
No 商品名 定価 通販価格(税込) 数量 小計 数量 小計

1 Lagostina 圧力鍋ノビア・イージーアップ　　5L バスケット付 ¥40,700 ¥30,525
　　　　※専用替え蓋プレゼント

2 アルモニア　　　シチューポット　20cm ¥29,700 ¥17,600
3 アルモニア　　　ソースパン　　　14ｃｍ ¥20,900 ¥12,100
4 アルモニア　　　シャローパン　　24ｃｍ ¥29,700 ¥17,600
5 キッチンツール６点セット　ラック付き ¥12,650 ¥8,800
6 ステンレス専用磨き粉　　スピカ ¥1,518 ¥1,045
7 BAWLOO バウルー　サンドイッチトースター シングル ¥4,950 ¥3,630
8 バウルー　サンドイッチトースター ダブル ¥4,950 ¥3,630
9 バウルー　ワッフルトースター ¥5,280 ¥3,960

10 BALLARINI 取っ手がたためる　グリルパン 24cm ガス火 フッ素樹脂 ¥7,700 ¥3,850
11 エッグパン（卵焼き器）　　　　　　　　ガス火用 フッ素樹脂 ¥4,180 ¥2,530
12 Firenze  ウオックパン 24cm　　    ガス火用 フッ素樹脂 ¥4,104 ¥2,860
13 Firenze  ウオックパン 28cm　　    ガス火用 フッ素樹脂 ¥5,184 ¥3,520
14 ZWILLING Carrara Plus  フライパン  20cm　　　IH対応 セラミックコーティング ¥7,700 ¥4,070
15 Carrara Plus  フライパン  26cm　　　IH対応 〃 ¥8,800 ¥4,620
16 Carrara Plus  フライパン深型 24cm IH対応 〃 ¥8,800 ¥4,620
17 Carrara Plus  フライパン深型 28cm IH対応 〃 ¥9,900 ¥5,280
18 BALLARINI Bologna　　フライパン 20cm　　　     IH対応 セラミックコーティング ¥6,050 ¥4,180
19 Bologna　　フライパン 24cm　　  　   IH対応 〃 ¥6,600 ¥4,620
20 Bologna　　フライパン 28cm　　     　IH対応 〃 ¥7,150 ¥5,060
21 Bologna　　フライパン深型 28cm     IH対応 〃 ¥7,700 ¥5,500
22 BALLARINI Torino  　 フライパン 20cm  　　　    IH対応 グラニチウムコーティング ¥6,050 ¥4,180
23 Torino  　 フライパン 24cm  　　　    IH対応 〃 ¥7,150 ¥4,620
24 Torino  　 フライパン 26cm  　　　    IH対応 〃 ¥7,700 ¥5,390
25 Torino  　 フライパン 28cm　 　 　    IH対応 〃 ¥8,250 ¥5,720
26 Torino　   フライパン 深型24cm　    IH対応 〃 ¥7,700 ¥5,390
27 BALLARINI Pavia  フライパン 20cm　　　　   ガス火用 グラニチウムコーティング ¥2,750 ¥2,200
28 Pavia  フライパン 24cm　　　　   ガス火用 〃 ¥3,060 ¥2,420
29 Pavia  フライパン 26cm　　　　   ガス火用 〃 ¥3,300 ¥2,640
30 Pavia  フライパン 28cm　　　　   ガス火用 〃 ¥3,850 ¥2,860
31 Pavia  フライパン 深型24cm　   ガス火用 〃 ¥3,630 ¥2,860
32 Pavia  フライパン 深型28cm 　  ガス火用 〃 ¥4,400 ¥3,300
33 BALLARINI フライパン用　ガラス蓋　20cm たためるツマミ ¥2,420 ¥1,430
34 フライパン用　ガラス蓋　24cm たためるツマミ ¥2,640 ¥1,760
35 フライパン用　ガラス蓋　26cm　サレント蓋 ¥2,530 ¥1,925
36 フライパン用　ガラス蓋　28cm たためるツマミ ¥2,860 ¥2,090
37 BALLARINI シリコン 蓋  S （22cm） ワンプッシュ密封 鍋敷きにも ¥2,200 ¥1,540
38 シリコン 蓋  M （27cm）　　　〃 〃 ¥2,640 ¥1,870
39 シリコン 蓋  L （32cm）　　　〃 〃 ¥3,080 ¥2,200 ¥11,000 ¥8,360 ぺパー 用
40 staub ｺｺｯﾄ　ラウンド   18cm   ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝﾚｯﾄﾞ 鋳物 ¥26,400 ¥19,800

ｺｺｯﾄ　ラウンド   18cm   ﾊﾞｼﾞﾙｸﾞﾘｰﾝ 〃 ¥26,400 ¥19,800
41 staub ｺｺｯﾄ　ラウンド   20cm   ｸﾞﾚｰ　 鋳物 ¥28,600 ¥21,450

ｺｺｯﾄ　ラウンド   20cm   ﾁｪﾘｰ　　 〃 ¥28,600 ¥21,450
ｺｺｯﾄ　ラウンド   20cm   ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ　　 〃 ¥29,700 ¥22,220
ｺｺｯﾄ　ラウンド   20cm   ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝﾚｯﾄﾞ 〃 ¥29,700 ¥22,220
ｺｺｯﾄ　ラウンド   20cm   バジルグリーン 〃 ¥29,700 ¥22,220

