
2022  春夏のご愛顧大感謝セール 
ご登録のお得意様限定！ 特別なご案内です !!  

 通信販売「お届け便」のお知らせ【最終弾】  

 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。 
 

有効期限 2020年4月➡2022年11月 2020年12月➡2022年11月   

★２０２２年開催予定のイベントご案内 !!  

通販でご利用の場合は､お持ち頂くか､ご郵送にて確認させて頂きます。   

 ※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。 

※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 。 

※ 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。 

   

電話 

郵送 

FAX 

メール 

送料及び各詳細は別紙 

にてご案内しています。 

２０２２年８月末まで！  

   ＃ギガ 

キャンペーン 

 ３大特典 

お買上げ３万円(税込)以上で１,０００円キャッシュバック  さらにお客様で直接の 

お引取りの場合、お買物金券1,000円進呈（お客様直接のお引取りの場合､合計2,000円分の特典） 
※キャッシュバック分はご購入分合計額より引かせていただきます。 

お引取りのお客様限定 

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 !    圧力鍋 

ノビア･イージーアップ・ 

ラゴ フュージョン ５L 
NOVIA EASYUP 
 LAGOFUSION 

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。   

新オープニングシステム 

「イージーアップ」  
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。  

２段階の圧力設定で 

幅広い料理に対応  
食材によって低圧/高圧を 

お選びいただけます。  

￥40,700 

バスケット・レシピブック付き 

圧力鍋お買上げの 

お客様にもれなく 

オリジナル普通ぶた 

ステンレス製 

￥5,060相当  

定価￥35,200 ➡￥29,920 

「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。 

定価￥13,068    

➡￥9,790 

 KMix 

（ケーミックス） 

ポップアップトースター 

 

ハンドブレンダー 
定価￥12,100    

  ➡￥9,350 

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 

ヘンケルス HI スタイルエリート 

日本製    

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 

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 

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 

￥16,500 

➡

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 

 

ステンレス 

クリーナー 

定価￥1,518   

 ➡￥1,045 

  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、 

    魅惑のハーモニー!! 
 

シャローパン24cm 

￥29,700 ➡￥17,600 
 

 ソースパン14cm 

￥20,900 ➡￥12,100 
 

シチューポット20cm  

￥29,700 ➡￥17,600 
 

￥12,650 

ペティナイフ￥3,300 

➡
小包丁（140mm） 

￥3,850 ➡

三徳包丁（180mm）  

￥4,400 ➡

洋包丁（180mm） 

￥4,400 ➡

ヴィンテージ ラウンド 

   スペシャル ココット 
   12cm￥18,700  

   ➡￥9,460 

 

ブレイザー・ソテーパン26cm 

￥39,600 

➡￥28,050 

ストウブ ココットシリーズ 

 ピコ・ココット ラウンド 
 24cm￥40,700➡￥28,820 

 22cm￥36,300➡￥25,520 

 20cm￥30,800 ➡￥22,220 

18cm￥27,500 ➡ ￥19,800 

16cm￥23,100 ➡ ￥14,300 

ピコ・ココット オーバル 

27cm￥40,700 ➡￥28 ,820 

23cm￥31,900  ➡￥21,450 

17cm￥25,300 ➡￥15,180 

ピュアグリル26/30cm 
26cm￥18,700 ➡￥12,430    

30cm￥24,200➡￥16,720 ココットDE・GOHAN 

 S 定価￥17,600 ➡￥１3,420 

 M 定価￥24,200 ➡￥18,700 
ステーキプレート 
27×20cm スキレット１６cm ウオックパン2４cm 

￥17,600➡￥12,650 定価￥13,750   

➡￥8,250 
  定価￥20,350   

➡￥15,262 

ストウブ キッチンツール ・・・・・ 

 ３種各定価￥2,310 ➡￥１,617 
３種各定価￥2,640 ➡￥１,848 

LE  CHAWAN  
 ル・チャワン  
M ￥2,750  

➡￥2,200    
L ￥3,850  

➡￥3,080 

 サービング ボウル 14cm 

 ヴィンテージカラー 
（ターコイズ・アイボリー・ 

 アンティークグレー・コッパー） 

 定価￥3,300 

➡￥2,062 

  オーバルディッシュ17cm 

          定￥3,850 

         ➡￥2,860 

レクタンギュラーディッシュ 
                         14cm定価￥3,850 

                       ➡￥2,860 

しゃもじ スパチュラ 

レードル 

 

