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大切に育てたハーブを 
大切なあなたへ

ゾネントア社 ゾネントア社は1988年、オーストリア北部のヴァルトフィアテルにて誕生しました。設
立者ヨハネス グートマンの故郷であるヴァルトフィアテルは、オーストリアの中で最も
寒い地域に位置し、標高は500～1000m。冬はマイナス25℃以下になることもありま
す。厳しい環境である反面、虫が育ちにくくオーガニック栽培に適しており、寒さで鍛え
られ特別に香りのよいハーブが育つ土地です。小さな村から始まったハーブティーは、
やがてそのクオリティと理念の高さから世界中の注目を集めることとなりました。現在
では、世界一流のホテルでも採用され、ヨーロッパを代表するハーブティーブランドとし
て世界約45ヵ国で愛飲されています。

取得認証

EUビオ JAS

ゾネントア社　太陽のロゴ ロゴに描かれた笑顔の太陽は創立者ヨハネス・グートマン氏、そこから伸びる24本の光
線は24時間太陽に守られていることを意味しています。ゾネントア社のあるオーストリ
ア北部は標高がとても高く寒い地域です。人々にとって太陽の恵みはとても貴重であ
り、昔から太陽は大地の守り神だと考えられてきました。ゾネントアとは、「太陽」と「門」
を意味します。ゾネントアの名前とロゴには、「太陽の門を開く」「太陽に守られている」
という、太陽に対する尊敬と感謝の念が込められています。

株式会社おもちゃ箱
〒145-0076 東京都大田区田園調布南26-1
www.omochabako.co.jp/sonnentor/
• パッケージや入数、容量は予告なく変更する場合がございます。
• ハーブの収穫状況によって、原材料の変更が生じる場合がございます。
•本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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ゾネントア社のこだわり ⃝バイオダイナミック農法で栽培された原材料を厳選
月の進行に従いハーブを栽培し、良質の茶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取り入れています。

⃝保存料や人工香料不使用
手作業で収穫や加工を施されたお茶やハーブはとても質が高く、自然な香りがしっかり
と残っています。人工香料は一切使用せず、原料に含まれる香料はオーガニックの原料か
ら作られた天然香料を使用しています。

⃝包装も含め、細部にわたるまでオーガニックなモノづくり
ティーバックは１００％生分解可能な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のオーガニックコットン、外箱包装は生分解可能なセロファン素
材。ハーブティーだけではなく、包装も含めてエコ＆オーガニックを貫いています。

⃝地域と一体になった取り組み
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行ってい
ます。このハーブ栽培はちいさな村に活気を与え、国際的な産業に発展してゆきました。
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、ゾネントア社のグートマン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。

ゾネントアが選ばれる理由

効能、目的から選べる 
分かりやすいネーミング

「あたためるお茶」「断食のお茶」など、ハーブティーから得た
い効能から選べるもの、「ハッピーバースデー」「サンキュー」
など気持ちがしっかり伝わるもの、「満月のお茶」「妊婦さんも
飲めるお茶」など飲むタイミングが明確なものなど、ゾネント
アは分かりやすいネーミングが特徴。豊富なラインナップから
目的に応じて選びやすいことも、ロングヒットの理由です。

次々と試したくなる 
約60種類のハーブティー＆スパイス

ハーブティーが約40種類、その他のスパイスやはちみつが
約20種類。ゾネントアには季節や提案シーンに応じて使い分
けられる豊富なラインナップが揃っています。母の日に「サン
キューティー」、花粉症の季節に「ネトルティー」など、話題性の
ある売り場づくりに最適です。毎年登場するクリスマス限定商
品も季節感を盛り上げます。

大切な人に贈りたい 
絵本作家たちが描いたパッケージ画

多くの人を魅了するゾネントアハーブティーのパッケージ
は、ドイツやオーストリアの絵本作家が描いています。ハーブ
ティーに込められたメッセージを伝えるイラスト一つひとつ
が、クオリティの高い絵画であり、ゾネントアが贈りものとして
選ばれる理由の一つです。
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商品ラインナップ

Tea
バラエティー
11商品
ゾネントアがお届けする選りすぐりのオーガニック
ハーブティーのラインナップ。カモミールティー、ル
イボスティーなどのシングルハーブティーや、サン
キュー、ハッピーバースデー、フォーチュンティーな
どのメッセージを込めたブレンドハーブティーも。

ヒルデガルトのお茶　８商品
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の博物学者。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。

