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〒145ｰ0076 東京都大田区田園調布南26-12
お客様相談室 03-3759-3479
http://www.omochabako.co.jp
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。

オーガニックハーブティー & スパイス

ゾネントア

EUビオ認証
ゾネントア社の認証番号はAT-BIO-301またはAT-BIO-901です。
日本農林規格・有機JAS認定制度に適合した生産が行われていることを
農林水産省登録機関が検査し、認定された証です。
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From Austria

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。

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

◎包装に至るまで一切の化学処理はしていません
ティーバッグ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。
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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。

3
3

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。
マーク説明

種類別

◆ホットティー

おいしい淹れ方

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

4

100 ℃

5-10MIN.

ポットマーク

時計マーク

使用する
お湯の温度

抽出する
分数

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。

5

Variety
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。
原材料

入数
金額
（袋） （税抜）

有機ハイビスカス、有
機ローズヒップ、有機
ハイビスカスやローズヒップなどが鮮やか アップル、有機ラズベ
な赤色のフルーツティー。バニラの甘味と リー、バニラ香料

ベリーの酸味が絶妙なバランス。

100 ℃

有機白茶 ( カフェイン
含む )、有機エルダー
フラワー、有機レモン
つフルーティーな味わい。女性にうれしい バーベナ、有機ヒマワ
リ
成分が豊富なので、

爽やかなペパーミントをはじめ、パワフル ト、有機ストロベリー
なハーブをブレンドしたスパイシーな味わ の葉、有機マリーゴー

ルド、有機コーンフラ
ワー

い。シャキッとした一日の
始まりや、リフレッシュ
したい時に。

100 ℃

900 円

20

900 円

18

900 円

5 -10MIN.

有 機レ モ ン バ ー ム、
有機ブラックベリーの

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

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。

100 ℃

5 -10MIN.

有機ローズヒップ、有
機オレンジピール、有
ルイボスをベースに、ローズヒップ・洋ナ 機ルイボス、有機洋
シ・マルメロ・バニラをプラスした香り高い ナシ、有機フェンネル、
有機マルメロ、バニラ
フルーツティー。
香料

チアリーフルーツティー

貴重な有機白茶を使用した、スパイシーか

美容を気遣う方にも。

18

有機ブラックベリーの
葉、有機ペパーミン

グッドモーニングティー

レモンバームやネトル などの 飲 み や すい 葉、有機アニスヒソッ
スッキリとしたブレンド。断食のときはもち プ、有機ヘーゼルナッ

ホワイトティー ( ハーブブレンド )

900 円

10MIN.

くいしんぼうの断食

900 円

18

ハチミツをプラスしたり、
アイスティーにもおすすめ。

大切な人の特別な日に「ハッピーバース

18

入数
金額
（袋） （税抜）

フルーツディライトティー

ハッピーバースデー

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
デー」の気持ちを込めて贈るブレンドティー。 フラワー、有機アップ
ルミント、有機レモン
甘くリフレッシュする
バーベナ、有機セー
味わいで、どなたにも
ジ、有機ヒマワリ、有
100 ℃
5-10MIN.
飲みやすいブレンド。
機コーンフラワー

6

原材料

18

900 円

アイスティーにも

100 ℃

2-3MIN.

おすすめ。

100 ℃

10MIN.

7

原材料
有 機レ モ ン バ ー ム、
有機セージ、有機ロー
ラベンダーやレモンバーム、ローズマリーな ズマリー、有機ヒソッ
どのすっきりとした味わいの、どんな方にも プ、有機ラベンダー、
おすすめのブレンドティー。感謝の気持ち 有機ローズ、有機ク
ローバー、有機コー
を込めたアイディアギフトに。
ンフラワー

入数
金額
（袋） （税抜）

18

900 円

有 機 アップ ルミン
ト、有機レモンバー
アップルミントやレ モン バ ーム の 甘さに ム、有機ペパーミン
ペパーミントのすっきりさが加わった、クセ ト、有機マロウ、有
が少なく飲みやすいブレンドティーです。お 機デージー、有機マ
リーゴールド、有機
祝い事の贈り物にも。
コーンフラワー

18

900 円

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。

18

900 円

20

900 円

18

900 円

18

900 円

5-10MIN.