スキミング 

 
マルチスプーン 

ウオックターナー 

 

ガラス蓋 20cm ￥1,331  24cm   ￥1,584 

28cm ￥1,716   26cm   ￥1,672 
 

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    
 

20cm  24cm   28cm  

 

26cm 

ウオックパン （ガス火用） 

2４cm ￥4,104 ➡￥2,860 

28 cm ￥5,280 ➡￥３,520 

 

BawLoo バウルー 
 サンドイッチトースター 
 シングル・ダブル（日本製） 

各定価￥5,500    

➡￥3,300 

ワッフルトースター 

 定価￥5,940   ➡￥3,564 

取っ手がたためる 

 グリルパン２４ｃｍ 

定価￥7,700    

➡￥3,850 

エッグパン（卵焼き） 

定価￥4,180    

➡￥2,530 

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） 

20cm ￥2,750  ➡￥2,200 

24cm        ￥3,060   ➡ ￥2,420 

26cm       ￥3,300   ➡￥2,640 

28cm    ￥3,850  ➡￥2,860 

深型24cm ￥3,630   ➡ ￥2,860 

深型28cm ￥4,400   ➡ ￥3,300 
 

石の様に硬く丈夫 

なコーティング  

Made in Italy    

Made in Italy    

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。  

20cm ￥6,050  ➡￥4,180 

24cm       ￥7,150   ➡￥4,620 

26cm      ￥7,700   ➡ ￥5,390 

28cm      ￥8,250    ➡ ￥5,720 

深型24cm￥7,700    ➡ ￥5,390 
 

Made in Italy    

セラミック コーティング・フライパン 

セラミック コーティング・フライパン Bologna   
20cm ￥6,050  ➡￥4,180 

24cm       ￥6,600   ➡￥4,620 

28cm      ￥7,150  ➡ ￥5,060 

深型28cm￥7,700  ➡ ￥5,500 
 

IH対応  ボローニャ  

20cm  ￥7,700   ➡ ￥4,070 

26cm  ￥8,800     ➡ ￥4,620 

深型24cm￥8,800  ➡￥4,620 

深型28cm￥9,900  ➡￥5,280 
 

ZWILLING   Carrara Plus   

カラーラ プラス  
IH 

 対応  
Made in Italy    

Made in Italy    

PAVIA   

バルサミコ  

     ディ  

     モデナ IGP  
Silver シルヴァー 
モスト：70%    熟成：10年   

秋のミニセール 秋のファミリーセール 

 10時～17時 【10月DM送付予定】 

※イメージ  

※イメージ  

※イメージ  

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 
IH対応 

 

特典１ 

特典２ 

グラファイトグリラー 

         ロイゾン社・パネットーネ  -  パンドーロ 

イタリアのクリスマスケーキ  
「予約受付中」8月末締め切り               エクストラ 

            ヴァージン 

      オリーブオイル 

 通販 感謝祭 

お買得特別セット 
 

さらに値下げ！  

さらに値下げ！  

   各メーカー値上げのなか！ 

 価格据え置き続行中 ! 
 さらに一部値下げ !! 
      是非この機会に  



レクタングル シール蓋付 

深型S  ￥1,540 

深型M ￥2,035 

深型L ￥2,310 

手持ちストッカー 

角型シール蓋付  

        S ￥2,860 

   ➡会員価格  

バターケース浅型200g用 
￥3,300 

深型450g 
￥3,850 

➡会員価格 

 

手札      ￥1,210  

キャビネ ￥1,320 

21取     ￥1,430 

18取     ￥1,540 

15取     ￥1,650  

12取     ￥1,870  

12cm ￥1,320  

14cm ￥1,430  

16cm ￥1,540  

18cm ￥1,650   

20cm ￥1,760  

22cm ￥1,980  

26cm ￥2,640  

 手持ちパンチングストレイナー 

 16cm ￥2,750 ➡￥2,200 

 23cm ￥4,400  ➡￥3,520 

  ステンレスボール 

 16cm ￥1,980 ➡￥1,595 

 19cm ￥2,530  ➡￥2,035 

YANAGI  SORI 

ボール 

【正規輸入品】 

世界に誇る逸品 「パボーニ」 

エスプレッソ コーヒーマシン 

         訳あり（小キズなど） 

        プロフェッショナル 
                 （黒・グリップ） 

    ￥253,000 

１客(径10cm) 