月のお茶　５商品
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。4種類の月のお茶をアソー
トした「ビューティフルマジックムーンティー」は、
ゾネントア商品の中で人気NO.1です。

チャイ　3商品
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。

クリスマス限定商品
クリスマスカウントダウン
のお茶をはじめとした、クリ
スマスを彩る人気の限定商
品。

Spice
フラワースパイス　4商品
色鮮やかな花々とハーブをブレンドしたゾネント
アの個性が活きる「フラワースパイス」。料理の仕
上げや下味に重宝するアイテムです。プレゼント
にも人気。

ブレンドスパイス　7商品
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。
グルメな生活を送りたい方にピッタリのライン
ナップ。

ソルト＆ペッパー　5商品
ミルタイプで挽きたての味わいを楽しめる
ソルト＆ペッパー。人気のヒマラヤピンクソ
ルトと香り高いオーガニックペッパーは、料
理好きの方へのプレゼントとしても人気で
す。

はちみつ　4商品
オーストリアのフィアテルの
森で採取したオーガニックハ
チミツ。養蜂の段階から薬剤
を使用せず、合成添加物不
使用・非加糖・非加熱で風味
豊かな味わいをお楽しみい
ただけます。



4

商品一覧

バラエティシリーズ
ゾネントアがお届けする選りすぐりのオーガニックハーブティーのラインナップ。 
カモミールティー、ルイボスティーなどのシングルハーブティーや、 
サンキュー、ハッピーバースデー、フォーチュンティーなどのメッセージを込めたブレンドハーブティーも。

チアリーフルーツティー SO02262
2.5ｇ×18袋　900円（＋税）

ルイボスティーをベースにした、ゾネントア社でも人気ブレンドティー。ロー
ズヒップの酸味と、洋ナシ、マルメロの甘みが絶妙なバランス。バニラの香
りがほんのり甘く、フルーティーな香りが広がります。女性に嬉しい抗酸化
力も抜群。お腹の調子が優れないときにもおすすめ。

【原材料】有機ローズヒップ、有機オレンジピール、有機ルイボス、有機洋ナシ、有機フェンネ
ル、有機マルメロ、バニラ香料

原産国:チェコ共和国

くいしんぼうの断食 SO02253
1ｇ×20袋　900円（＋税） 可愛らしいクマのパッケージが印象的。ストロベリーの葉やネトルが入っ

た、飲みやすいデトックスティー。断食のときはもちろん、食べ過ぎてしまっ
たときや、ダイエットのサポートに。

【原材料】有機レモンバーム、有機ブラックベリーの葉、有機アニスヒソップ、有機ヘーゼル
ナッツの葉、有機ストロベリーの葉、有機ネトル、有機コーンフラワー

原産国:チェコ共和国

ハッピーバースデー SO02409
1.5ｇ×18袋　900円（＋税）

大切な人の特別な日に「ハッピーバースデー」の気持ちを込めて。プレゼン
トするだけで気持ちの伝わるブレンドティー。お誕生日だけでなく、新しい
一歩を踏み出す特別な日に飲むのもおすすめ。甘く、リフレッシュする味わ
いで、誰にでも飲みやすいブレンド。パッケージの可愛さも喜ばれること間
違いなしです！

【原材料】有機ブラックベリーの葉、有機エルダーフラワー、有機リンデンフラワー、有機アッ
プルミント、有機レモンバーベナ、有機セージ、有機ヒマワリ、有機コーンフラワー

原産国:チェコ共和国

グッドモーニングティー SO02501
1.5ｇ×18袋　900円（＋税）

一日のはじまりをシャキっとさせる「グッドモーニングティー」。爽やかなペ
パーミントをはじめ、パワフルなハーブをブレンドしたスパイシーな味。朝
だけでなく、オフィスでの眠くなる午後、気合を入れたいプレゼンの前な
ど、様々な時にお召し上がりください。

【原材料】有機ブラックベリーの葉、有機ペパーミント、有機ストロベリーの葉、有機マリー
ゴールド、有機コーンフラワー

原産国:チェコ共和国

フルーツディライトティー SO02549
2.5ｇ×18袋　900円（＋税）

フルーツティー好きがワクワクするようなベリーミックスで、力強い鮮やか
な赤色。バニラの甘みを少し加え、ベリーの酸味と絶妙なバランスにブレン
ドしています。ハチミツを加えても美味しく、お子さまにもおすすめ。