42 staub ｺｺｯﾄ　ラウンド   22cm   ｸﾞﾚｰ　　 鋳物 ¥33,000 ¥24,750
ｺｺｯﾄ　ラウンド   22cm   ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝﾚｯﾄﾞ 〃 ¥34,100 ¥25,520 　ヘンケル
ｺｺｯﾄ　ラウンド   22cm   ﾊﾞｼﾞﾙｸﾞﾘｰﾝ　 〃 ¥34,100 ¥25,520

43 staub ｺｺｯﾄ　ラウンド   24cm   ﾌﾞﾗｯｸ　　 鋳物 ¥37,400 ¥28,050
ｺｺｯﾄ　ラウンド   24cm   ﾁｪﾘｰ　　 〃 ¥37,400 ¥28,050
ｺｺｯﾄ　ラウンド   24cm   ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ　　 〃 ¥38,500 ¥28,820
ｺｺｯﾄ　ラウンド   24cm   ﾊﾞｼﾞﾙｸﾞﾘｰﾝ 〃 ¥38,500 ¥28,820

44 staub ｺｺｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ    17cm   ﾁｪﾘｰ 鋳物 ¥24,200 ¥15,180
45 staub ｺｺｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ    23cm   ﾌﾞﾗｯｸ　　 鋳物 ¥28,600 ¥21,450

ｺｺｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ    23cm   ｸﾞﾚｰ 〃 ¥28,600 ¥21,450
46 staub ｺｺｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ    27cm   ﾌﾞﾗｯｸ　　 鋳物 ¥36,300 ¥27,170

ｺｺｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ    27cm   ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ　　 〃 ¥38,500 ¥28,820
ｺｺｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ    27cm   ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝﾚｯﾄﾞ　 〃 ¥38,500 ¥28,820

47 staub ピュアグリル ラウンド 26cm グレー 鋳物 ¥16,500 ¥12,430
ピュアグリル ラウンド 30cm ブラック 〃 ¥22,000 ¥16,720
ピュアグリル ラウンド 30cm  チェリー 〃 ¥22,000 ¥16,720

No 商品名 定価 通販価格(税込)

48 staub ブレイザー・ソテーパン 26cm チェリー 鋳物 ¥37,400 ¥28,050

49 staub ウォックパン　２４ｃｍ　　　　ブラック 〃 ¥17,600 ¥12,650
ブレイザー・ソテーパン 26cm ブラック 〃 ¥37,400 ¥28,050

スキレット　16cm            ﾁｪﾘｰ 〃 ¥11,000 ¥8,250
50 staub スキレット　16cm            ﾌﾞﾗｯｸ 鋳物 ¥11,000 ¥8,250

ｺｺｯﾄDE GOHAN　 S       　グレー　 〃 ¥15,400 ¥12,430
51 staub ｺｺｯﾄDE GOHAN　 S        ブラック　 鋳物 ¥15,400 ¥12,430

ｺｺｯﾄDE GOHAN　 S       グレナディンレッド 〃 ¥16,500 ¥13,420
ｺｺｯﾄDE GOHAN　 S        チェリー　 〃 ¥15,400 ¥12,430

ｺｺｯﾄDE GOHAN　 M        ｸﾞﾚｰ　 〃 ¥20,900 ¥16,830
52 staub ｺｺｯﾄDE GOHAN　 M        ﾌﾞﾗｯｸ　 鋳物 ¥20,900 ¥16,830

ｺｺｯﾄDE GOHAN　 M        ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝﾚｯﾄﾞ 〃 ¥23,100 ¥18,700
ｺｺｯﾄDE GOHAN　 M        ﾁｪﾘｰ 〃 ¥20,900 ¥16,830

ﾚｸﾀﾝｷﾞｭﾗｰ ﾃﾞｨｯｼｭ　　14cm　　ｸﾞﾚｰ 〃 ¥3,850 ¥2,860
53 staub ﾚｸﾀﾝｷﾞｭﾗｰ ﾃﾞｨｯｼｭ　　14cm　　ﾀｰｺｲｽﾞ セラミック ¥3,850 ¥2,860

ﾚｸﾀﾝｷﾞｭﾗｰ ﾃﾞｨｯｼｭ　　14cm　　ｺｯﾊﾟｰ 〃 ¥3,850 ¥2,860
ﾚｸﾀﾝｷﾞｭﾗｰ ﾃﾞｨｯｼｭ　　14cm　　ﾎﾜｲﾄ 〃 ¥3,850 ¥2,860

ｵｰﾊﾞﾙ ﾃﾞｨｯｼｭ　　　　　17cm　　ﾎﾜｲﾄ 〃 ¥3,850 ¥2,860
54 staub ｵｰﾊﾞﾙ ﾃﾞｨｯｼｭ　　　　　17cm　　ﾀｰｺｲｽﾞ セラミック ¥3,850 ¥2,860

55 staub Le Chawan （ﾙ･ﾁｬﾜﾝ）　M　10cm  ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ　　　 セラミック ¥2,750 ¥2,200
ｵｰﾊﾞﾙ ﾃﾞｨｯｼｭ　　　　　17cm　　ｺｯﾊﾟｰ 〃 ¥3,850 ¥2,860

Le Chawan （ﾙ･ﾁｬﾜﾝ）　M　10cm  KOHIKI　　　 〃 ¥2,750 ¥2,200
Le Chawan （ﾙ･ﾁｬﾜﾝ）　M　10cm  ﾊﾞｼﾞﾙｸﾞﾘｰﾝ　　 〃 ¥2,750 ¥2,200