￥2,200￥1,045  

ワイングラス
Burgundy Grand 

  ６客セット(BOX入り) 

 ￥13,200 ➡￥5,280  

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 

  O L I O     オイル  

 S O I A   醤油 

   A C E T O    ヴィネガー    

各￥6,600  

➡￥2,145  

ソムリエ コルクスクリュー  

SX  ￥14,300  

➡

･･･ ペット用品 ･･･ 

グリップトップ ￥2,750 ➡

バット 

ナチュラル・ 

カッティングボード 

￥6,050➡

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 

ステンレス T型 

ワイドピーラー 

キャベツの千切りに便利なピーラー  

     定価￥1,980 ➡￥1,485 

Made in  

Tsubame 

オリーブ天然木 

※イメージ 

※イメージ 

GOA  Black-SILVER 

クチポール 
「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 

   テーブルスプーン 

￥1,980➡

フルーツフォーク 
  ￥1,650 

   ➡

ティースプーン 

￥1,045 ➡
テーブルナイフ 

￥3,080 ➡

テーブルフォーク 

￥1,980➡

※イメージ 

※イメージ 

【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。 

WF-1 天然木￥12,100 ➡

WF-1 DX  

天然木￥13,200 ➡

Design  アイリーン・グレイ       
Design  

       

一人掛け 

¥338,800  

➡ ¥207,000  

ヒルハウス 
       42×35× 

       140(H)cm    

サイドチェアー 

46×48×78(H)cm   

アームチェアー 

57×62×78(H)cm   

¥130,680  

 ➡ ¥78,400  

   ¥261,360  

➡ ¥156,800  

¥145,200  

➡ ¥99,000  

MADE IN ITALY       

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

鮮度 

最大５倍 
長持ち 

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。 

 

 

真空保存 

コンテナ 
 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。 

真空保存 
ランチボックス 

 

 
真空保存の美味しさを詰め 

込んで、鮮度あるお弁当に。 

 

ワインシーラー 

  コルクを抜いても 

変わらぬおいしさ｡ 

 
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。 

 

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 

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 

スターター 

７点セット 

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 

 

 ３個セット￥1,480 

   ➡

￥7,980 

   ➡

S  0.5L￥980 ➡￥810 

M 0.8L ￥1,480 ➡￥1,210 

L 1.6L ￥1,980 ➡￥1,619 

S10枚入 ￥1,280 ➡￥1,047 

M10枚入 ￥1,780 ➡￥1,457 

 L 3枚入￥780 ➡￥638 

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 

万能シリコンスプーントング 

     ￥2,200 ➡

キッチングリップス 
（ミトン・鍋つかみ） 

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 

 

 

お料理の先生も､プロも惚れ惚れする キッチン小物！ 

￥3,300 ➡

定価￥8,980  ➡￥7,350 

キッチンツール４点セット 

 天然木¥3,520➡¥880  

猫砂（芳香） 

￥2,640➡￥990 

エバークリーン 

折り返しを伸ばせば肘近くまで！ 

 

 

18-10 ステンレス 

マッキントッシュ 

マルチ ガラスボード  

       スモール 

  ￥3,300 ➡

※イメージ 

※イメージ 

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。 

スクエア シール蓋付 

S  ￥1,375 

M ￥2,035 

L  ￥2,310 

レクタングル シール蓋付 

浅型S  ￥1,540 

浅型M ￥2,420 

浅型 L  ￥2,585 

ぬか漬け美人 
￥4,180 

オイルポット 

（カートリッジ付き） 
                 ￥7,700 

       ➡会員価格 

ホワイトシリーズ 

ボタンひとつで鮮度をキープ 
 

 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。 

ジップトップ プラチナシリコン 

Lサイズ（25.5×10.1×12.5cm）￥2,970 

Mサイズ（23.3×8.8×11.5 cm）￥2,420 

Sサイズ（20×7.5×10.5 cm）￥1,980 
※S・M・L 各サイズ  

ラベンダー、ティール、 

フロスの３色 

      保存容器・調理用（レンジ） 
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！ シリコン  

メジャーカップ 
150ml（ミニ）￥1,100  

500ml（中）￥2,200   

アングルド メジャーカップ 
60ml ￥550  

250ml ￥1,320  

500ml  ￥1,650   

1000ml ￥2,200  

味噌こしセット 

￥3,080 ➡会員価格

カスアゲ大 

￥1,650➡会員価格 

縦型ピーラー 

￥1,100➡会員価格 

ソフトターナ￥1,320 ➡会員価格

シリコンスプーントング 

￥2,090 ➡会員価格

アボカドスライサー 

￥1,100 ➡会員価格

シリコン 

  ポッドホルダー 

     ￥1,320 ➡会員価格

各種キッチンツール 

会員登録いただいたお客様だけの特別価格 !!  
 