【原材料】有機ハイビスカス、有機ローズヒップ、有機アップル、有機ラズベリー、バニラ香料原産国:チェコ共和国

フォーチュンティー SON02522
1.5ｇ×18袋　900円（＋税） 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スッキリさが加わっ

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。

【原材料】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原産国:チェコ共和国

ホットワインスパイス　赤 SON02578
1.8ｇ×20袋　900円（＋税）

寒い季節にお勧めのホットワインにブレンドするハーブティー。シナモンな
どのスパイスに加え、爽やかなオレンジピールなどのフルーツもブレンド。
温めた赤ワインに加えて。

【原材料】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

原産国:チェコ共和国
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カモミールティー SO02213
0.8ｇ×18袋　900円（＋税） 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

【原材料】有機カモミール原産国:チェコ共和国

ネトルティー SON02202
0.8ｇ×20袋　900円（＋税）

日本茶に近い味わいの深みがあるハーブティー。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。花粉症対策としても人気です。

【原材料】有機ネトル原産国:チェコ共和国

ローズヒップ・ 
ハイビスカスティー

SON02257
3ｇ×18袋　900円（＋税）

ビタミンを多く含むハーブの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。頑張りすぎてしまったときや、ここぞというときにおす
すめ。

【原材料】有機ローズヒップ、有機ハイビスカス

原産国:チェコ共和国

ルイボスティー SON02238
1ｇ×20袋　900円（＋税）

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、
まるでミルクティーのような仕上がり。乳児から大人まで美味しくお召し上
がりいただけます。

【原材料】有機ルイボス原産国:チェコ共和国

ストロベリー 
フルーツティー

SO022751
3ｇ×18袋　900円（＋税） 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。

【原材料】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、ストロベリー香料原産国:チェコ共和国

サンドロン 
フルーツティー

SO025363
3ｇ×18袋　900円（＋税） ほのかなリンゴとラベンダーの香りに、サンドロンの酸味が特徴のブレン

ド。美容や日々の健康維持にお役立てください。

【原材料】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
ベンダー原産国:チェコ共和国

ジンジャーティー SO028555
1ｇ×20袋　900円（＋税） ジンジャーとシナモン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。

【原材料】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、有機ヒマワリ原産国:チェコ共和国

守護天使のお茶 SO02432
1.5ｇ×18袋　900円（＋税） 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

コリアンダーを絶妙にブレンドしています。

【原材料】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原産国:チェコ共和国

サンシャインベビーティー SO029637
1.5ｇ×20袋　900円（＋税）

古くからベビーティーとして親しまれているブレンドハーブ。やさしく穏や
かなフレーバーは赤ちゃんにもママにもおいしくお召し上がりいただけま
す。ママの催乳のお茶としても人気です。

【原材料】有機フェンネル、有機アニス、有機キャラウェイ、有機レモンバーム原産国:チェコ共和国
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妊婦さんも飲めるお茶 SO02248
1ｇ×20袋　900円（＋税）

レモングラスやレモンバームの爽やかな味わいが、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さ
れたい方に。

【原材料】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

原産国:チェコ共和国

サンキュー SO02560
1.5ｇ×18袋　900円（＋税）

気分を明るくし、調和をとるレモンバームや、ブラックベリーの葉、ローズ配
合のブレンドティーです。さわやかな味わいは、どなたからも好まれます。
感謝の気持ちを込めてアイディアギフトにもどうぞ。 

【原材料】有機ブラックベリーの葉、有機レモンバーム、有機レモンタイム、有機リンデンフラ
ワー、有機ローズ、有機マリーゴールド、有機カウスリップ

原産国:チェコ共和国

20種類のお茶 SO02292
20袋　1,100円（＋税）

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。

原産国:チェコ共和国

ビューティーアソート SO02568
1～3ｇ×6袋　500円（＋税） 女性にお勧めのブレンドハーブティーをアソート。ローズなど、女性に嬉し

いハーブをブレンドした「女性のためのお茶」、ビタミンＣたっぷりの「ローズ
ヒップ・ハイビスカスティー」、ダイエットのサポートにもおすすめの「くいし
んぼうの断食」をアソートに。トライアルや、ギフトとしてもおすすめです。原産国:チェコ共和国