Le Chawan （ﾙ･ﾁｬﾜﾝ）　Ｌ　12cm  ﾊﾞｼﾞﾙｸﾞﾘｰﾝ　　 〃 ¥3,850 ¥3,080
56 Le Chawan （ﾙ･ﾁｬﾜﾝ）　Ｌ　12cm  ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ　　　 セラミック ¥3,850 ¥3,080

57 staub 　キッチンツール しゃもじ ¥1,980 ¥1,485
Le Chawan （ﾙ･ﾁｬﾜﾝ）　Ｌ　12cm  KOHIKI　　　 〃 ¥3,850 ¥3,080

59 　キッチンツール スープレードル ¥2,200 ¥1,485
58 　キッチンツール スパチュラ ¥1,980 ¥1,485

61 　キッチンツール マルチスプーン ¥2,200 ¥1,595
60 　キッチンツール ウオック ターナー ¥2,200 ¥1,595

63 staub エプロン　 ¥2,750 ¥1,760
62 　キッチンツール スキミングレードル ¥2,200 ¥1,595

65 ZWILLING ﾂｲﾝｽﾍﾟｼｬﾙ パスタポット16㎝ ¥13,200 ¥7,590
64 HARIO ﾌﾀがｶﾞﾗｽのIH対応 ｽﾃﾝﾚｽ鍋 26 雪平 ¥6,600 ¥4,950

67 BRUNO グリルポット ¥13,200 ¥10,560
66 BRUNO コンパクト・ホットプレート ¥9,680 ¥7,480

70 PEUGEOT ゼリ　電動ミル　  径5.5×h14cm ソルト用
69 Cuisinart ハンドブレンダー　　　 ホワイト ¥12,100 ¥9,350
68 アラジン ポータブルガス・ホットプレート ¥18,700 ¥17,380

73 KKジロトンド キッチンボックス 1000 ml ¥6,380 ¥6,380
72 ALESSI バードケトル　ホワイト　２L（IH対応） 18/10ステンレス ¥24,200 ¥24,200
71 TANITA ｸｯｷﾝｸﾞｽｹｰﾙ　ｼﾙﾊﾞｰ KD-321 最大計量 3ｋｇ ¥5,500 ¥4,180

75 KKジロトンド キッチンボックス 500 ml ¥5,830 ¥5,830
74

NEW
KKジロトンド キッチンボックス 750 ml ¥6,050 ¥6,050

77 エスプレッソ・メーカー　３カップ（IH対応） 〃 ¥26,400 ¥26,400
76 エスプレッソ・メーカー　６カップ（IH対応） 18/10ステンレス ¥28,600 ¥28,600

79 ワイングラス BurgundyGrand　6客ｾｯﾄ BOX入り ¥13,200 ¥5,280
78 ツｳﾞｪリング ワイングラス BurgundyGrand 1客 ¥2,200 ¥1,045

81 ｿﾑﾘｴｺﾙｸｽｸﾘｭｰ　ｹﾞﾝﾒ ﾒﾀﾙ     WF1SX　 鉄・樹脂 ¥14,300 ¥4,180
80 Lgnoart ｿﾑﾘｴｺﾙｸｽｸﾘｭｰ　ﾛｴﾛ            WF5　 天然木 ¥7,700 ¥3,850

83 ｿﾑﾘｴｺﾙｸｽｸﾘｭｰ　ｹﾞﾝﾒ           WF1　DX　 天然木 ¥13,200 ¥4,730
82 ｿﾑﾘｴｺﾙｸｽｸﾘｭｰ　ｹﾞﾝﾒ           WF1　 天然木 ¥12,100 ¥4,400

85 bodum ミルクフローサー 15.9ｘ10.2ｘ17.8ｃｍ ¥3,300 ¥2,530
84 la Pavoni ｴｽﾌﾟﾚｯｿｺｰﾋｰﾏｼﾝ　Professional ※小キズ 100v / 750w ¥253,000 ¥132,000

87 nuova エスプレッソ　カップ　２客セット 56cc ¥1,650 ¥770
86 電池式ミルクフローサー　ｽﾃﾝﾚｽ 4ｘ3ｘ22ｃｍ ¥2,750 ¥2,090

89 Lagostina マキネッタ・エスプレッソ・メーカー６カップ グリーン ¥8,800 ¥2,640
88 POINT カプチーノ　カップ　２客セット 135cc ¥2,420 ¥990

マキネッタ・エスプレッソ・メーカー６カップ レッド ¥8,800 ¥2,640
マキネッタ・エスプレッソ・メーカー６カップ ブルー ¥8,800 ¥2,640

イタリア商事株式会社 FAX 045-910-1899  電話 045-910-1890   Mail  info@italia-shoji.co.jp ８月末日まで！ 

ご注文用紙 1 
まとめ買いがお得 ! 