※オンラインストアでは 「Zip Top・OXO・野田琺瑯」の商品は「会員登録後に会員価格 

（DM価格）」としてご購入いただけます。会員登録の上、ログインした状態でご覧いただきま 

すと、表示される「会員価格」にてお買い物いただけます。オンラインストアをご利用の際 

は必ずログインした状態でご利用くださいます様お願いいたします。※既に会員登録いた 

だいているお客様は、ログインのみで「会員価格」でのお買い物をお楽しみいただけます。 
 

 

 

 

※イメージ 

※イメージ 

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） 
味噌こしセット 

￥3,520 ➡
スキマー￥1,980  

➡

      チーズ  

  スライサー 

￥2,750 ➡

グレープフルーツ ナイフ 

￥1,430 ➡
コンビ オープナー 

￥1,870 ➡

２トーン ￥1,650 ➡

茶葉がジャンピングしやすい大きな茶こし 

です。茶葉が良く開くので香り・旨みを引き 

出します。茶こしのメッシュが細かいので 

深蒸し茶もおいしく入れられます。 

耐熱ガラス製器具/熱湯用 耐熱温度 １２０℃ ※直火にはかけられません。 

“Cold Brew” コールドブリュー（水出し） 
「水出し」とは、お湯ではなく、最初から水で淹れる低温 

抽出方法。ゆっくり時間をかけて抽出するので、茶葉や 

コーヒー本来の旨味が味わえます。 

 

 

 

フィルターインボトル 

茶葉本来のまろやかな旨み 750 ml ￥2,200 ➡ 

 Sサイズ￥1,980 ➡￥1,485 

    Mサイズ￥2,200   

      ➡￥1,650 

スクエアコンテナ・クリア（ガラス製） 
ガラスの一夜漬け器 S 500 ml 

￥2,420 ➡ 

300 ml ￥2,200 ➡ 

ロンフィーベット S  サイズ（60×40cm）  

   ￥7,150 ➡￥3,080 
          M  サイズ（80×50cm）  

                     ￥9,350  

           ➡￥3,800 

M 
S 

      タリアセン 
 

ダイニング テーブル 
192×98×(H)73cm 

アメリカン・チェリー材  

天板 6.0cm   

LC10  

ダイニング テーブル 
120×80×(H)72cm 

強化ガラス（12mm厚）    

¥228,800 ➡ ¥99,800  ¥638,000 ➡ 290,000  
Design  ル・コルビジェ（近代建築の巨匠）       

直輸入リプロダクト家具大放出（送料込み※沖縄･離島除く）   

Design  フランク・ロイド・ライト（近代建築の巨匠）       
LC3 グランコンフォート 
            98×73×(H)65cm    

特別価格 リバースキャリー  

￥17,600 ➡￥1,650 

※一部に難あり（メッシュ部内側の 

縫い付けにバイアステープ止めなし！ 

アーバンキャリー   

￥17,600   

➡￥3,850 

※イメージ 

※イメージ 

※イメージ 

WF-5 ￥7,700  

     ➡

ステンレスマルチバスケット 

径18.5cm ￥3,300 ➡￥1,650 

会員価格 会員価格 

会員価格 会員価格 会員価格 

会員価格 
会員価格 

会員価格 



ソアヴェ（白）６本set             ￥14,520⇒⇒ 会員価格 
    柑橘の様な溌溂とした果実味と爽快な香りの、歯切れの良い味わいです !  
 

サンタンティモ ロッソ（赤）６本set    ￥15,180⇒⇒ 会員価格 
    軽～く濃厚で、気軽に飲める人気のストレイナーの赤ワイン ! 。 
 

キャンティ クラシコ（赤）６本set     ￥19,800⇒⇒ 会員価格 
    みんな大好き ! あの定番の赤ワインが 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  ￥21,780⇒⇒ 会員価格 
   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！ 

  ※イメージ 

② 

③ 

シチリアのレモンを彷彿する白！ 

 ミドール 

（白/スッキリ） 

④ 昨年は即完売！ 
滑らか＆ジューシーなワイン 

 ラジャ（白/果実味豊か） 

⑥ 

⑧ 

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！ 

① シチリアの太陽が育んだ白！ 

グリッロ 

（白/スッキリ） 

⑤ 

⑦ 

⑨ ⑩ 

⑫ 

夏の暑さを吹き飛ばす 

シチリア産!  

