ITALIA SHOJI 2021

ご登録のお得意様限定！ 特別なご案内です !!
今回より
税込価格
ファミリーセールをご愛顧頂いているお得意様だけに、今回は感謝の気持ちを込めて「通信販売」を特別開催します。

イタリア商事ファミリーセールお買物券について
1,000円券ご利用を下記の様に延長させて頂きます。

秋冬のご愛顧大感謝セールご案内

有効期限 2020年4月➡2022年4月 2020年12月➡2022年4月
今回の通販でのご利用の場合は、お持ち頂くか、ご郵送にて
確認させて頂きます。

各商品を特別価格にてご用意致しました。皆様のご利用をお待ち申し上げます。

※詳細は電話またはホームページにてご案内しております。

通信販売「お届け便」開催のお知らせ
FAX

電話

★2022年開催予定のイベントご案内

※開催日のご確認は電話またはホームページにてお願いします 。

※'21年11月秋のセールは中止となりました。

送料及び各詳細は別紙
にてご案内しています。

E-mail
メール

郵送

!!

◎2022年 2月 冬のミニセール
※予定日：2022年2月4日(金)～5日(土)２日間 10時～17時

◎ 2022年 春のファミリーセール
※予定日：2022年4月１6日(土)～１7日(日) ２日間【3月DM予定】
※ 輸入品については、色合や形状などの仕様変更がある場合がございます。ご了承下さい。

圧力鍋 美食の国イタリアの長く豊かな歴史の中で育まれたラゴスティーナ !
NOVIA EASYUP
ノビア･イージーアップ・
LAGOFUSION 圧力鍋お買上げの
ラゴ フュージョン ５L

ウオックパン2４cm
￥17,600➡￥12,650

ピュアグリル26/30cm
26cm￥16,500 ➡￥12,430
30cm￥22,000 ➡￥16,720

ピコ・ココット ラウンド
24cm￥38,500 ➡￥28,820
22cm￥34,100 ➡￥25,520
20cm￥29,700 ➡￥22,220
18cm￥26,400 ➡ ￥19,800

ブレイザー・
ソテーパン
26cm

￥37,400➡￥28,050

ストウブ ココットシリーズ

ピコ・ココット オーバル
27cm￥38,500 ➡￥28 ,820
23cm￥28,600 ➡￥21,450
17cm￥24,200 ➡￥15,180

グリルパン２４ｃｍ

シングル・ダブル（日本製）

お客様にもれなく
オリジナル普通ぶた

ラゴスティーナの代表的アイテム
さらにスムーズに開閉できる
システムを備え、美しさと
使いやすさを追究しました。

各定価￥4,950

ハンドルを持ち上げて、反対側に
倒せば蓋を簡単に開けることができます。

バスケット・レシピブック付き

定価￥5,280
ステンレス製
￥5,060相当

２段階の圧力設定で
幅広い料理に対応

ウオックパン （ガス火用）
2４cm ￥4,104

➡￥3,696

※イメージ

PAVIA

M 定価￥23,100 ➡￥18,700

￥29,700

➡￥17,600

➡￥8,250

14cm定価￥3,850➡￥2,860

LE CHAWAN ル・チャワン

３種各定価￥1,980 ➡￥１,485

３種各定価￥2,200 ➡￥１,595

スパチュラ

ウオックターナー
レードル

➡￥7,480

アクティブ
KMix（ケーミックス）
定価￥13,068

➡￥9,790

ハンドブレンダー
定価￥12,100

➡￥4,290

定価￥6,600

全貫通構造にエンドキャップ付きハンドル
職人により研ぎ上げられた刃付け
カラー：ブラック、ホワイト

➡￥9,350

三徳包丁（180mm）
￥4,400 ➡

TANITA KD-321（シルバー）
デジタルクッキングスケール
水や牛乳を容量（mL）
で表示：ｍLモード
計量範囲 0.1g～3Kg
収納ケース付
定価￥5,500

➡￥4,180

プジョー
ゼリ ZELI
電動ミル ソルト用・ペッパー用
各定価￥11,000 ➡￥8,360

シャープナープラス
￥5,500 ➡

家庭用
パスタマシン
訳あり品大放出※小キズなど
インペリア SP-150

➡￥2,640
➡￥2,860
➡ ￥2,860
➡ ￥3,300

IH

20cm

￥6,050

24cm

￥6,600

対応

28cm

￥7,150

ZWILLING Carrara Plus
カラーラ プラス

IH
Made in Italy

➡￥4,180
➡￥4,620
➡ ￥5,060
➡ ￥5,500

セラミック コーティング・フライパン

対応

※イメージ

➡ ￥4,070
➡ ￥4,620
深型24cm￥8,800 ➡ ￥4,620
深型28cm￥9,900 ➡ ￥5,280
20cm ￥7,700
26cm ￥8,800