チャイアソート SO02512
1.8ｇ×6袋　500円（＋税） チャイティー3種をアソート。豆乳や牛乳を使って、本格的なチャイティーを

ご自宅でお楽しみいただけます。「スパイスチャイ」、「アッサムチャイ」、「ル
イボスチャイ」のそれぞれの味わいをお楽しみください。

原産国:チェコ共和国

チャイシリーズ
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3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。

スパイスチャイ SO02516
1.8ｇ×20袋　900円（＋税） スパイシーに仕上げたチャイ好きのためのチャイティー。

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。

【原材料】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原産国:チェコ共和国

アッサムチャイ SO02510
1.8ｇ×20袋　900円（＋税）

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。

【原材料】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

原産国:チェコ共和国

ルイボスチャイ SO02540
1.8ｇ×20袋　900円（＋税） ルイボスを加え、まろやかな甘みのあるチャイティー。

カフェインレスなのでリラックスタイムにも。

【原材料】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原産国:チェコ共和国
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ヒルデガルトシリーズ
ドイツの修道女ヒルデガルトは世界最初の女性博物学者。（12世紀頃）
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。

エネルギーのお茶 SO02207
1.3ｇ×18袋　900円（＋税） 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。

【原材料】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
ル原産国:チェコ共和国

女性のためのお茶 SO02209
1.5ｇ×18袋　900円（＋税） 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。

【原材料】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、バニラ香料原産国:チェコ共和国

断食のお茶 SO02211
1.3ｇ×18袋　900円（＋税） 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。

【原材料】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、有機カモミール原産国:チェコ共和国

あたためるお茶 SO02206
1.3ｇ×18袋　900円（＋税） 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。

【原材料】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、有機ガランガル原産国:チェコ共和国

調和のお茶 SO02205
1.5ｇ×18袋　900円（＋税） 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。

【原材料】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、有機センニチコウ原産国:チェコ共和国

呼吸のお茶 SO02212
1.5ｇ×18袋　900円（＋税） マイルドな味わいで、呼吸が落ち着くブレンド。季節の変わり目や花粉症の

季節など、喉の調子を整えたい時にもぴったりのハーブティー。

【原材料】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、有機マロウ原産国:チェコ共和国

リラックスのお茶 SO02203
1ｇ×18袋　900円（＋税） 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。

【原材料】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
機マリーゴールド原産国:チェコ共和国

ヒルデガルトのお茶 
アソート

SO02232
20袋　1,000円（＋税） 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。

原産国:チェコ共和国
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月のお茶シリーズ
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。

上弦のお茶
SO02527
1ｇ×20袋　900円（＋税）

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
カップ飲んでみましょう。からだに溜め込みやすい上弦の時期をすっきりと
乗り切れます。
ノンカフェイン

【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

原産国:チェコ共和国

下弦のお茶
SO02528
1ｇ×20袋　900円（＋税） 下弦はデトックスに最適な時期。「下弦のお茶」はこころとからだの余分なも

のを排出する手助けをしてくれます。
カフェイン含む

【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原産国:チェコ共和国

満月のお茶
SO02525
1ｇ×20袋　900円（＋税） 月が満ちたら、満月のお茶でティータイムを。こころもからだも満たされる

リラックスタイムを演出してくれます。
ノンカフェイン

【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原産国:チェコ共和国

新月のお茶
SO02526
1ｇ×20袋　900円（＋税）

新しい事へのスタートを後押しするお茶。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て、新しい自分を見つけにゆきま
しょう。
カフェイン含む

【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

原産国:チェコ共和国

ビューティフル 
マジックムーンティー SO02530

1ｇ×28袋　1,300円（＋税）
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」を基にブレンドしたオーガニックハーブ
ティー。新月・上弦・満月・下弦　月の満ち欠け4種類のお茶を月の周期に合
わせて28日分詰め合わせたアソートです。

原産国:チェコ共和国
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フラワースパイス
色鮮やかな花々とハーブをブレンドした「フラワースパイス」。お料理の仕上げに。

オールザベスト　ブロッサムスパイス 
(ベリーブレンド)

SON07738
30ｇ　1,200円（＋税） 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。

【原材料】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

原産国:オーストリア

チアリー　ブロッサムスパイス 
(ガーリックブレンド)

SON07377
25ｇ　1,200円（＋税） 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、深
い香りに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。

【原材料】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

原産国:オーストリア

フォーチュン　ブロッサムスパイス 
(オニオンブレンド)

SON07739
28ｇ　1,200円（＋税） 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・野菜と、様々な材料と相性抜群で、お料理にコクを
出してくれます。ポテト、ソーセージやベーコンにあわせると絶品。