（白/微発泡/スッキリ） 

⑬ 

⑭ 
夏の味！再び見参！ 

グィっと飲めるナチュラル・ワイン 

 エタベタ・ロゼ・フリッツァンテ 

（ロゼ/微発泡/ライト） 

元祖 ! 
赤のシュワシュワ !  

マジア（赤/微発泡） 

エミリアー 

ロマーニャ州 

トスカーナ州 

⑪ 

香ばしく！ 
ちょっと濃厚な味！ 

リパッソ 
（赤/フルボディ） 

ヴェネト州 

永遠のベストセラー！ 

キャンティクラシコ 

（赤/ミディアムボディ） 

ちょっと濃くて飲みやすい！ 

サンタンティモ ロッソ 
 （赤/ミディアム・フルボディ） 

※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。 

※未成年者への酒類の販売は固くお断りしております。  

■６本セット（￥11,286 ＠1,881）もございます  

（シチリアワイン６本セットでもご用意）  

税込価格 

シチリア州 
￥2,695⇒会員価格

シチリアの定番白ワイン！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♪ 

￥3,190⇒会員価格

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♪ 

￥3,080⇒会員価格

￥3,520⇒会員価格

シチリア州 

￥3,520⇒会員価格 ￥3,080⇒会員価格

シチリアらしい豊かな果実味

￥2,970⇒会員価格 ￥2,530⇒会員価格

￥2,750⇒会員価格
￥3,300⇒会員価格

￥2,750⇒会員価格

￥8,580⇒会員価格￥4,950⇒会員価格￥3,850⇒会員価格

★会員登録いただいたお客様だけの特別価格 !!   
【オンラインストアでのワイン・一部キッチン用品の販売価格について】 

従来の「クーポンコードご利用によるDM価格適用」方式から、 

「会員登録後に会員価格（DM価格）」としてご利用いただける 

方式に変更いたします。 

会員登録の上、ログインした状態でご覧いただきますと、表示される 

「会員価格」にてお買い物いただけます。オンラインストアをご利用の際は 

必ずログインした状態でご利用くださいます様お願いいたします。 

※既に会員登録いただいているお客様は、ログインのみで 

「会員価格」でのお買い物をお楽しみいただけます。 
 

 

 

Buyer's  
selection  

グレープフルーツの様な厚みのある果実味 

を誇る白ワイン！更にグルっと喉に流れこ 

む様なミネラルが実に心地よい、力強さと 

バランスにも長けた嬉しい一本です！ 

ちょっと濃厚で 
ジューシーな白 

 ブリッコ・サンミケーレ 

（白/果実味豊か） 

今がベストの飲み頃です！ 

エタベタ・ビアンコ 

（白/果実味豊か） 

ライチの様なアロマティックな香り。 

親しみ易いジューシーな果実の味わ 

いが綺麗に出ている魅惑的、且つ 

上品な味わいの白ワインです！ 

これ迄何度となく、おススメしてきたエタベタ。 

バイヤー自身が身震いする程素晴らしいコン 

ディションになっています！ 洋ナシ、夏ミカン、 

かりん等の厚みのある味わいは余韻も 

たっぷり。。。// ｢今」を逃さないで！ 

鮮やかでキリッと美味い！ 

 パルマレス 

（ロゼ/泡） 

トスカーナ州 

(シチリアワイン6本ｾｯﾄでもご用意) 