有機ジンジャー、有機
レモングラス、有機シ

さわやかな後味。
100 ℃

5 -10MIN.

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
有機ローズヒップ、
有機ハイビスカス、

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 有 機 オレンジピー
リーの甘い香り。濃い目に淹れてアイスティー ル、有機アップル、

20

900 円

5-10MIN.

有 機 フェン ネ ル、
有 機アニス、 有 機
古くからベビーティーとして親しまれている キャラウェイ、有機
ブレンド。やさしく穏やかなフレーバーは赤 レモンバーム

8

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

ジンジャーとシナモンなどのスパイスにリコ ナモン、有機オレンジ
リスで甘みを加えました。すっきりとした、 ピール、有機カルダ

有機ストロベリー、
ストロベリー香料

にしても美味しい
フルーツティー。

100 ℃

5 -10MIN.

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

サンシャイン ベビーティー

100 ℃

3-5MIN.

ジンジャー ティー

5-10MIN.

有機レモンバーム、
有機レモングラス、
レモングラスやレモンバームのさわやかな味 有機ネトル、有機ス
わいが、おなかの中の赤ちゃんとママにす トロベリーの葉、有
機ローズ、有機オレ
こやかな気分をもたらします。
ンジピール、有機オ
明るくゆったりした日々を
レンジの花
100 ℃

ブレンドしたスパイスティー。
100 ℃

妊婦さんも飲めるお茶

過ごしたい方に。

季節や環境のうつりかわりにおすすめ。アッ フェンネル、有機ロー
プルやフェンネルの甘い香りにコリアンダーを ズヒップ、有機スペア

5-10MIN.

フォーチュンティー

100 ℃

入数
金額
（袋） （税抜）

有 機アップ ル、 有 機
コリアンダー、 有 機

守護天使のお茶

サンキュー

100 ℃

原材料

有機ローズヒップ、
有機ハイビスカス

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

20

900 円

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。
100 ℃

5 -10MIN.

9

原材料
有機ローズヒップ、
有機サンドロン、有

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 機 アップ ル、 有 機
ドロンの酸味が特徴のフルーツティーです。 エルダーフラワー、
有機ラベンダー

美容や日々の健康維持に
お役立てください。

入数
金額
（袋） （税抜）

100 ℃

原材料

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、乳児から大人
までお召し上がりいただけます。

20

900 円

5-10MIN.

有機ローズヒップ、
有機ハイビスカス、
寒い季節におすすめのホットワインにブレン 有機クローブ、有機
ドするスパイス。温めた赤ワインに浸し抽出 シナモン、有機オレ
してご使用ください。グレープやオレンジな ンジピー ル、 有 機
アップル、有機オレ
どのジュースに加えても。
ンジオイル

100 ℃

ホットワインスパイス 赤

70-80℃

有機ルイボス

ルイボスティー

18

入数
金額
（袋） （税抜）

5 -10MIN.

20 種類のお茶 アソート

20

900 円

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。
プレゼントとしても人気の商品です。

20

1,100
円

5-10MIN.

有機ネトル

ネトルティー

ビューティー アソート

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

20

す。春先など、季節の変わり目が気になる

900 円

お茶・サンドロンフルーツティー・ホワイトティー（ハーブブレ
ンド）の 3 種。ちょっとしたプレゼントにも。

方におすすめ。
100 ℃

女性にうれしいブレンドハーブティーのアソート。女性のための

6

500 円

6

500 円

5-10MIN.

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

チャイ アソート

有機カモミール
（ジャーマン）

スパイスチャイ・ルイボスチャイ・アッサムチャイのアソート。

18

900 円

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手軽に
お楽しみいただけます。

おすすめ。
10

100 ℃

5-10MIN.