オリーブオイル・イタリアン食材 

ワイン・キッチン用品＆雑貨 

配送先１箇所につき 

全国送料１,1００円（税込） 

 

 

※一部の離島を除く,お問合せください 

配送先１箇所につき２０,０００円(税込)以上お買上げで 

全国送料無料 ! ※一部の離島を除く 

 お問合せください 
 

キッチン用品・雑貨・家電  税込価格 ※商品は数に限りがございます。 

  なくなり次第終了とさせて 

 いただきます。 
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No 数量 小計 数量 小計

87

88 リッター ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ｵｲﾙﾎﾟｯﾄ ﾛｶﾎﾟ 18.5x14x21cm
89 20.5ｘ16ｘ3ｃｍ

24.2ｘ19.6ｘ3.5ｃｍ
90 26.6ｘ21.2ｘ3.8ｃｍ
91 29.6ｘ23.5ｘ4.3ｃｍ
92 32.7ｘ24.5ｘ4.8ｃｍ
93 ツヴィリング

94
95
96
97
98 ツヴィリング

99 （フレッシュ

100 ＆セーブ）

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112 真空耐熱ボトル ﾚﾎﾞﾏｯｸｽ2　600ｍｌ　
113 ﾂｳﾞｨﾘﾝｸﾞ 真空耐熱ボトル ﾚﾎﾞﾏｯｸｽ2　600ｍｌ　
114 ﾍﾝｹﾙ 真空耐熱ボトル ﾚﾎﾞﾏｯｸｽ2　600ｍｌ　
115 真空耐熱ボトル ﾚﾎﾞﾏｯｸｽ2　600ｍｌ　
116 真空耐熱ボトル ﾚﾎﾞﾏｯｸｽ2　600ｍｌ　
117 真空耐熱ボトル ﾚﾎﾞﾏｯｸｽ2　600ｍｌ　
118 ゼスターグレーター
119
120
121 Cutipol
122 （クチポール）

123
124
125
126 imperia
127 MARNA

128 EGIZIA
129
130
131 Noda Horo

（野田琺瑯）

132 Noda Horo

133 Noda Horo ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ｽｸｴｱ ｼｰﾙ蓋付　S 10.6x10x5.4cm
ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ｽｸｴｱ ｼｰﾙ蓋付　Ⅿ 12.4x12.4x8.4cm
ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ｽｸｴｱ ｼｰﾙ蓋付　L 20x15.8x10.5cm

134 Noda Horo ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ浅型 ｼｰﾙ蓋付　S 20.8x14.5x4.4cm
ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ浅型 ｼｰﾙ蓋付　Ⅿ 25.2x18.8x4.8cm
ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ浅型 ｼｰﾙ蓋付　L 29x22.8x5.7cm

135 Noda Horo ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ深型 ｼｰﾙ蓋付　S 15.4x10.3x5.7cm
ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ深型 ｼｰﾙ蓋付　Ⅿ 18.3x12.5x6.2cm
ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ深型 ｼｰﾙ蓋付　L 22.8x15.5x6.8cm

¥1,375 ¥1,375
¥1,870 ¥1,870
¥2,145 ¥2,145

¥1,375 ¥1,375   　　　現金の場合  ※お客様直接の引取りをご希望の場合
　 　 　　お引取り希望日　　　　月　　　　日　 　　時頃
 　（営業時間：10時～12時・13時～17時）平日のみ ※土・日・祝祭日は休業です。

午前中 / 12～14・14～16・16～18
　　　　18～20・19～21・20～21

¥2,145 ¥2,145
¥2,420 ¥2,420

¥1,870 ¥1,870
  　 お支払い方法 ： 代金引換（手数料330円）税込 　 ご配送（お届け）希望日　　月　　　日　　　

¥2,145 ¥2,145

アムスケトル 2L　　レッド ホーロー ¥6,600 ¥6,600
  　TEL　　　　　-　　　　-

¥1,210 ¥1,210

アムスケトル 2L　　グリーン ホーロー ¥6,600 ¥6,600
アムスケトル 2L　　ブラック ホーロー ¥6,600 ¥6,600

ポトル　1.5L　　　　ホワイト ホーロー ¥5,500 ¥5,500
ご住所

〒
ポトル　1.5L　　　　ブルー ホーロー ¥5,500 ¥5,500

合計
ポトル　1.5L　　　　ブラウン ホーロー ¥5,500 ¥5,500

送料（税込）
オリエーラ・ヴィネガー （ACETO）250ml 径7ｘ高さ13cmｘ ¥6,600 ¥2,145

様オリエーラ・醤油 （SOIA）250ml 径7ｘ高さ13cmｘ ¥6,600

オリエーラ・オイル （OLIO）250ml 径7ｘ高さ13cmｘ ¥6,600 ¥2,145

お名前

フリガナ

¥2,145

トースト スチーマー            ブラウン 3.6ｘ4.6ｘ9.7ｃｍ ¥1,188 ¥880
代金引換手数料

トースト スチーマー　　　　　　ホワイト 3.6ｘ4.6ｘ9.7ｃｍ ¥1,188 ¥880

インペリア 家庭用パスタマシン　SP 150 ※小キズ ¥16,500 ¥7,480
ゴア　フルーツフォーク　   ブラック×シルバー 12.0cm ¥1,650 ¥1,320

キッチン用品・雑貨 計

エバークリーン 猫砂 微香 ¥2,640 ¥990ゴア　ティースプーン     　ブラック×シルバー 12.0cm ¥1,045 ¥836
エバークリーン 猫砂 芳香　 ¥2,640 ¥990ゴア　テーブルナイフ     　ブラック×シルバー 23.1cm ¥3,080 ¥2,464 169 EVER CLEAN