グラニチウム エクストリーム コーティング 耐摩耗性に優れた５層コーティング。
御影石を彷彿とさせる美しいコーティングのトリノシリーズ

Torino

20cm

￥6,050

24cm

￥7,150

26cm

￥7,700

28cm

￥8,250

深型24cm￥7,700

ガラス蓋 20cm ￥1,430 24cm ￥1,760
28cm ￥2,090 26cm ￥1,925

➡￥4,180
➡￥4,620

➡ ￥5,390
➡ ￥5,720
➡ ￥5,390 Made in Italy

20cm 24cm 28cm

IH対応

シリコン蓋
ワンプッシュ密封、鍋敷きにも！
S 22cm ￥1,540 M 27cm ￥1,870 L 32cm￥2,200

￥16,500

➡

➡￥2,200
➡ ￥2,420

深型28cm￥7,700

➡￥4,950

洋包丁（180mm）
￥4,400 ➡

小包丁（140mm）
￥3,850 ➡

スキミング

ポップアップトースター
定価￥5,368

ペティナイフ￥3,300
➡

フタがガラスのIH対応
ステンレス鍋２６雪平

➡ ￥2 , 860
➡ ￥３,520

セラミック コーティング・フライパン

レードル/レードル小/ウィスク/ターナー
スパゲティサーバー/エッグウィスク

マルチスプーン

コンパクトホットプレート
定価￥9,680

➡￥12,100

日本製

L ￥3,850 ➡￥3,080

ストウブ キッチンツール ・・・・・

￥20,900

￥3,850

ボローニャ

定価￥1,518

ソースパン14cm

➡￥17,600

ヘンケルス HI スタイルエリート

M ￥2,750 ➡￥2,200

17cm定価￥3,850➡￥2,860

シャローパン24cm
￥29,700

セラミックシリーズ

オーバルディッシュ

しゃもじ

➡￥1,760

￥3,300

Made in Italy

エプロン
定価￥2,750

レクタンギュラーディッシュ

26cm

Bologna

￥12,650

➡￥1,045
定価￥11,000

￥3,060

深型24cm ￥3,630

シチューポット20cm

スキレット１６cm

￥2,750

24cm

深型28cm ￥4,400

まるでイタリアの彫刻曲線の
ボディとハンドルが織りなす、 ステンレス
クリーナー
魅惑のハーモニー!!

S 定価￥16,500 ➡￥１3,420

20cm

石の様に硬く丈夫 28cm
なコーティング

※イメージ
※イメージ

28 cm ￥5,280

グラニチウム・コーティング‟パヴィア”フライパン （ガス火用）Made in Italy

食材によって低圧/高圧を
お選びいただけます。
ココットDE・GOHAN

定価￥4,180

➡￥3,850

ワッフルトースター
￥40,700

➡￥2,530
Made in Italy

定価￥7,700

➡￥3,465

新オープニングシステム
「イージーアップ」

エッグパン（卵焼き）

取っ手がたためる

BawLoo バウルー
サンドイッチトースター

26cm
※イメージ

デザインを楽しむ生活を。
世界的に評価の高い、
イタリアを代表する
デザイン・プロダクト
カンパニーです。

正規輸入品

NEW

人気の定番
ロングセラー製品

１８/１０ステンレス

エスプレッソ・メーカー
６カップ
３カップ

バードケトル ホワイト

KKジロトンドシリーズ

￥28,600
￥26,400

キッチンボックス（ガラス製品）

リチャード・サッパー

1000ml
750ml
500ml

IH対応

２L

￥6,380
￥6,050

￥24,200

マイケル・グレーブス

IH対応

￥5,830

大正12年創業
12cm ￥3,630

0.7 L

アングルド メジャーカップ
60ml
250ml
500ml
1000ml

150ml（ミニ）
500ml（中）

￥1,650
￥2,200

NEW !