11

原材料

有機シナモン、有機コリ
アンダー、有機オレンジ

女性のためのお茶

女性のすこやかな日々をサポートし、 ピール、有機ジンジャー、
いきいきと輝かせます。バラやフェン 有機フェンネル、有機レ
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。

ヒルデガルトのお茶

入数
金額
（袋） （税抜）

100 ℃

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

18

900 円

18

900 円

5 -10MIN.

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。

断食のお茶

ヨーロッパに初めて「ラベンダー」という言葉と、

エルダーフラワーの甘い香りとタイム

その優れたパワーを紹介したといわれています。

のを脱ぎ捨てて、身軽になりたいとき

ヒルデガルトが残した

のキリッとした後味が特徴。不要なも
におすすめです。

800 年前のレシピにもとづき、

100 ℃

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

5 -10MIN.

歴史のあるハーブをブレンドしました。
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。

12

100 ℃

5 -10MIN.

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

13

原材料

入数
金額
（袋） （税抜）

有 機レ モ ン バ ー ム、 有
機フェンネル、有機ロー

調和のお茶

フェンネルのまろやかな香りが特徴。 ズヒップ、有機リコリス、
アニスやリコリスの甘い風味にガラン 有機アニス、有機マルメ
ガルとコリアンダーがアクセントのス
パイスティー。
100 ℃

ロ、 有 機コリアンダ ー、
有機ガランガル、有機ク
ローバー

リラックスのお茶
レモンバームやラベンダーの香りに

18

900 円

セージがさわやかな味わいのハーブ
ティー。

100 ℃

5-10MIN.

有機ブラックベリーの葉、
有機タイム、有機ヒソッ
マイルドで調和のとれた味わいです。 プ、 有 機 エ ル ダ ー フラ
季節の変わり目などにぴったりのハー ワー、 有 機フェンネ ル、
有機セージ、有機ジュニ
ブティー。
パーベリー、有機スペア
ミント、有機マロウ

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

入数
金額
（袋） （税抜）

18

900 円

5 -10MIN.

ヒルデガルトのお茶アソート

呼吸のお茶

100 ℃

原材料

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、

18

900 円

女性のためのお茶、調和のお茶が１箱になりました。

20 1,000 円

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。

5-10MIN.

有機ヒソップ、有機スペ
アミント、 有 機フェンネ

エネルギーのお茶

体 にエネ ルギーを感じた いときに。 ル、 有 機ロー ズヒップ、
爽快なミントの味わいがリフレッシュ 有機カモミール
させてくれます。1 日の始まりにおす

18

900 円

すめです。
100 ℃

14

5-10MIN.

15

Moon
Herbal
Teas

Full Moon
満月のお茶

Waxing Moon
上弦のお茶

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。
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。

Waning moon
下弦のお茶

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。

New Moon
新月のお茶

100 ℃

16

入数（袋）

28

金額
（税抜）

1,300 円

5 -10MIN.

月のお茶

17

Waning moon
下弦の月

Full Moon
満月

New Moon
新月

Waxing Moon
上弦の月

〜 満月から新月まで 〜

満月のお茶（ハーモニー）

下弦のお茶（リファイン）

新月のお茶（リフレッシュ）

上弦のお茶（リストレーション）

「満月のお茶」は満月のティータイムにすこや

スッキリとした生活を実感したい方は、その

「新月のお茶」は新しい事へのスタートへ向

満腹感を少しでも感じたその瞬間に食べるの

かなリラックスタイムを演出してくれるでしょ

日の月の形に合わせ、いつもより食べる量を

けて、後押しをしてくれるはずです。さっぱり

を止め、「上弦のお茶」を数カップ飲んでみ

う。忙しい日々の中で、その日の月の満ち欠

少しだけ控え、「下弦のお茶」を何杯か飲み

とした味わいで、フルーツにもぴったり。すっ

てはいかがでしょうか。毎日にパワーを与える

けを感じながら、ハーブティーを楽しみましょ

ましょう。スムーズな生活には欠かせないお

きりとリフレッシュしたい時に。

ブレンドハーブティー。

う。

茶です。
100 ℃
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〜 新月から満月まで 〜

100 ℃

5-10MIN.