ロンフィーベッド Ｍ ﾚｯﾄﾞ / ﾌﾞﾙｰ / ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ 80ｘ50ｘ14㎝・1.42ｋｇ ¥9,350 ¥4,180ゴア　テーブルスフォーク　ブラック×シルバー 21.7cm ¥1,980 ¥1,584 168
ロンフィーベッド S ﾚｯﾄﾞ / ﾌﾞﾙｰ / ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ 60ｘ40ｘ8cm・900ｇ ¥7,150 ¥3,080ゴア　テーブルスプーン　  ブラック×シルバー 21.1cm ¥1,980 ¥1,584 167 PETS

UNITED キャリーオート・プラス　　　 ﾋﾟﾝｸ ｾﾞﾌﾞﾗ　 37ｘ52ｘ33cm ¥17,600 ¥6,380
ジャパニーズスタイル 31×6.6×3.2cm ¥3,780 ¥3,780

シャープナー プラス 21.2ｘ3.6ｘ6.2ｃｍ ¥5,500 ¥2,640 166
HI スタイル エリート ペティナイフ　　ホワイト 刃渡り13㎝ ¥3,300 ¥2,145 165

Microplane パステルグリーン/レッド 31.8×3.5×3.3cm ¥3,240 ¥3,240
ギャラクシーシルバー ¥6,028 ¥4,620

HI スタイル エリート 小包丁　　　　ホワイト 刃渡り14㎝ ¥3,850 ¥2,508 164

オニキスブラック ¥6,028 ¥4,620
HI スタイル エリート 三徳包丁      ホワイト 刃渡り18㎝ ¥4,400 ¥2,860

ライラックパープル ¥6,028 ¥4,620
HI スタイル エリート ペティナイフ　　ブラック 刃渡り13㎝ ¥3,300 ¥2,145

ジュエリーブルー ¥6,028 ¥4,620
HI スタイル エリート 小包丁　　　　  ブラック 刃渡り14㎝ ¥3,850 ¥2,508

ティファニーグリーン ¥6,028 ¥4,620
HI スタイル エリート 三徳包丁　　　 ブラック 刃渡り18㎝ ¥4,400 ¥2,860

REVOMAX ファイヤレッド ¥6,028 ¥4,620
HI スタイル エリート 洋包丁          ブラック 刃渡り18㎝ ¥4,400 ¥2,860

ｵﾚﾝｼﾞ 直径 30 ｃｍ ¥3,850 ¥2,970
真空保存　真空 ポンプ 50×50×H190 ¥7,980 ¥6,550 163

¥3,300 ¥2,530
真空保存　ワインシーラー３個セット 30×30×40 ¥1,480 ¥1,210 162 ﾏﾙﾁｶﾞﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ ﾗｳﾝﾄﾞ
真空保存　パック　L （8.5 L）３枚入り 490×300 ¥780 ¥638 161 Joseph ﾏﾙﾁｶﾞﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ ｽﾓｰﾙ ｱｯﾌﾟﾙ / ｼﾄﾗｽ / ﾄﾏﾄ 30ｘ20ｘ0.8ｃｍ

Joseph ｸﾞﾘｯﾌﾟトップ ｸﾞﾘｰﾝ / ﾎﾜｲﾄ 37ｘ27ｘ1.2㎝ ¥2,750 ¥2,090
キッチンツール ４点セット　天然木 ¥3,520 ¥880

真空保存　パック　M （4.0 L）１０枚入り 260×350 ¥1,780 ¥1,457 160
真空保存　パック　S （1.25 L）１０枚入り 230×200 ¥1,280 ¥1,047 159 Legno Art

アルテ・レニョ ナチュラル カッティングボード 全長　約41cm ¥6,050 ¥4,620
SELECT100 ステンレス　T型ワイドピーラー 16.3×9,8×1.1cm ¥1,980 ¥1,485

真空保存　プラスチックコンテナ Ｌ （2.3 L） 210×140×H130 ¥1,980 ¥1,619 158
真空保存　プラスチックコンテナ Ｍ （1.1 L） 180×110×H100 ¥1,480 ¥1,210 157

Tsubame ステンレス　スチーマー（蒸し器） 径17(閉～26(開)cm ¥3,080 ¥1,650
ステンレスボウル　　　　　　19ｃｍ 〃 ¥2,530 ¥2,035

真空保存　プラスチックコンテナ Ｓ （0.4 L） 150×90×H70 ¥980 ¥810 156
真空保存　ガラスコンテナ Ｌ （2.0 L） 210×140×H130 ¥2,480 ¥2,029 155

SOURI ステンレスボウル　　　　　　16ｃｍ 〃 ¥1,980 ¥1,595
手持ちﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｽﾄﾚｰﾅｰ　　23ｃｍ 〃 ¥4,400 ¥3,520

真空保存　ガラスコンテナ M （0.9 L） 180×110×H100 ¥1,780 ¥1,460 154
真空保存　ガラスコンテナ S （0.35 L） 150×85×H70 ¥1,280 ¥1,050 153 YANAGI

柳宗理 手持ちﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｽﾄﾚｰﾅｰ　　16ｃｍ ステンレス ¥2,750 ¥2,200
ホワイトシリーズ　ボウル　２６㎝ 〃 ¥2,310 ¥2,310

真空保存　ランチボックス L （1.6 L） 220×150×H90 ¥1,980 ¥1,619 152
真空保存　ランチボックス M （0.8 L） 190×110×H80 ¥1,480 ¥1,210 151

