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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  

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。 

大切に育てたハーブを 
大切なあなたへ 

 

株式会社 おもちゃ箱 
〒 145-0076 
 東京都大田区田園調布南 26-12 
www.omochabako.co.jp/sonnentor 
⚫パッケージや入数、容量は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。 
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ゾネントア社のこだわり 
⚫ オーガニック原材料 100％使用 

契約農家でオーガニック栽培された原材料を丁寧に手摘みしています。オ

ーガニックの中でも特に希少といわれるバイオダイナミック栽培の原料

もできる限り取り入れ、花や実、葉、根など植物のすべてを素材として生

かしています。 
 

⚫ 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 

ティーバッグは 100％生分解可能な無漂白のマニラ麻と木材のセルロース

繊維、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。

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国内に契約農家が 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 
ハーブティー＆スパイス 

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」、花粉の季節

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 

 

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  

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。 

   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。 

 

 
 
  

 

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  

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 

詰替え用タイプ。人気のヒマラヤ

ピンクソルトは、料理好きの方へ

のプレゼントとしても人気です。 

  

 

 

商品一覧  

バラエティー 
 
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。 

Tea 

Spice 
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バラエティシリーズ 

 
 
原産国:チェコ共和国 

 
 
森のヨギーズティー 
1.2ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 
 

 ブラックベリーの葉、カウスリップ、松葉をブレンド。森林で深呼吸するような、

さわやかな一杯です。休日の朝、忙しい合間の一息など、リフレッシュしたいとき

に。 
 
 

【原材料】有機ブラックベリーの葉、有機ブルーベリーの葉、有機トウヒの葉、有機タンポポの葉、有

機ネトル、有機オオバコ、有機センニチコウの花、有機デイジー、有機カウスリップ 

 
 
ママのためのお茶 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 
 

 授乳期のママのサポートティー。フェンネル、アニス、キャラウェイなど、ヨーロ

ッパの伝統的なマザーズティーのブレンドに、身体の巡りを整えるレモンバーム

（メリッサ）を配合しました。赤ちゃんとのかけがえのない時間を穏やかに過ごす

ための心強いアイテムです。 
 

【原材料】有機フェンネル、有機アニス、有機レモンバーベナ、有機キャラウェイ、有機レモンバーム、

有機フェヌグリーク 

 
 
ペパーミントティー 
1ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 
 

 一口飲んだだけで、すーっと心休まるような清涼感、ほんのりした甘み。朝露に濡

れる前の香り高い葉を手摘みし、丁寧に加工することで、ペパーミント本来のおい

しさと香りの高さを引き出しました。心身共にリフレッシュする香りで、忙しい時

間の合間やお休み前にもおすすめです。季節の変わり目にもどうぞ。 
 

【原材料】有機ペパーミント 

 
 
メリッサティー 
1.2ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 
 

 レモンに似たさわやかな香りとミントの味で多くのブレンドに使用されるメリッ

サ。オーガニック栽培のメリッサの風味をダイレクトに楽しめるシングルティーで

す。リフレッシュしたいときや朝の一杯、心おだやかに過ごしたいときにおすすめ

です。 
 

【原材料】有機レモンバーム 

 
 
エルダーフラワーティー 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 
 

 世界最古のハーブの一つにも数えられ、日々の健康に役立てられてきました。 

オーガニック栽培のエルダーフラワー100％使用、甘くさわやかな香り。安らぎを

感じたい時や、季節の変わり目に。 
 
 

【原材料】有機エルダーフラワー 

 
 
ターメリックアソート 
18 袋 1,080 円（税抜価格 1,000 円） 
 

 アーユルヴェーダを中心に、体を支えるスパイスとして定着しているターメリック

に、オーガニックハーブティーをブレンドしたスパイスティーの 3 種のアソート。 

【原材料】スパイスターメリック有機ターメリック、有機シナモン、有機カルダモン、有機ジンジャ
ー、有機コリアンダー、有機フェンネル、有機バニラビーンズ、有機リコリス、有機クローブ、有機ブ
ラックペッパー  ウーマンターメリック有機ターメリック、有機ローズヒップ、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、有機レモンタイム、有機カルダモン、有機ラベンダー 
ルイボスターメリック有機ターメリック、有機ルイボス、有機シナモン、有機カルダモン、有機ジンジ
ャー、有機リコリス、有機ブラックペッパー、有機バニラビーンズ 

カモミールティー 
0.8ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

ノンカフェイン 2021年11月5日 新発売 

ノンカフェイン 2022年1月 21日新発売 

ノンカフェイン 2022年1月 21日新発売 

ノンカフェイン 2022年5月 新発売 

ノンカフェイン 2022年3月１日 新発売 

ノンカフェイン 2021年11月5日 新発売 

ノンカフェイン 
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ネトルティー 
1ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

ルイボスティー 
1.2ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

ハッピーバースデー 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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、有機コーンフラワー 