100 ℃

5 -10MIN.

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

入数
（袋）

20

金額
（税抜）

900 円

金額
（税抜）

900 円

5 -10MIN.

有機マテ ( カフェイン含む )、有機レモング
原材料 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

100 ℃

5 -10MIN.

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
19

Chai

インドに伝わる伝統的なミルクティー、

原材料

スパイスチャイ
スパイシーに仕上げたチャイ好きの為

チャイをゾネントアこだわりのオリジナルブレンドに。

のチャイティー。ジンジャーやカルダモ

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。

ンなど、複数のスパイスでポカポカに。

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。

100 ℃

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。

900 円

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

20

900 円

7-10MIN.

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。

100 ℃

20

7-10MIN.

ルイボスチャイ

100 ℃

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

入数
金額
（袋） （税抜）

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

7-10MIN.
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Spice
ゾネントア社のスパイスは、バイオダイナミック農法で栽培し
手作業で丁寧に収穫しています。
香り高く濃厚な味わいで、保存料や人工香料は一切使用していません。
いつものお料理に加えるだけでワンランク上の一品に。

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」
、
ゾネントア社オリジナルのレシピでこだわりぬいて調合された「ブレンドスパイス」
、
より本格的なオリジナルブレンドをお楽しみ頂ける「シングルスパイス」の
３つのシリーズ。

内容量
金額
（g） （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、

Flower
Spice

カフェラテなどにおすすめです。

30g 1,200 円

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

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

色鮮やかな花々と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」。

やアイスクリームにひとふりして、おいしくカ
ラフルに。

40g 1,200 円

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、
24

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。

原材料有機てんさい糖、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
25

内容量
金額
（g） （税抜）

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 )

フォーチュン ブロッサムスパイス
( オニオンブレンド )

有機てんさい糖をベースにストロベリーや

有機オニオンをベースに、ピリッとした辛み

ローズを合わせたスイートなブレンド。蓋を

のあるハーブを加えたスパイシーなブレン

開けると、ふわっと甘い華やかな香りが広が

ド。肉・魚・野菜のいずれも相性抜群で、

ります。パンナコッタ、ホイップクリーム、シ

お料理にコクを出してくれます。ポテトや

リアルなどに。

ソーセージ、ベーコンにあわせると絶品。

60g 1,200 円

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

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

チアリー ブロッサムスパイス
( ガーリックブレンド )

守護天使 ブロッサムスパイス
( コリアンダーブレンド )

ガーリック・バジル・オレガノなどのハー

ゾネントア社で昔から愛されている「守護

ブに、 地中海の花々をプラスしたスパイ

天使」シリーズのスパイス。健康に良いジ

シーなブレンド。ソルトベースなので、ど

ンジャー、リフレッシュ感のあるミントなど、

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。
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内容量
金額
（g） （税抜）

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

28g 1,200 円

香り高いハーブやスパイスをブレンド。魚や

25g 1,200 円

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
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Single Spice
原材料

オーガニック オレガノ

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。
原材料

内容量 金額
（g） （税抜）

オーガニック ナツメグパウダー

有機オレガノ

有機ナツメグ

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

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

18g 600 円

ないハーブでワインと一緒に楽しむ料理に最適。

内容量 金額
（g） （税抜）

30g 1,000 円

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。

肉や魚の臭み取りや、ドレッシングやケチャップ
にも。

オーガニック タイム

オーガニック パプリカ

有機タイム

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

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

25g 600 円

えて長い時間香りをつけるのがおすすめ。魚介

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
28

め。

す。クミン・バジル・タイムなどとともにケバ
コク出しにも。

有機クローブ

オーガニック クミンシード

有機クミン

シャープな苦みの後にほのかな甘みが広がる

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

40g 600 円

緒に使用すると甘みが増し色も鮮やかになりま
ブ風チキンや、野菜だけのヴィーガンカレーの

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。

オーガニック クローブパウダー

有機パプリカ

35g 700 円

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

40g 600 円

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。
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原材料