ホワイトシリーズ　ボウル　２４㎝ 〃 ¥1,815 ¥1,815
ホワイトシリーズ　ボウル　２２㎝ 〃 ¥1,650 ¥1,650

真空保存　ランチボックス S （0.5 L） 160×90×H80 ¥980 ¥810 150

ホワイトシリーズ　ボウル　２０㎝ 〃 ¥1,375 ¥1,375
真空保存スターター７点セット （ガラスコンテナS/M バックS/M） ¥8,980 ¥7,350 149
ツインキュイジーヌ　スキマー ¥1,980 ¥1,375 148

ホワイトシリーズ　ボウル　1８㎝ 〃 ¥1,265 ¥1,265
ホワイトシリーズ　ボウル　1６㎝ 〃 ¥1,155 ¥1,155

ツインキュイジーヌ　味噌こしセット ¥3,520 ¥2,399 147
ツインキュイジーヌ　チーズスライサー ¥2,750 ¥1,925 146

（野田琺瑯） ホワイトシリーズ　ボウル　１４㎝ 〃 ¥1,100 ¥1,100
ホワイトシリーズ　ボウル　１２㎝ ホーロー ¥1,045 ¥1,045

ツインキュイジーヌ　グレープフルーツナイフ ¥1,430 ¥990 145

ホワイトシリーズ　バット　12取 ¥1,650 ¥1,650
ツインキュイジーヌ　コンビオープナー ¥1,870 ¥1,298 144 Noda Horo

ホワイトシリーズ　バット　15取 ¥1,485 ¥1,485
シリコン メジャーカップ L 500ml ¥1,650 ¥1,339 143

ホワイトシリーズ　バット　18取 ¥1,650 ¥1,650
シリコン メジャーカップ M 250ml ¥1,320 ¥1,070 142

ホワイトシリーズ　バット　21取 ¥1,485 ¥1,485
シリコン メジャーカップ S 100ml ¥880 ¥709 141

ホワイトシリーズ バット ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ¥1,100 ¥1,100
万能シリコン スプーントング アップルグリーン ¥2,200 ¥1,700 140

¥6,600 ¥6,600
万能シリコン スプーントング レッド ¥2,200 ¥1,700 139 Noda Horo

ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ぬか漬け美人 25.5ｘ16ｘ12ｃｍ ¥3,850 ¥3,850
ステンレス ピーラー ステンレス刃 ¥770 ¥610 138
キッチン グリップス（オーブンミット）W17/L27 リバース・レッド ¥3,300 ¥2,500 137

ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾊﾞﾀｰｹｰｽ 450ｇ用 フタ(天然木) 15.7ｘ9.7ｘ8.1ｃｍ ¥3,630 ¥3,630
ﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ　ﾊﾞﾀｰｹｰｽ 200ｇ用 フタ(天然木) 15.7ｘ9.7ｘ5.2ｃｍ ¥3,080 ¥3,080

キッチン グリップス（オーブンミット）W17/L27 ライム ¥3,300 ¥2,500
キッチン グリップス（オーブンミット）W17/L27 レッド ¥3,300 ¥2,500 136 Noda Horo

商品名 定価 通販価格(税込)商品名 定価 通販価格(税込) No

イタリア商事株式会社 FAX 045-910-1899  電話 045-910-1890   Mail  info@italia-shoji.co.jp  8月末日まで！ 

※クレジットカード決済をご希望の場合はオンラインストアをご利用ください。 

※直輸入リプロダクト家具（ソファー・シェーズロング）、チェアーフェア 

４種につきましては弊社までお問い合わせください。 

※商品は数に限りがございます。 なくなり次第終了とさせていただきます。 

商品の配送は、受注日より ３ 営業日以降 

になります。ご了承ください。 

まとめ買いがお得 ! 
オリーブオイル・イタリアン食材 

ワイン・キッチン用品＆雑貨 

配送先１箇所につき 

全国送料１,1００円（税込） 

 

 