トスカーナ州 

手頃なお値段で、気軽に楽しめる人気の 

赤ワイン！ちょっと濃厚さもあるのが嬉 

しい一本です！ケース売りもご用意して 

おります！ 

■６本セット（￥8,652＠1,442）もございます  

愚直なまでに「食事に寄り添う」優しきお食事ワ 

イン、キァンティクラッシコ！生産者エレナも絶 

賛の2017ヴィンテージは、ホッとする味わい。 

イタリアワインの絶対的王道である安心の味わい 

です！ 

｢赤のシュワシュワ」でお馴染み、マルコ 

の作る「しっかりめ」の赤ワイン。熟れた 

イチジクや野草のフレーバーと濃密な果実 

味のコントラストはクセになります！ 

農夫マルコの濃厚ワイン！ 

ペリジェオ 
（赤/フルボディ） 

エミリアー 

ロマーニャ州 

濃厚な高級ワイン・アマローネの搾りかす 

を、同じ葡萄による赤ワインに入れて再度 

発酵させた、「しっかりめ」のワインです！ 
複雑なハーブ等の風味もたっぷりと味わ 

える、リッチな赤ワインです！ 

イタリアの銘酒バローロが入荷です！美しき 

果実味、しっかりした骨格、それでいて実に 

しなやか。熟成したバローロの魅力を余すと 

ころなく示した、バイヤー 自信の逸品です。 

バローロ 
（赤/フルボディ） 

ピエモンテ州 

シチリア州 

シチリア州 ピエモンテ州 

トスカーナ州 

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！ 
キリット冷やして、グイっと飲んでください！ 

ゴルギトンディ社シチリアワイン６本set   
        グリッロ（白）/ミドール（白）/ローザディヴェンティ（ロゼ） 

       パルマレス（ロゼ/泡）/ネロダーヴォラ（赤）/ソランテ（赤） 

       ￥18,260  ⇒⇒ 会員価格 
 

※予定数を超えた場合は商品の変更等もあります、ご了承ください 。 
 

(シチリアワイン6本ｾｯﾄでもご用意) 

 2022春夏のおすすめ 

ワイン「お届け便」最終弾 

ご案内 
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  

ご自宅でもステキに美味しい ! 

美味し～～いッ、バルサミコ３種が入りました！  果汁の割合が６０％～７０％の濃密で旨味の強いバルサミコ酢です！ 
カラメル不使用の本格派 !! リンゴの様な爽やかさを醸しつつ、粘性と奥行きの深い 

味わいが見事に出ていて、レストランのシェフ達にも高評価を頂く逸品です!!  果実味豊かで芳醇な味わいのバルサミコ ディ モデナ IGP  

ブロンズよりも軽い粘りと奥行き 

のある味わい。爽やかさを持ち 

ながらも葡萄の自然な甘みが加 

わり、より上品な仕上がりです。 

 お手頃な ! ! Bronze ブロンズ 
              モスト：60%   熟成：5年 
 

      サラリとした口当たりに、爽やか 

      なリンゴを思わせるタッチの柔ら 

      かい酸味が特徴です。サラダ等 

      軽い料理にもおススメです。 

明らかに旨味と気品のある果実味 

が感じられ、味わい自体に奥行き 

    が感じられる。酸味と果実の甘 

    み、香りの豊かさのバランスが 

    素晴らしい一本。 

満を持してついに上陸！シチリア産の 

｢夏を吹き飛ばす｣ワインです！爽快な 

柑橘味と細かな泡が、夏の蒸し暑さを 

吹き飛ばしてくれますよ！ 

初登場 ! 

シチリア州 

暑い夏に大好評のナチュラルなロゼワインが 

再び入荷！極細かい泡と透明感豊かなチェリ 

ー＆ベリーの果実味が最高！グイっと飲め 

ちゃう夏にもってこいのワインです♪ 

Silver シルヴァー 
モスト：70%   熟成：10年   

Gold ゴールド 
モスト：80%    熟成：15年   

250ml（箱入り） 

￥3,240➡会員価格   250ml 

￥2,484➡会員価格   
250ml（箱入り） 

￥4,320➡会員価格   アチェタイア  マルピーギ社   

● サラダドレッシング： EXVオリーブオイル 大さじ4、ソルト・ペッパー 

   砂糖・おろしにんにく・少々、ホワイトビネガー大さじ2・バルサミコ酢 

   大さじ2、全てをボウルに入れよく混ぜる。ベビースピナッチと生ハム 

  のサラダにレジャーノのパウダーとスライスをのせれば、いつもの 

   サラダが自宅でおしゃれな高級イタリアンに ! !  
● デザートに：バニラアイスに小さじ１、これだけで 

   美味しさに思わずビックリ!！ 
■ 肉料理のソース：醤油・はちみつ・バター・おろしにんにく・バルサミコ酢を 

   お肉を焼いたフライパンの中に入れ煮詰める。特にローストビーフや 

   ステーキに！少し手間をかけたコクのある濃厚なソースが相性抜群！ 

   是非おためしください ! ! 
 