シリコン
メジャーカップ

※イメージ

￥550
￥1,320

￥2,200

12cm

￥4,180

16cm

￥4,950

￥2,090

ソフトターナ

シリコンターナ ミニ

真空保存

万能シリコンスプーントング
￥2,200 ➡

ランチボックス

ボタンひとつで鮮度をキープ

シリコン メジャーカップ
S（100ml）￥880 ➡￥709
M（250ml）￥1,320 ➡￥1,070
L（500ml）￥1,650 ➡￥1,339

1920年代、ポルトガルの閑静な地で設立し、創業当時から熟練
した職人により一本一本丁寧に手作業で仕上げられています。
※イメージ

「GOA」シリーズは、シンプルな
デザインと優雅さそして実用性を
兼ね備えた理想的なカトラリー

クチポール

GOA Black-SILVER 18-10 ステンレス
フルーツフォーク
ティースプーン
￥1,045 ➡

￥1,650

➡

LC4 シェーズロング
160×56×73(H)cm

テーブルナイフ
￥3,080 ➡

チェアーフェア

※イメージ

正規ライセンス品の証

57×62×78(H)cm

46×48×78(H)cm

シリアルナンバー・プレート

¥145,200

➡ ¥99,000
Design

マッキントッシュ

¥261,360

バタフライチェアー
¥125,280➡¥39,000

（布張り）

➡￥7,350

セット内容：ポンプ×１・バックS,M各×２
ガラスコンテナS,M各×１・USBケーブル
リキッドプロテクタークリップ

真空保存
バック
様々な食材保存に便利な
密封バック。耐熱性で
電子レンジもOK。

真空ポンプ
コードレス、ボタン１つで
スピーディーに真空保存。

S10枚入 ￥1,280 ➡￥1,047
M10枚入 ￥1,780 ➡￥1,457
L 3枚入￥780 ➡￥638

ナチュラル・
カッティングボード
￥6,050➡

ステンレス T型
ワイドピーラー

キッチンツール４点セット
天然木¥3,520➡¥880

ワインシーラー
コルクを抜いても
変わらぬおいしさ｡
３個セット￥1,480
➡

マルチ ガラスボード
スモール
￥3,300 ➡

コンビ オープナー
￥1,870 ➡

スキマー￥1,980
➡

グレープフルーツ ナイフ
￥1,430 ➡

テーブルウェア 詰替えボトル 250ml
銀純度980シルクスクリーン

➡￥2,145

味噌こしセット
￥3,520 ➡

チーズ
スライサー
￥2,750 ➡

WF-5 ￥7,700 ➡
天然木￥12,100

ワイングラス
Burgundy Grand
１客(径10cm)
￥2,200￥1,045

➡
➡

※イメージ

キャベツの千切りに便利なピーラー

ツヴィリング ツインキュイジーヌ キッチンツール（ステンレス製）

DX 天然木￥13,200

各￥6,600

日常で使う調理道具の
「つかいやすさ」を追求したブランド
定価￥1,980 ➡￥1,485

➡

OLIO オイル
SOIA 醤油
ACETO ヴィネガー

ステンレスボール
16cm ￥1,980 ➡￥1,595
19cm ￥2,530 ➡￥2,035

Made in
Tsubame

ソムリエ コルクスクリュー

世界に誇る逸品 「パボーニ」
エスプレッソ コーヒーマシン

※イメージ

オリーブ天然木

SX ￥14,300

￥253,000

￥3,630

手持ちパンチングストレイナー
16cm ￥2,750 ➡￥2,200
23cm ￥4,400 ➡￥3,520

グリップトップ ￥2,750 ➡

【正規輸入品】

￥6,600

深型450g

➡

（黒・グリップ）
※イメージ

￥3,080

YANAGI SOURI

￥7,980

訳あり（小キズなど）
プロフェッショナル

➡ ¥156,800
Design アイリーン・グレイ

定価￥8,980

デンマークからのお墨付き

サイドチェアー

➡ ¥78,400

長持ち

オイルポット
（カートリッジ付き）

バターケース浅型200g用

プラスチックコンテナ
S 0.4L ￥980 ➡￥810
M 1.1L ￥1,480 ➡￥1,210
L 2.3L ￥1,980 ➡￥1,619

５倍

最大

レクタングル シール蓋付
浅型S
￥1,375
浅型M
￥2,145
浅型 L
￥2,420

※イメージ

ガラスコンテナ
S 0.35L ￥1,280 ➡￥1,050
M 0.9L ￥1,780 ➡￥1,460
L 2.0L￥2,480 ➡￥2,029

レクタングル シール蓋付
深型S
￥1,375
深型M
￥1,870
深型L
￥2,145

手持ちストッカー
角型シール蓋付
S ￥2,695

作り置き、汁気の
多いもの、野菜などの食材保存に
最適、あとは加熱するだけ。

スターター
７点セット

鮮度

スクエア シール蓋付
S
￥1,210
M
￥1,870
L
￥2,145

真空保存
コンテナ

➡

アームチェアー

¥130,680

※イメージ

￥3,850

98×73×65(H)cm
一人掛け¥338,800

➡ ¥207,000

S 0.5L￥980 ➡￥810
M 0.8L ￥1,480 ➡￥1,210
L 1.6L ￥1,980 ➡￥1,619

マルチ ガラスボード ラウンド

ＬＣ３ グランコンフォート

Design ル・コルビジェ
MADE IN ITALY

テーブルスプーン
￥1,980➡

大放出（送料込み※沖縄･離島除く）
➡ ¥121,900

42×35×
140(H)cm

テーブルフォーク
￥1,980➡

直輸入 リプロダクト家具（本革）
¥179,300

ヒルハウス

ワンプッシュで簡単真空保存！
まとめ買いした食材も、たくさん
作ったお料理も、真空保存で
鮮度と美味しさぐーんと長持ち。

真空保存の美味しさを詰め
込んで、鮮度あるお弁当に。

耐冷熱 -90～240°
表面エンボス加工
W17×L27cm折り返
しをのばした L35cm
ピーラー
（ステンレス刃）
￥770 ➡

￥1,540

ツヴィリング フレッシュ＆セーブ
ZWILLING FRESH & SAVE

￥3,300 ➡

折り返しを伸ばせば肘近くまで！

￥3,850

DMが届いたお客様だけの特別価格 !!