守護天使のお茶 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

グッドモーニングティー 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

サンキュー 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

くいしんぼうの断食 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円）    

 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 

ジンジャーレモンティー 
1.8ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 
    

 ジンジャーとレモンの仲良しコンビ。からだはポカポカ、気分は爽やか！ジンジャ

ーとレモンが心地よい時間をくれます。朝の一杯にもおすすめです。 
 
 
 

【原材料】有機ジンジャー、有機レモングラス、有機リコリス、有機レモンピール、有機ペパーミント、
有機ブラックペッパー、有機ハイビスカス 

妊婦さんも飲めるお茶 
1.2ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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、有機レディースマントル、有機オレンジピール、有
機ローズ、有機オレンジ、有機オレンジの花 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 
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ベビーのためのお茶 
（旧：サンシャインベビーティー） 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 
 

ストロベリーフルーツティー 
3ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

サンドロンフルーツティー 
3ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

フォーチュンティー 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

ローズヒップ・ハイビスカスティー 
3ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 ビタミンを多く含むハーブの人気者同士をミックス。さわやかな酸味でアイスティー

にもおすすめ。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 

ホットワインスパイス 赤 
1.8ｇ×20 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

20 種類のお茶 
20 袋 1,296 円（税抜価格 1,200 円） 

 ゾネントア社おすすめのハーブティーを 20 種類詰め合わせたアソート。日本未発

売のお茶も入っています。プレゼントとしても人気の商品です。 

 

お試しサイズのミニアソート 

ビューティーアソート 
1.2～3ｇ×6 袋 540 円（税抜価格 500 円）    

 女性にお勧めのブレンドハーブティーをアソート。オーガニックメリッサ 100％使

用の「メリッサティー」、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。 
 
 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 

ノンカフェイン 
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ヒルデガルトシリーズ 

 
 
原産国:チェコ共和国 

エネルギーのお茶 
1.3ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 
    

 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 

女性のためのお茶 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

断食のお茶 
1.3ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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。ダイエットサ

ポートはもちろん。不要なものを脱ぎ捨てて、身軽になりたいときにもおすすめ

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 

あたためるお茶 
1.3ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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。身体の芯からじんわりと温かさが持続します。 

【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 

呼吸のお茶 
1.5ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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 

リラックスのお茶 
1ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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。

おやすみ前にもおすすめです。 

【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 

ヒルデガルトのお茶アソート 
20 袋 1,296 円（税抜価格 1,200 円） 

 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、呼吸のお茶が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。 

 

ノンカフェイン 
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月のお茶シリーズ 

 
 
原産国:チェコ共和国 

満月のお茶 
1ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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。 
 
 

【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 

新月のお茶 
1ｇ×18 袋 972 円（税抜価格 900 円） 

 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。 

 

【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 

ビューティフルマジックムーンティー 
1ｇ×28 袋 1,404 円（税抜価格 1,300 円） 

 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。 

 

スパイス 

 
 
ソルト：有機認証なし 
 
原産国:オーストリア / ソルト：原産国:パキスタン 

 
 
ガーリック＆フラワースパイス  
チアリ― 
25ｇ 1,077 円（税抜価格 998 円） 

 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 

 
 
オニオン＆フラワースパイス  
フォーチュン 
35ｇ 1,077 円（税抜価格 998 円） 

 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 

ヒマラヤピンクソルト 
詰め替え用 
150ｇ 648 円（税抜価格 600 円） 

 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 

ノンカフェイン 

2022年2月1日 リニューアル 

2022年2月1日 リニューアル 
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カレー（甘・粉末） 
50ｇ 842 円（税抜価格 780 円） 

 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、有機イエローマスター
ド、有機フェヌグリーク、 有機フェンネル、有機スイートパプリカ、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 

カレー（辛・粉末） 
50ｇ 842 円（税抜価格 780 円） 

 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、有機フェヌグリーク、有機ホットパプリカ、有機
イエローマスタード、有機キャラウェイ、有機フェンネル、有機バジル、有機ジンジャー、有機ガー
リック、有機オレガノ、有機ローズマリー、有機タイム、有機セージ、有機ブラックキャラウェイ、
有機ナツメグ 

サラダ シーズニング 
35ｇ 756 円（税抜価格 700 円） 

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

12 種のハーブソルト 
120g 648 円（税抜価格 600 円） 

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

 
 
エルブ ド プロバンス 
20ｇ 669 円（税抜価格 620 円） 

 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 

 
 
ピザ＆パスタシーズニング 
20ｇ 669 円（税抜価格 620 円） 

 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、有機オレガノ、有機タイム、有機ロベジ 

ワグナースパイスボトル 
60mL 275 円（税抜価格 250 円） 

 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。 

• 中ブタなし密封タイプ 

• 穴あき中ブタ付 

2022年2月1日 新価格 

2022年2月1日 新価格 