オーガニック カルダモンパウダー

内容量 金額
（g） （税抜）

有機
カルダモン

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

「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

35g 950 円

ブとミックスすることで、より香りを発揮します。

有 機シ ナ モン
スティック（セ
イロン）

にご使用いただくと、スパイシーな香りをお楽

18g 700 円

しみいただけます。使い終わったら水洗いして
カレーやシチューなどの煮込み料理に入れると

げたり、グリーンカレー、チャイにも。

深い味わいに。
有機
ターメリック

オーガニック バニラスティック

ウッディーでフローラルな香りが特徴で、お料

マイルドで甘く豊かな本物のバニラの香り。さ

理にコクを出してくれます。カレーのスパイス

40g 600 円

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

有 機バニラ
ビーンズ

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

4g 1,100 円

に入れて香りづけにも。パンナコッタ・カスター

性抜群。

オーガニック サフラン

内容量 金額
（g） （税抜）

乾燥させれば、香りがなくなるまで使えます。

チキンソテーに加えてトルコのケバブ風に仕上

オーガニック ターメリック

原材料

ドクリーム・クッキー・ケーキなどに。
有機サフラン

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、

微かな辛みと贅沢な甘みが特徴。使用する際

0.5g 1,800 円

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・

保存用の中栓なしの２タイプ。
60ml

各 250 円

リゾットなどの米料理を美しく彩ります。

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

有 機 シ ナ モン
（セイロン）

40g 600 円

シーで芳醇な香りが広がります。パン・アップ
30

ルパイなどのほか、豚の角煮・鳥の煮込みにも。
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Blend Spice

原材料

エルブ ド プロバンス

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
肉料理に合う岩塩と相性のよい 9 種 カ ( 甘 )、有機キャラウェイ、
類のハーブを厳選しミックス。程よい 有機ターメリック、有機ジン
ガーリックとパプリカの香りが料理に ジャー、有機ブラックペッパー、
有機クミン、有機チリ

上げてくれます。オムレツなどの卵
内容量
金額
（g） （税抜）

13 種類のハーブをブレンドしたサラ
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。

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。
32

手軽に本格イタリアンの風味が楽しめ

25g 700 円

るハーブミックス。ピザ・パスタはも
パンに練り込むなど幅広く使えます。

ニック料理をお楽しみいただけます。

ダ用ブレンドスパイス。オリーブオイ

有機バジル、有機タイム、有
機オレガノ、有機ロベジ

ちろん魚介のソテーやスープ、サラダ、

旨みをプラス。手軽に本格的なエス

ローズマリー・ロベジ・タイムなど

料理やドレッシングに入たりと、お楽

バジルの香りがゆたかに広がり、お

100g 600 円

25g 700 円

しみください。

ピザ＆パスタ シーズニング

グリル シーズニング

サラダ シーズニング

有 機タイム、 有 機オレガノ、
有 機 バジ ル、 有 機ロー ズマ

ラベンダーやローズマリーが肉や魚 リー、有機ラベンダー
のくさみを消し、料理を華やかに仕

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。

内容量
金額
（g） （税抜）

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
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

カレー（甘・粉末）

35g 700 円

有 機 クミン、 有 機 コリア ン
ダー、有機ターメリック、有

深いスパイスの風味とマイルドな口 機セージ、有機キガラシ、有
当たり。スパイスが苦手な方でもお 機フェヌグリーク、有機フェン
召し上がり易いブレンド。カレーを 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
ラダ、野菜炒め、煮込み料理などに ジンジャー