お料理の先生も､プロも惚れ惚れする キッチン小物！
（ミトン・鍋つかみ）

￥1,320

￥1,045
￥1,100
￥1,155
￥1,265
￥1,375
￥1,650
￥2,310

ぬか漬け美人

※オンラインストアでは、会員登録いただきメルマガを受信する設定にしていただきますと、
メールにてセールのご案内をお送りする際に「クーポンコード」をお知らせしています。
クーポンコードをご利用いただく事で、ワイン等、一部の商品を更にお買い得価格にて
お求めいただけます。オンラインストアをご利用の際は、是非、会員登録と
メルマガ受信設定をお願いいたします。

※S・M・L 各サイズ
ラベンダー、ティール、
フロスの３色

キッチングリップス

ボール

￥1,430

環境に配慮して誕生した新感覚のシリコン製保存容器、耐久性に
優れ、約5000回以上使用することができる安全性の高い素材が
使用されていて、離乳食作りにも安心してご使用いただけます。
※オーブン（２２０℃）電子レンジ食洗機 可！

Lサイズ（25.5×10.1×12.5cm）￥2,970

12cm
14cm
16cm
18cm
20cm
22cm
26cm

ホワイトシリーズ

ピザカッター

保存容器・調理用（レンジ）

Mサイズ（23.3×8.8×11.5 cm）￥2,420

紙フィルターを使わずに繰り返し使える
エコなコーヒーフィルター

￥990
￥1,100
￥1,265
￥1,375
￥1,485
￥1,650

￥1,320

￥1,100

※イメージ

手札
キャビネ
21取
18取
15取
12取

シリコン
ポッドホルダー

縦型ピーラー

￥1,980

※イメージ

バット

シリコンスプーントング

￥3,080

Sサイズ（20×7.5×10.5 cm）

￥4,950

￥1,100

￥1,650

￥4,180

ソースパン セラフィルター （セラミックフィルター）

￥1,100

アボカドスライサー

各種キッチンツール

味噌こしセット

プラチナシリコン

スリムポット

ミルクパン

カスアゲ大

ジップトップ

最髙の優秀品

６客セット(BOX入り)
￥13,200

･･･ ペット用品 ･･･
エバークリーン
（猫砂）

➡￥5,280

キャリー・オート ミントグリーン・パープル
￥15,400

➡￥5,590

ロンフィーベット
Sサイズ ￥7,150

芳香・無香
各￥2,640

➡￥990
【お願い】 限定品、限定色などは、なくなり次第終了とさせて頂きます。ご了承ください。
数には限りがございます。品切れの場合は入荷までお時間を頂きます。

➡￥3,080

※チーズ・ハム類は、一部重さ（グラム）で価格が異なります（★印）。商品については弊社にて選別させていただきます。ご了承ください。詳細は注文用紙にて。

Parmigiano reggiano

パルミジャーノ
レジャーノ
お徳用サイズ

★ パルミジャーノ・レジャーノ

251g～350g➡￥１,４０９～１,９６５

イタリア

生ハム プロシュート １００ｇ スライス
（生ハム）1パック￥１,０５８ ◎ ２パック特別価格￥１,９４４

（100g単価￥561）

イタリアではチーズの王様とも呼ばれ、世界中で人気のあるパルミジャーノ・ レジャーノ。２４ヶ月熟成は、アミノ酸の結晶が
旨みとしてしっかりと現れる程、熟成されています。まろやかなミルクの風味もあり、お料理にもおすすめの熟成具合です。
主にパスタやサラダなどに粉状にしてふりかけられる他、砕いてお酒のつまみとして食べられています。

フォレストスモーク

★ コンテ デュー

フランス

１２５ｇ➡￥９１８

フランス

151g～250g➡￥１,３８６～２,２９５（100g単価￥918)

★ エダム スライス

新商品

最低１４ヶ月肥育した良質の豚を使用し、自然の風を取り入れてゆっくりと熟成させる伝統的
な製法で作られます。パルマ産生ハム＝パルマプロシュート（プロシュート）、イタリアのトップ
ブランド、ガローニの味を是非お確かめ下さい。＊スライスはパルマプロシュート（ホール）を
輸入し、国内工場でスライスした「イタリア産プロシュート」です。