※イメージ 

【･････バルサミコ酢を使って！ スタッフのオススメお手頃レシピ ! !  ･････】 



フィデーリ(1.7mm) ➡￥６４２ 

タリアテッレ(5mm平麺）➡￥７０２ 

カペリーニ(1.2mm)➡￥６４２  

フジッリ ブカーティ➡￥７４５ 

リガトーニ ジガンティ➡￥７４５ 

パスタミスタ➡￥７４５ 

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 

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  
 

リストランテ(1.5mm) ➡￥３０２     

ベルミチェッリ(1.7mm )➡￥３０２ 

リングィーネ(2mm）➡￥３０２ 

カペリーニ（1.2mm）➡￥３０２            

ヌーボレ(ツイスト形)➡￥４４２ 

ストラシナーティ(耳たぶ形)➡￥４４２  

ファルファローニ(ちょうちょ形)➡￥４４２ 

ステリーネ(小さな星形)➡￥４１０ 

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    

リーナの 

チョップドトマト缶  

  ➡￥１９４ 

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！黒トリュフの香り溢れる旨味豊かなピスタチオは絶品です！ピーナッツと併せてどうぞ！ 

ジュゼッペコッコ・パスタ 
最高級小麦と天然の湧き水使用 

マンゼッラ・パスタ 

シチリア産オーガニック  

イタリアン食材＆パスタソース  パスタ各種  

シチリアで育ったトマトのうまみたっぷりのトマト 

ピューレ。塩、コショウを加えるだけでかんた 

んトマトソースのできあがり！  

マンゼッラ パッサータ ディ ポモドーロ  

    330g ￥604･･･特売価格➡￥410      

トリュフ三昧の贅沢な食材が届きました！ 

ナッツの女王ピスタチオとキノコの王様が最高潮 ･･･！ 

トリュフ入りパスタソース180g➡￥８６４ 
グルメ垂涎の的トリュフをたっぷり加えた香りと味わい豊か 

な4種のパスタソースが入荷しました ! !  茹でたパスタに 

そのまま加えて混ぜるだけで、｢あの贅沢な｣香りと味わい 

が楽しめますよ！今や世界的大人気のトリュフを存分に楽 

しみましょう！!     クラッシック（トリュフ+マッシュルーム） 

ポルチーニ（トリュフ+ポルチーニ）、パルミジャーノ（トリュフ 

+パルミジャーノ）、トマト（トリュフ+トマト） 
トマト パルミジャーノ ポルチーニ クラッシック 

キノコの王の中の王、白トリュフと 

イタリアの国民的チーズ、パルミ 

ジャーノ・レッジャーノを合わせた 

濃厚で上品な風味のクリームです 

生クリームに溶けば、パスタや肉 

料理、茹でたジャガイモにも、芳 

醇な香りと旨味が楽しめますよ！ 

白トリュフ入りパルミジャーノクリーム 
パルミジャーノに白トリュフ香るクリーム 

なんとサマートリュフをスライスして、 

そのままオイルに漬けこんでおりま 

す！それも決して細かなモノではな 

く、中々の大きさです。ビフテキやオ 

ムレツの上に添えても！またカルボ 

ナーラやクリーム系パスタの上に散 

らしたら、もう言う事ありません！ 

   サマートリュフのオイル漬け 
     トリュフをそのまま！食べ応え充分 

５０g ➡￥８６４  
５０g ➡￥２,０５２  

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 

TARTUFI  JIMMY  

トリュフピーナッツ   
６０g ➡￥６２６  
トリュフ・ピスタチオ  

３６g➡￥９７２  

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 

価格高騰中の高級キノコ・ 

トリュフを気軽に楽しめる 

贅沢な品々が新登場！  

トリュフ・サルサ  ☆黒トリュフと 

マッシュルームを併せたペースト 
香りの黒トリュフと、旨味の 

マッシュルームを併せたキ 

ノコ好きにはたまらない味 

わい深いペースト。焼いた 

お肉やお野菜に軽く添えお 

楽しみください！ 

５０g ➡￥８１０  

グラノーロ・パスタ 

老舗パスタブランド  

カンパーニャの トマトソース  

New!

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 

スッキリとした苦みが特徴。  

アロマオロ（豆）１Kg ￥４,３２０ ➡￥３,１３２ 

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 ➡￥９７２  

エスプレッソの本場イタリアのトップメーカー  

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やか 

な酸味が特徴。 

ペリーニトップ缶（粉） 250g  

￥１,７２８ ➡￥１,２９６  

＂エクストラ ヴァージン･ オリーブオイル” 

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 !     
                                                                                                       

100% Italiano  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!  お早めに!!  