※一部の離島を除く,お問合せください 

配送先１箇所につき,20,000円(税込)以上お買上げで 

全国送料無料 ! ※一部の離島を除く 

 お問合せください 

※商品は数に限りがございます。 

  なくなり次第終了とさせて 

 いただきます。 ご注文用紙 ２ 第３弾 

※表示価格は全て税込です。 

キッチン用品・雑貨・家電  税込価格 



No 容量

ビラーニ

¥1,058

￥1,447～￥1,591

500g ¥918

500g

500g

500g

500g

パスタミスタ（ショートパスタ混合）No.6 745¥     

入荷未定

カペリーニ （1.2mm ロングパスタ）No.3

¥810

¥702

¥918

¥702 583¥     

302¥     

302¥     

¥918

¥702

702¥     

642¥     

745¥     

745¥     

583¥     

583¥     

583¥     

604¥     

432¥     

194¥     

361¥     

410¥     

442¥     

523¥     

523¥     

410¥     

540¥     

486¥     

561¥     

432¥     

432¥     

ムッティ

ギア

サンタガタ

ベルデ・アブルッツォ

カンパーニュ

　　　リーナ

¥561

¥561

¥702

¥385

¥385

¥385

¥385

¥385

¥486

¥486

¥540

¥702

¥702

¥486

¥702

¥410

¥626

¥486

¥486

¥507

¥507

¥507

¥507

¥216

500g

500g

330g

トマトペースト

サーレディ　ロッチャ（岩塩）

100g

50g

90g

60g

80g

130g

1Kg

500g

500g

500g

500g

500g

500g

250ml

新入荷 カペリーニ（1.2mmロングパスタ）

ヌーボレ　（ツイスト形 パスタ）

ホールトマト瓶入り 550g

ミル付きサーレマリーノ（海塩）

¥324

¥2,916

No.1 ジョゼッペコッコ・パスタ ¥702 642¥     

1,058¥   

No.4

No.5

No.8

No.9

No.22

No.23

No.36

250g ¥1,512 972¥     

1,058¥   

1,058¥   

¥2,376 1,598¥   

950¥     

¥864

291¥     

No.18

No.19

500g

500g

新入荷 ブカティーニ（穴あきロングパスタ）

302¥     

ステリーネ　（小さな星形 パスタ）

ラザニア（板状パスタ）

302¥     

302¥     

442¥     

442¥     

No.43

ビラーニ ンドゥイヤ  （ソーセージのペースト）

チュパデドス（オリーブの実のマリネ）

180g

170g

ブルスケッタソース　アスパラガス

ブルスケッタソース　アーティチョーク

ブルスケッタソース　ホット＆スパイシー

No.30

No.31

バルサミコ クリーム

アチェット ・バルサミコ

ブルスケッタソース　オリーブ

561¥     

2,160¥   

1,058¥   100g

¥626

756¥     

バジルペースト１３０ｇ 130g

スカーリアさん

フジッリ　ブカーティ （穴あきらせん状パスタ）

リガトーニジガンティ （大きく太いマカロニ）

ペンネリガーテ （ペン先マカロニ）

カサレッチャ （丸まった ひねり巻パスタ）

スパゲッティ （1.7mm ロングパスタ）

No.38

No.15

No.12

No.13

No.14

リストランテ　（1.5mm ロングパスタ）

ベルミチェッリ （1.7mm ロングパスタ）

リングィーネ　（だ円 ロングパスタ）

No.32

No.33

No.34

No.35

No.20

No.21

No.16

No.17

アンチョビペースト

アンチョビフィレ８０

No.24

No.25

No.26

No.27

No.28

No.29

ソース  サルサ ポマローラ(たっぷり野菜ペースト)