６ヶ月熟成で熟成期間も短い為、しっとりとした味わいながらもしつこ
さはなく、口に入れるとミルクの濃厚な味わいと香ばしいナッツのよう
な風味を感じることが出来ます。日本国内でもファンが多く、愛されて
いる逸品です。

フランス産のクリーミーで口どけのよいスモークチーズ。
ヒッコリーのチップでスモークしています。1.1ｋｇホール
から1/8カットし１個約１２０ｇ位でのお届けです。

★ ゴーダ オリーブ＆トマト スライス オランダ

オランダ

チーズ王国オランダの国民的チーズのひとつ、
エダム！どなたにも食べやすく、更に使いやす
い大きさのスライスパックが新登場です！サン
ドイッチやグラタン、キッシュなどのお料理の
材料にもおススメ！

新商品

オランダ産チーズの代表格ゴーダ。それにオリーブ
とトマトをブレンド！食べやすくもアクセントのある味
わいはビール等のお酒にもピッタリ♪ホットサンドや
ピザトーストにしても美味しいですよ！

高級和牛の宮崎牛と同種の牛肉を使い、その中でも赤身
が多く旨味をたっぷり含んだもも肉を使った贅沢な生ハム
です！宮崎県の霧島連山の冷涼な環境で安全な飼料で
育ち、程よい塩加減と良質の肉の旨味が存分に楽しめる
逸品です！
カルパッチョ風にするのが一番おススメ
葉野菜と併せてもＧｏｏｄ！使い勝手の
良い生ハムです♪

200g～220g➡￥１,５１２～￥１,６６３
（100g単価￥７５６)

１パック ￥９０７
◎お買得２パック
特別価格￥１,５８０

スプレッド １００ｇ （塗るチーズ） オランダ

☆ お客様へお願い ･･･

オランダ産ナチュラルチーズ使用 !

◇数に限りがございますので、品切れ等もございます。ご容赦ください。
◇ハム・チーズ類は賞味期限がありますので、 配送日時につ いて、
ご相談させていただく場合があります。ご了承ください。
◇オンラインストア限定での商品もございます。

￥３７８

★ トリュフ サラミ

150g➡￥６８０

150g➡￥５９４

オランダ産のナチュラルチーズとバターに、ホエイを絶妙
にブレンドした食べやすい風味。味がしっかりとしていて、
バターもマヨネーズも不要。サンドイッチが手早くできます。
生パンにもトーストしたパンにも塗りやすい、冷蔵庫から出
したてでも柔らかいクリーミーなスプレッド。

★プレミアムな生ハム ! 宮崎和牛 生ハム 30g

約１４ｃｍ×１０ｃｍ パンの耳まで届くBigサイズ･･･
ブリスターパック入り

約１４ｃｍ×１０ｃｍ パンの耳まで届く
Bigサイズ･･･ブリスターパック入り

低脂肪・低カロリー ･･･

ワインをより一層楽しめる
生ハム＆サラミ！

ご自宅でちょっと贅沢気分

わが家で味わう世界の
絶品チーズ ･････!!

イタリアのトリュフメーカーがプロデュースしたグルメ スナックシリーズ
価格高騰中の高級キノコ・トリュフを気軽に楽しめる贅沢なおつまみ！
トリュフ
ピーナッツ

パンチェッタ ２５０ｇ

★ ストロルギーノ ディ クラテッロ
160g～180g➡￥１,１５７～￥１,３０２
（100g単価￥７２３)
高級生ハム、クラテッロに使われる豚と
同じ豚から作られる、中挽きの珍しいサ
ラミです。柔らかい臀部の肉を使用して
いるため、口のなかでとろりとろける凝縮
された味わいが楽しめる高級サラミです。

ブロック

お買得 ￥１,３５０
イタリア産の豚バラ肉を整形後、乾燥熟成
させたイタリア伝統の生ベーコンです。独特
の香りと味わいがさまざまな料理にあい、
食材として幅広くお使いいただけます。

本場イタリアが認める老舗 ロイゾン
パネットーネ - パンドーロ 「予約受付中」

ナッツの女王ピスタチオとキノコの王様が最高潮！
数量限定での予約販売受付となりますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
トリュフ・ピスタチオ ３６g
パネットーネ・パンドーロをご注文いただいた場合、他の物との同梱はできません。
６０g ➡￥６２６
➡￥９７２ 今 世界でもっとも熱い高級食材
トリュフ！そして昨今人気の高
別途送料をいただきます。商品のお届け配送につきましては１２月初旬入荷後を予定
まっているピスタチオを合わせ
! た、おつまみが新登場です！ しております。日付指定などや送料及びその他詳細は別紙「注文用紙」をご確認のうえ
黒トリュフの香り溢れる旨味豊
必要事項をご記入ください。
イタリア商事
イタリアの
かなピスタチオは絶品です！
ピーナッツと併せてどうぞ！
クリスマス
限定
ケーキ
★１２月初旬よりお届け予定★
グラノーロ・パスタ

