 
 
 
原産国:ギリシャ 

オーガニック  

ＥＸＶ オリーブオイル 
 

500ml 1,397 円(税抜価格 1,294 円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250ml  798円(税抜価格 739円） 
 
 
 
 
 
 

 ギリシャ クレタ島の契約農家で有機栽培されたコロネイキ種オリーブを

100％使用。丁寧に手摘みしたオリーブを収穫から 6 時間以内に低温圧搾し、

フレッシュな風味にこだわりました。コロネイキ種本来のフルーティーな 

香りと程よい苦み、さわやかな辛みが存分に味わえます。 

サラダやカルパッチョなど生食におすすめ。 

 

【原材料】有機食用オリーブ油  

ロット：12 
賞味期限：24 ヶ月  
 

ロット：6 
賞味期限：36 ヶ月  
本体サイズ：W6.9×D6×H14.4cm 

商品コード：24WR-837502  

JAN コード：4000799100260 

商品コード：24WR-837501  
JAN コード：4000799100277 

本体サイズ：W5.5×D5.5×H26.7cm 

商品コード：24TC0770 

JAN コード：5200252260770 

本体サイズ：W4.5×D4.5×H21.7cm 
商品コード：24TC0763 
JAN コード：5200252260763 
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ハニーデューハニーシリーズ 

 
 
 
原産国:ニュージーランド 

 

オーガニックハニーデューハニー 
 
250ｇ 2,700 円(税抜価格 2,500 円） 
    

 ニュージーランドのブナの原生林でオーガニック養蜂により採蜜された純粋な

ハニーデューハニー。非加熱、非加糖で自然の恵みそのままに瓶詰めしました。

深い香りとコクの黒糖のようなコクのある甘みが特徴。カルシウム、亜鉛、マ

グネシウム、マンガン、鉄などのミネラルやオリゴ糖が豊富なので妊婦さんや

お子さま※の体調管理にもおすすめです。そのままスプーンでいただくのはも

ちろん、ヨーグルトやパンにもよく合います。 

※1 歳以上 
 

【原材料】有機ハニーデューハニー（ニュージーランド） 

 

 期間限定商品（10 月～5 月まで） 

ハニーデューハニー＆カモミール  

ロゼンジ 
 
2.8ｇ×8 個 1,296 円(税抜価格 1,200 円）    

 オーガニック ハニーデューハニーとカモミールのみで作られたロゼンジ。 

凝固剤や砂糖を使用せず、自然の甘みとカモミールの風味をじっくりと味わえ

ます。持ち歩きに便利なドロップタイプなので、お出かけや仕事の合間のリラ

ックスにおすすめです。 

 

 

【原材料】ハニーデューハニー（ニュージーランド）、カモミールエキス 

 

 期間限定商品（10 月～5 月まで） 

ハニーデューハニー＆エキナセア  

ロゼンジ 
 
2.8ｇ×8 個 1,296 円(税抜価格 1,200 円）  

 オーガニック ハニーデューハニーとエキナセアのみで作られたロゼンジ。 

凝固剤や砂糖を使用せず、自然の甘みをじっくりと味わえます。 

持ち歩きに便利なドロップタイプなので、風邪が気になる季節や花粉の季節の

お出かけにおすすめです。 

 
 
 

【原材料】ハニーデューハニー（ニュージーランド）、エキナセアエキス 

マヌカ＆プロポリス スプレー 

 
 
 
原産国: ニュージーランド 

マヌカ＆プロポリス スプレー 
 
30ml 2,916 円(税抜価格 2,700 円） 

 マヌカハニーMG850＋とプロポリスに 3 種のハーブをブレンド。 

ブナの樹液からとれるハニーデューハニーでやさしい甘みをつけました。 

また、水の代わりにマヌカフラワーウォーターを使用し、天然の抗菌力で保存料

不使用かつ高いケア効果を実現しました。 

アルコールフリーでお子さま※ や妊婦の方にも安心です。 

※1 歳以上 

【原材料】マヌカフラワーウォーター、マヌカはちみつ、ハニーデューはちみつ、プロポリス、
アニスシード油、クローブ油、セイヨウハッカ油 

本体サイズ:W6×D6×H8.3cm 
商品コード：24MH5475 
JAN コード：9421903905475 

本体サイズ:W5.9×D1.2×H11.5cm 
商品コード：24MH5505 
JAN コード：9421903905505 

本体サイズ:W5.9×D1.2×H11.5cm 
商品コード： 24MH5499 
JAN コード：9421903905499 

ロット：1 
製造後期限:５年 
 

ロット：1 
賞味期限：36 ヶ月  
 

本体サイズ：W3.3×D3.3×H14cm 

商品コード：24MH-OTS  

JAN コード：9421903905420 

2022年2月 新発売 

2022年2月 新発売 

2022年2月 新発売 