新入荷 
定番角瓶

 1000 ml￥4,212 ➡￥2,106 
      500 ml ￥2,268 ➡￥1,350 

        250 ml ￥1,404 ➡￥864 
 

賞味期限2023年 6月 

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。 

 

EU（ヨーロッパ）基準 

BIO 認証マーク 

〈有機栽培〉 

 

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。 

 

           最高級   

       キャンティ  D.O.P. 

   500ml ￥4,212➡￥１,７２８ 

250ml ￥2,268➡￥１,０２６ 
賞味期限2022年11月 
 

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。 

 

お買い得!! 
春夏のDM特別セット 

   角瓶ノストラーレ 1０００ｍl   

         ２本セット 
                賞味期限2022年11月 

            通販 通常価格 

           ￥3,996のところ 

         ･･･￥３,２４０ 
              ※ラベル染みあり! 

限定５０セット 
なくなり次第終了 

  

※イメージ 

新入荷 

Bio ビオ 750 ml  

   ￥3,456➡￥１,７２８ 
            賞味期限2023年6月 
 

地中海の太陽に輝くオリーブの実を連想させるヴェルデ。揚げ物、炒め物、 

サラダなどにぴったりのあっさり風味に仕上げられています。 
 

実は揚げ物（から揚げなど）にとても最適でお勧めしたい使い方の一つです。 

＜揚げ物にオリーブオイルを使うと＞ 

①油臭くなりにくい ②衣がカリッと仕上がる ③オイルのコクやうま味が増す。 
 

【オリーブオイル＆サラダ油（キャノーラ油）1：1での揚げ物】  

2つのオイルをブレンドすることにより、 

リーズナブルに数段グレードアップ、  

時間がたってもサクッとした衣が味 

わえるのでお弁当などに最適。 

NATALE - CHRISTMAS  2022  PANETTONE - PANDORO  

予約販売受付のご案内となります。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。 

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 

必要事項をご記入ください。 

 

★１２月初旬よりお届け予定★ 

  お歳暮・ギフトにも最適  「予約受付中」8月末締め切り  
       ロイゾン社・パネットーネ  -  パンドーロ  イタリア商事限定 

TOP LINE 

            パネットーネ 

        クラッシコ ５００ｇ 

￥6,912➡￥３,５６４ 
 

パネットーネ・クラッシコ  

   （レーズン・オレンジ・レモン）         

                  １ｋｇ￥9,504 

         ➡￥４,８６０ 
 

パネットーネ 

アマレーナ（ダークチェリー） 

５００ｇ ￥6,912➡￥３,５６４ 
 

パンドーロ・クラッシコ １ｋｇ 
（カカオバター・卵黄/しっとりふんわり） 

￥8,532 

➡￥４,３７４ 
 

パネットーネ リーガルチョコレート（生チョコ） 

     ６００ｇ ￥7,128➡￥３,６７２ 
 

パネットーネ 

クラッシコ ７５０ｇ 

（缶入り） 

￥9,936➡￥５,０７６ 

パネットーネ 

マンダリーノ（マンダリンオレンジ） 

７５０ｇ ￥7,992➡￥４,１０４ 
 

新入荷 

定番丸瓶 ヴェルデ 

１０００ｍｌ￥3,024➡￥１,６２０  
        賞味期限 2023年 6月 

 

丸瓶 ヴェルデ 1０００ｍl   

２本セット 賞味期限2023年 6月 

    通販 通常価格￥3,240のところ 

           ･･･￥２,８０８ 

通販 感謝祭!!特別セット 

  

南部プーリア州産の上質の 

オリーブオイルに新鮮なレ 

モンのフレーバーを加えた 

オリーブオイルです。爽や 

かな香りが食材の味わいを 

より一層引き立て、またさっぱ 

りと仕上げてくれる人気の 

  オリーブオイルです。 

 

レヴァンテ   
フレーバーオリーブオイル   

   レモン 250 ml 

 ￥1,458 

     賞味期限 

     2023.1 
 

アチェットバルサミコ 

 250ml  ￥2,916  

     ➡￥２,１６０ 

お手軽 

本格的 

バルサミコ 

クリーム  

 ➡￥９７２ 

  https/www.italia-shoji.com/store/user_data/category/panettone  
詳しくはパネットーネ 

ホームページより ･･･  

 