エスプレッソの本場イタリアのトップメーカー
透き通るような酸味と、上品な甘み、苦みのバランスの良い味わいが特徴の
エスプレッソ。アラビカ８０％ロブスタ２０％です。
スペリオーレ真空パック（粉） 250g ￥１,２９６

PANETTONE - PANDORO

ジュゼッペコッコ・パスタ

老舗パスタブランド

最高級小麦と天然の湧き水使用

リストランテ(1.5mm) ➡￥３０２
ベルミチェッリ(1.7mm )➡￥３０２

フィデーリ(1.7mm) ➡￥６４２

リングィーネ(2mm）➡￥３０２

タリアテッレ(5mm平麺）➡￥７０２

新・ブカティーニ（穴あき）➡￥３０２

カペリーニ(1.2mm)➡￥６４２

新・カペリーニ（1.2mm）➡￥３０２

フジッリ ブカーティ➡￥７４５

ヌーボレ(ツイスト形)➡￥４４２

リガトーニ ジガンティ➡￥７４５

ストラシナーティ(耳たぶ形)➡￥４４２

パネットーネ
クラッシコ ５００ｇ

パスタミスタ➡￥７４５

ファルファローニ(ちょうちょ形)➡￥４４２

￥6,156➡￥３,１８６

ステリーネ(小さな星形)➡￥４１０

マンゼッラ・パスタ
シチリア産オーガニック スパゲッティ(1.7mmロングパスタ) ➡￥５８３
ペンネ リガーテ(ペン先マカロニ)➡￥５８３
カサレッチャ(丸まった ひねり巻パスタ)➡￥５８３

キッフェリ（半円形 穴あきパスタ）➡￥５８３

お歳暮・ギフトにも最適
生チョコ再登場

やかな酸味が特徴。ペリーニトップ缶（粉） 250g ￥１,７２８

パネットーネ
リーガルチョコレート（生チョコ）
６００ｇ ￥6,372➡￥３,３０４
パネットーネ
クラッシコ １ｋｇ
￥8,424➡￥４,３２０

￥7,776➡￥３,８６６

パネットーネ・アマレーナ
５００ｇ ￥6,480➡￥３,３０４

➡￥１,２９６

アラビカ種８０％にロブスタ種２０％ 上品な酸味でしっかりしたコクと
スッキリとした苦味が特徴。 アロマオロ（豆）１Kg ￥４,３２０

➡￥３,１３２

イタリアン食材＆パスタソース
マンゼッラ
パッサータ ディ ポモドーロ
３３０ｇ ➡￥６０４

ンドゥイヤ
ソーセージのペースト
程よい辛みと「超しっ
かり旨味」の伝統食品

リーナの
チョップドトマト缶
➡￥１９４
パンドーロ
クラッシコ １ｋｇ

➡￥９７２

アラビカ種１００％、ミルクチョコレートのような甘さと透き通るような爽

New

Tトップライン
OP LINE

イタリア産、黒トリュフをちりばめ
た極上のサラミ。トリュフならで
はの芳醇な香り、贅沢を楽しむ
至福の逸品。

￥1,５９８

お手軽な本格的バルサミコ

バルサミコ
クリーム

アチェット
バルサミコ
250ml ￥2,916
➡￥２,１６０

カンパーニャの
トマトソース
サルサ ポマローラ(たっぷり野菜ペースト）
サルサ アラビアータ（唐辛子＆にんにく）
サルサ オリーベ
サルサ オルトラーナ（たっぷり野菜ぶつ）
（１９０ｇ）￥５０７➡￥４３２

ホールトマト瓶入り
５５０ｇ￥５４０ ➡￥４８６

ムッティのトマトペースト１３０ｇ ￥２９１
アンチョビのフィレ８０ｇ ￥５２３
アンチョビのペースト６０ｇ ￥５２３
ミル付きサーレマリーノ（海塩）９０ｇ￥５６１
サーレ ディ ロッチャ（岩塩）１ｋｇ ￥７５６
バジルペースト１３０ｇ ￥５６１

⑦

シチリアらしい豊かな果実味！

⑧

ネロダーヴォラ
（赤/ミディアムボディ）
シチリア・ワインの定番の赤が入荷です！
よく熟したイチジクの様な果実味と、海か
ら運ばれる潮の風味がマッチした、飲み易
くも、素直に美味しい赤ワインです♪
軽～く冷やしてもGood！
シチリア州

￥2,475⇒⇒

⑨

永遠のベストセラー！

マジア（赤/微発泡）
永遠の定番！赤のシュワシュワワイン、
マジアはいかがですか？濃厚な果実味
と歯切れの良い泡立ち。焼き鳥や鰻の
蒲焼のタレなどにもよく合う美味しさ
満点の赤ワインです！

⑩

￥3,080⇒⇒

トスカーナ州

■６本セット￥10,560(＠1,760) もございます

⑫

いつ飲んでも美味しい
安心の赤!!