35g 700 円

始め、ピラフ、オムレツ、ポテトサ
大活躍。

カレー（辛・粉末）

120g 600 円

有機ターメリック、有機コリア
ンダー、有機クミン、有機パ

コクと深み、香りを選び抜いたブレ プリカ ( 辛 )、有機キガラシ、
ンドスパイス。料理にピリッとスパイ 有機フェヌグリーク、有機バジ
シーな風味と深い味わいが生まれま ル、有機フェンネル、有機ジ
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。

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
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Salt &Peppers
原材料

ヒマラヤピンクソルト

90g 1,200 円

をバランスよく整えます。こだわりの

有機ブラックペッパー、
有機ホワイトペッパー、

有機ブラックペッパー、有機ホワイト 有機ピンクペッパー、
ペッパー、有機ピンクペッパー、有機 有機グリーンペッパー
グリーンペッパーの４種のペッパーを

30g 1,300 円

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。

岩塩

150g 600 円

「ヒマラヤピンクソルト ミル」の
詰め替え用。

オーガニック ブラックペッパー

内容量
金額
（g） （税抜）

ブレンド。魚料理や米料理、野菜料

塩は料理の味を決める大事な要素。

ヒマラヤピンクソルト
（詰め替え用）

原材料

オーガニック ミックスペッパー

自然の産物として「生命の塩」と呼ば
の鉄分の色味です。 様々な料理の味

こだわりの塩と胡椒はお料理の味の決め手です。

内容量
金額
（g） （税抜）

岩塩

れている岩塩。淡いピンク色は天然

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。

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

有機ブラックペッパー

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

35g 750 円

詰め替え用。

「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

37g 1,200 円

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。

オーガニック ブラックペッパー
（詰め替え用）
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「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
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Jam

Jam ＆
Honey

原材料

有機ブルーベリー、有機
ブラックベリー、有機ラ
ブル ーベリー、ラズ ベリー、 ズベリー、有機アガベシ
ブラックベリーを絶妙にミック ロップ、有機レモンジュー
ス。深くて甘酸っぱいベリー ス、ゲル化剤（ペクチン：
りんご由来）

内容量
（g）

金額
（税抜）

ジャム フルーツミックス

の贅沢な味をご堪能いただけ

250g 1,100 円

ます。

ゾネントア社のジャムは果肉をふんだんに使い
砂糖の代わりに天然のアガベシロップを加えています。
果実のフレッシュな酸味とアガベシロップの
ヘルシーで自然な甘さが溶け合うこだわりのバランスです。
ハチミツは、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取。

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
ローズヒップのジャム。ロー （ペクチン：りんご由来）

ジャム ローズヒップ

美 容 にうれしい 成 分を含 む

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

250g 1,100 円

上げています。

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。
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Honey

原材料

ハチミツ バニラ
原材料

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

内容量
（g）

金額
（税抜）

ト。可愛いクマのパッケー ◎ハチミツ 守護天使
有機ハチミツ、
ジはギフトにもおすすめ。

上品な香りと味のローズの

有機アカシアはちみつ、
バニラビーンズ

230g 1,800 円

ビーンズを加えることで、

ハチミツ 守護天使

90g 1,500 円

有機はちみつ、
花粉、

美容と健康をサポートする 有機ローヤルゼリー
オーガニック認定のロイヤ
ルゼリーと花粉をブレンド

花粉、
有機ローヤルゼリー

ハチミツ ローズ

金額
（税抜）

甘さに深みをもたらします。

◎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

アカシアハチミツにバニラ

内容量
（g）

230g 2,300 円

した、贅沢なクリームハチ
ミツ。

有機アカシアはちみつ、
ローズのつぼみ

つぼみを、マイルドなアカ

230g 1,800 円

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。

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

有機はちみつ、
ジンジャー

230g 1,800 円

と、手軽にジンジャーミル
クティーが楽しめます。
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