【原材料】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

原産国:オーストリア

守護天使　ブロッサムスパイス 
(コリアンダーブレンド)

SON07740
35ｇ　1,200円（＋税） 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。コリア

ンダー、ジンジャー、ミントなど、香り高いハーブやスパイスを絶妙にブレン
ド。魚や鶏肉のような淡白な肉や野菜料理に。

【原材料】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、有機甜菜糖、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

原産国:オーストリア



10

ブレンドスパイス
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。グルメな生活を送りたい方にピッタリのラインナップ。

カレー（甘・粉末） SON00332
35ｇ　700円（＋税）

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。

【原材料】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

原産国:オーストリア

カレー（辛・粉末） SON00387
35ｇ　700円（＋税）

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。

【原材料】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、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

原産国:オーストリア

サラダ　シーズニング SON00310
35ｇ　700円（＋税）

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。

【原材料】有機タイム、有機ローズマリー、有機ロべジ、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

原産国:オーストリア

１２種のハーブソルト SON00311
120ｇ　600円（＋税）

ハーブと旨味たっぷりな海塩をブレンド。これ一本で素材の味に爽やかな風
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。

【原材料】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、有機ラムソン原産国:オーストリア

グリル　シーズニング SON00397
100ｇ　600円（＋税）

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。

【原材料】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、有機チリ原産国:オーストリア

エルブ　ド　プロバンス SON00337
25ｇ　700円（＋税）

ラベンダーやローズマリーの香り高い花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。

【原材料】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
原産国:オーストリア

ピザ＆パスタシーズニング SON00358
25ｇ　700円（＋税） 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料理のソテーやスープ、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。

【原材料】有機バジル、有機タイム、有機オレガノ、有機ロべジ原産国:オーストリア
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ソルト＆ペッパー
ミルタイプで挽きたての味わいを楽しめるソルト＆ペッパー。 
人気のヒマラヤピンクソルトと香り高いオーガニックペッパーは、料理好きの方へのプレゼントとしても人気です。

ヒマラヤピンクソルト SON01714
90ｇ　1,200円（＋税）

自然の産物として「生命の塩」と呼ばれている岩塩。淡いピンク色は含ま
れる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。

【原材料】岩塩

SON00714 詰め替え用
150ｇ　600円（＋税）

原産国:パキスタン

オーガニック 
ブラックペッパー

SON01331
37ｇ　1,200円（＋税） 「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。

【原材料】有機ブラックペッパー

SON00330 詰め替え用
35ｇ　600円（＋税）

原産国:オーストリア

オーガニック 
ミックスペッパー

SON01348
30ｇ　1,400円（＋税）

ゾネントアのミックスペッパーは４種のペッパーそれぞれを引き立たせ、
調和するようにブレンドされています。ミルタイプで、挽きたてのペッ
パーを楽しむことができ、香りの良さは抜群です。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
にもおすすめ。

【原材料】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

原産国:オーストリア

はちみつ
オーストリアのフィアテルの森で採取したオーガニックハチミツ。 
養蜂の段階から薬剤を使用せず、合成添加物不使用・非加糖・非加熱で風味豊かな味わいをお楽しみいただけます。

ハチミツ　ローズ SO00062
230ｇ　1,８00円（＋税）

上品な香りと味のローズを、マイルドな香りの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アカシアハチミツ。見た目にも嬉しいピン
クローズのつぼみ入りのハチミツは、プレゼントにもおすすめ。

【原材料】有機アカシアはちみつ、ローズのつぼみ
原産国:オーストリア

ハチミツ　ジンジャー SO00067
230ｇ　1,８00円（＋税）

ジンジャー入りクリームハチミツ。ジンジャーとハチミツは相性がよく、
ハチミツの甘みとジンジャーのスパイシーな風味をお楽しみいただけま
す。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。

【原材料】有機はちみつ、ジンジャー

原産国:オーストリア

ハチミツ　守護天使 SO00066
230ｇ　2,300円（＋税） 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です。

【原材料】有機はちみつ、有機花粉、有機ローヤルゼリー原産国:オーストリア

くまさんのハチミツ SO00072
90ｇ　1,500円（＋税） ゾネントア社で人気のハチミツが３つ(リンデン、ヒマワリ、守護天使)入っ

たアソートタイプ。可愛いクマのパッケージはギフトにもおすすめです。

【原材料】 ◎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

原産国:オーストリア