トレンティーノ
アルト・アディジェ州

￥3,300⇒⇒

Buyer's
selection

ご自宅でもステキに美味しい !

⑪

ドルチェット・ダルバ
（赤/ミディアム・フルボディ）
紫色を帯びた濃色の色彩。華やかな香りを放ち
つつ、味わいはブルーベリーの様なしっかりし
た果実味が堪能できる、北イタリアらしいしっ
かりした赤ワインです。ぜひ美味しいお食事と
共にお楽しみください！

⑬

充実の出来栄えの新ヴィンテージ！

香ばしく、ほんのり濃厚

ヴァルポリチェッラ・スペリオレ
（赤/ミディアム・フルボディ）

￥3,080⇒⇒

ピエモンテ州

昨年も大人気だった、シチリアの定番白ワイン
が再入荷です！柑橘の様な爽やかで溌溂とした、
まさに「太陽のワイン！」とも言える元気な
ワインです♪

恒例！お楽しみワイン６本set ￥2６,４０0 ⇒⇒

バイヤーのおススメの６本をスペシャル価格で、ご案内いたします！
※数に限りがございます。一部変更となる事もございますのでご了承ください 。
※品物は充分ご用意しておりますが、万が一品切れの場合はご了承下さい。

税込価格

※未成年者への酒類の販売は固くお断りしております。

※イメージ

新入荷 !
定番角瓶

⑭

500 ml ￥2,268 ➡￥1,296

定番丸瓶
ヴェルデ

250 ml ￥1,404 ➡￥810

１０００ｍｌ￥3,024

賞味期限2022年11月

➡￥１,４５８

オレアリア社が「我が家の吟醸品」
と名付けた看板オイル。選別され
たオリーブ固有のほどよい
ニガミも微かにあり、けん
ちん汁のような和風料理
にも適したオイルです。

賞味期限2022年11月
あっさり風味で揚げ物
炒め物、サラダにもぴっ
たりの万能オイルです。
コスト的にも大人気の
商品です。

ケイレ（白/果実味豊か）

￥3,520⇒⇒

シチリア州

ふっくらした旨味豊かな白！

⑥

豊かな果実の味わいが真っ直ぐに表現された、
愛すべき白ワイン！ほんのりとパイナップル
の様な味わいが感じるのも魅力的ですよね♪
スッキリしているだけじゃない、存在感も
ある白ワインです！
ピエモンテ州

￥2,970⇒⇒

ヴェネト州

グリッロ（白）６本set

パルマレス（淡い赤/泡）

シチリアのロゼ・スパークリングが入荷です！
フルーティーですが、甘いのとは全然違います！
歯切れの良い健全な葡萄ならではの美味しさが
堪能できますので、辛党の皆さんにもおススメ！
クリスマス、年末年始に是非 !
シチリア州

￥2,970⇒⇒

￥14,850⇒⇒

（@1,430）

柑橘の様な溌溂とした南部らしい歯切れの良い味わいです !

ネロダーヴォラ（赤）６本set

￥14,850⇒⇒

（@1,430）

軽く濃厚な果実味が人気の赤ワイン ! シチリアらしい一本です。

キャンティ クラシコ（赤）６本set

￥18,480⇒⇒

（@1,760）

みんな大好き ! あの定番の赤ワインがお値段据え置き ! お買い得価格ですよ !

スプマンテ・グランキュヴェ（白/泡）６本set ￥14,520⇒⇒

（＠1,980）

定番のシャンパン・スタイルのスパークリングワインです！

お早めに!!

最高級

EU（ヨーロッパ）基準
BIO 認証マーク
〈有機栽培〉
BIOはイタリア国内の厳選
された有機栽培オリーブを
使用し、EU統一基準に合格
した証の「BIO認証マーク」
をイタリア認定機関
「ITASS」より取得
しています。

シチリア州

鮮やかでキリッと美味い！

プロフィーロ
（白/果実味豊か）

※オンラインストアでは、会員登録いただきメルマガを受信する設定
にしていただきますと、メールにてセールのご案内をお送りする際に
「クーポンコード」をお知らせしています。クーポンコードをご利用いた
だく事で、ワイン等、一部の商品を更にお買い得価格にてお求めいた
だけます。オンラインストアをご利用の際は、是非、会員登録と
メルマガ受信設定をお願いいたします。

ワインで有名なキャンティクラシコ
で生産され濃い風味が特徴の心
地よい辛みと苦みが感じられる
特上オイルです。厳しいEU品
質基準をクリアした保護指定
原産地認定（DOP）をうけ
ています。

昨年は即完売！
滑らか＆ジューシーなワイン

￥3,080⇒⇒

（赤/フルボディ）

焼きたてのパン
キャンティ D.O.P.
納豆、卵かけ
250ml ￥2,268➡￥１,１８８
ご飯に
極上の
500ml ￥4,212➡￥１,９４４
一滴を !
賞味期限2022年11月

④

昨年は人気があり過ぎて即完売したワインの
再登場です！樹齢の長い樹々で育った葡萄で
造られ、しっとりした旨味のある果実味と
余韻豊かな一本です！

⑤

お馴染みの高級ワインのアマローネ。
今回新しい生産者から初入荷しました！
濃縮感とジューシーさをより意識した、
モダンな造りと緻密な味わいを是非
お試し下さい！!

エミリアー
ロマーニャ州

シチリアの太陽を受けて育った、レモン
を彷彿する様な、キリッとした果実味
バッチリの白ワインです♪魚介類に
よく合いますよ♪

＂エクストラ ヴァージン･ オリーブオイル” 破格のプライスでご奉仕 ! 数に限りがあります。なくなり次第終了!
Extra Vergine di Olive 今や健康食と美容にと、大好評のエクストラ ヴァージン･オリーブオイル各種 !
新入荷 !
100% Italiano
Bio

1000 ml￥4,212 ➡￥1,998

ジューシーで洋ナシの様な「芳醇」な果実の
丸みのある味わいに、ピンと張った酸味のバ
ランスがたまらない､人気の白い微発泡ワイン。
久々の登場です！ぜひお求めください！
￥2,750⇒⇒

シチリアのレモンを彷彿する白！

DMが届いたお客様だけの特別価格 !!
キャンティクラシコ・Ri i s･ドルゴ /ヴァルポリチェッラ･ウナンノ'17/ピノネロ'14
グリッロ･ドーロ（甘口）/エタベタ･ビアンコ'18/ゲヴュルツ'19

ラバイア（白/微発泡）

ミドール
（白/スッキリ）

ヴェネト州

￥7,700⇒⇒

元祖 !
白のシュワシュワ !

シチリア州

アマローネ

いよいよ2017のバルバレスコが到着！果実味、
酸味、タンニンのバランスが良く、大きな期待
が持てる仕上がり！大きめのグラスでじっくり
お飲みください。（個人的には抜栓３日目が
おススメ♪）

②

グリッロ
（白/スッキリ）

③

複数の葡萄をブレンドし、独特な香ばしさと
軽い濃厚さとタンニンを持った、イタリアの
伝統的な赤ワインです。通常よりも少しだけ
熟成を長くした、スペリオレが
初入荷しました！

バルバレスコ
（赤/フルボディ）

￥6,600⇒⇒

シチリアの太陽が育んだ白

■６本セット￥8,580＠1,430) もございます

ピエモンテ州

￥3,190⇒⇒

①

￥2,475⇒⇒

華やか、且つ しっかりめ！

カベルネソーヴィニヨン
（赤/ミディアムボディ）
誰もが知っているワインの葡萄、カベルネ
ソーヴィニョン。しつこくなく、華やかで
上品な味わいの赤ワイン。渋味も程よく、
どなた様にもお楽しみいただけます。

こだわりのイタリア産ワインを厳選
日本未入荷など各種

エミリアー
ロマーニャ州

￥2,750⇒⇒

キャンティクラシコ
（赤/ミディアムボディ）
愚直なまでに「食事に寄り添う」優しきお食事ワイ
ン、キァンティクラシコ！生産者エレナも絶賛
の2016年ヴィンテージは、まさに今が飲み頃。
イタリアワインの絶対的王道である安心の味わい
です！

2021秋冬のおすすめ
ワイン「お届け便」第２弾
ご案内

元祖 !
赤のシュワシュワ !

ビオ 750 ml
￥3,456

➡￥１,６７４
賞味期限2022年11月
OLEARIA社のBIO、
マイルドな味と香りに
仕上げていて、洋風
料理だけでなく和風
料理にもとても相性
がよいオイルです。

※こちらもクーポンコード対象品
オリーブオイル
キャンティクラシコの生産者より送られた
特別なオリーブオイル！

IGP

FATTORIA

SANTOSTEFANO
500 ml ￥3,996 ➡￥２,９９６
賞味期限2022年11月

しなやか、滑らか! 調味料に完璧に
マッチする柔らかな味わいと舌触り !!
余韻のある、タッチの柔らかい「旨味」をふんだんに
含んだ刺激の少ない味わい !! 苦味が極めて少なく、
オリーブの芳醇な味わいを果実の様に味わえる、
「オリーブのジュース」的な鮮度豊かな味わいです。
故に調味料とのマッチングの素晴らしさが光る、
類稀なオリーブオイルです