ソース  サルサ アラビアータ（唐辛子とにんにく）

ソース  サルサ オリーベ

ソース  サルサ オルトラーナ（たっぷり野菜ぶつ）

チョップドトマト缶

４色ペッパー袋入りドロゲリア

No.2

フィデーリ（1.7mm ロングパスタ） 500g

タリアテッレ （5mm 平麺ロングパスタ）

No.10

No.11

キッフェリ（半円形 穴あきパスタ）

新入荷　パッサータディポモドーロ

No.7 500g

500g

個数 小計品名 通販価格 個数 小計

プロシュート １００ｇ スライス

プロシュート １００ｇ スライス２パック

代金引換手数料（税込）

A＋B＋C＋D＋E　合計

２０２２.２月

２０２２.２月

２０２１,２月

２０２２.２月

¥1,026¥1,458

¥1,404

¥1,490

総合計

　配送 お届けご指定日　　　月　　　日（　　　）

※配送 お届け時間指定（下記の時間枠に〇をして下さい。）

  午前中・12～14・14～16・16～18・18～20・19～21・20～21

￥

￥

品名

ノストラーレ

ノストラーレ

ノストラーレ       

ベルデ

ビオ　Bio               

容量

1000ml

500ml

250ml

1000ml

750ml

¥788

２０２２.２月

¥3,024

¥3,456

小計　E

　ご住所

お名前
様

フリガナ

送料（税込）

小売価格 通販価格 本数

￥

￥

432¥     

コッパ 100g スライス

コッパ 100g スライス ２パック

¥788

¥1,404

OLEARIA
オレアリア

メーカー

エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル ･････

パンチェッタ 251g ブロック ¥1,458

¥4,212

¥2,268

¥1,404

¥1,944

¥1,242

レモンフレーバーオイル 250ml

賞味期限 小計

パルミジャーノ・
レジャーノ

フォレスト
スモーク

ゴーダ
トマト＆オリーブ

125g

151～250g

￥918

￥929～1,539

ゴーダ ジャージ

フラッグシップ

151～250g

151～250g

￥636～1,053

200g～220g

スキクィーン

200g～220g

¥1,944

￥815～1,350

品名 重量 100g単価 個数 価格 品名 重量 100g単価 個数

チーズ ･････

251～350g ￥1,409～1,965 コンテ デュー 151～250g ￥1,386～2,295

ペリーニ

小計個数通販価格希望小売商品名コーヒー粉・豆

ペリーニ

ペリーニ

エスプレッソ・スペリオーレNo.1（粉・真空パック）250g

エスプレッソ・トップ缶（粉）250g

エスプレッソ・アロマオロ（ホール・豆）1000g

￥1,296

￥1,728

￥4,320

￥972

￥1,296

￥3,132

小計　B

価格

小計　A

お客様直接のお引取り希望日　  月　 日（　   時頃）

  お支払い方法　　代金引換（手数料330円）税込

  TEL

626¥     

No.45 バッキー農園 国産 生はちみつ  　　　みかん・柿・トチ 300g 4,212¥   

オープン
プライスNo.39

No.40

No.41

100g

100g

レヴァンテ

No.44 60gトリュフ・ピーナッツ新入荷

No.37

No.42

商品名 参考上代 通販価格 数量 小計

マンゼッラ・パスタ

グラノーロ・パスタ

190g

190g

400g

190g

190g

500g

500g

500g

ストラシナーティ （耳たぶ形 パスタ）

メッゼ ペンネ （短い ペン先マカロニ）

ファルファローニ （ちょうちょ形パスタ）

小計　D

ストロギーノディ
クラテッロ

160g～180g

\1,157～￥1,302

トリュフ サラミ
￥1,512～￥1,663

バローロ サラミ

品名 重量 通販価格

ハム・サラミ ･････
小計　C

スプレッド 100g \ 378

ホワイトチーズ
オイル漬け

150g ￥ 1.026250g ￥1,350

※食材・オリーブオイル・8％（軽減税率対象商品）  、送料 10％ 

※商品の配送は、受注日より３営業日以降になります。ご了承ください。 

イタリア商事株式会社 〒 225-0013  横浜市青葉区荏田町143-1 FAX 045-910-1899     電話 045-910-1890   Mail  info@italia-shoji.co.jp 8月末日まで！ 

※クレジットカード決済をご希望の場合はオンラインストアをご利用ください。 

パスタ＆イタリアン食材 

  チーズ・ハム・サラミ 

    オリーブオイル 
ご注文用紙 

まとめ買いがお得 ! 
オリーブオイル・イタリアン食材 

ワイン・キッチン用品＆雑貨 

配送先１箇所につき２０,０００円(税込)以上お買上げで 

全国送料無料 ! 
配送先１箇所につき 

全国送料１,1００円（税込） 

 

 

※一部の離島を除く 

 お問合せください ※一部の離島を除く,お問合せください 

※商品は数に限りがございます。 なくなり次第終了とさせていた だきます。 

※商品は数に限りがございます。 なくなり次第終了とさせていただきます。 

〒 

★チーズ・ハム類の一部商品は、重さ（グラム）で価格が異なります（赤色枠内）当方にて在庫の中から任意の重さ（グラム）の商品を選別させていただき、 

                      金額が確定次第、電話・メールにてご案内させていただきます（※グレー枠内に金額を記入しないでください） 

                      在庫状況により、注文のご要望どうりにお応えできない場合がございます。ご了承ください。 

第3弾 

※表示価格は全て税込。 



No.26

＜セレクトワインセット～バイヤーの特選セットです＞
キァンティ・クラッシコ(赤)　６本セット ¥10,560

赤・フルボディ ¥2,860

合計

お支払い方法　　　代金引換（手数料330円）税込   午前中・12～14･14～16･16～18･18～20･19～21・20～21

   TEL  お届け指定日　　　月　　日　（時間指定は下記より〇）

 ※お客様直接のお引取りご希望日　　　月　　　日　　

  ご住所

お名前
フリガナ

様

No.29 「お楽しみワイン」 ６本セット

送料（税込）

ワイン合計 ￥

代金引換手数料（税込）

No.28
No.27

¥1,518

¥1,980
¥2,530

マジア  2018

No.1

¥1,760

赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

白・果実味豊か

淡い赤/泡/ライト

赤/微泡・ﾐﾃﾞｨｱﾑ

赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

No.2
No.3

ドゥメ  2019

No.15 スプマンテ・グランキュヴェ 白・発泡 ¥1,870

No.14 アマローネ  2017 〈新商品〉 赤・フルボディ

No.13 赤・フルボディ ¥3,520

白・スッキリ

白・果実味豊か

No.16
No.17

No.20 ドルチェット・ダルバ  2017 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ ¥1,980
No.19 白・果実味豊か ¥2,200

淡い赤/微泡・ライト

No.22

ソアヴェ(白)　６本セット　〈新商品〉

¥13,750

ソランテ 2018

No.21

No.25

赤・フルボディ ¥4,620

ソアヴェ  2019　〈新商品〉
ラバイア  2018
ピノ ビアンコ 2019
ケイレ  2019　
トレッビアーノ 201９　〈新商品〉
エタベタ・ロゼ・フリッツァンテ 2018

¥1,518
¥1,628
¥1,617
¥2,200
¥1,870
¥1,815

白/微泡･果実味豊か

ラジャ　2019

白・スッキリ

¥1,870
¥1,980

サンタンティモロッソ(赤)　6本セット ¥7,920

白・果実味豊か ¥2,112
白・スッキリ ¥1,815

ピノネロ  2019
ランゲ ネビオーロ  2018

赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

＜チラシ掲載以外も多数ご用意しております！＞

バルバレスコ  2017

¥4,785

No.10
No.11
No.12

キァンティクラッシコ  2016

No.18

No.6
No.7
No.8
No.9

¥8,613

ピノグリージョ  2019
プロフィーロ

グリッロ（白） 6本セット

＜毎度ご好評！お得なケース売りワイン！＞

カベルネ ソーヴィニヨン  2018 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ ¥1,980

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2015

¥7,920

ランブダ  2017　 ¥2,530

エタベタ・ビアンコ  2019

No.23
No.24

＜チラシ掲載・春夏の特選ワイン !! ＞

白・スッキリ

No. ワイン名 タイプ 販売価格(税込)

赤・フルボディ

No.4
No.5

本数 合計

パルマレス ロゼ スプマンテ ¥1,815

イタリア商事株式会社 
〒225-0013  

横浜市青葉区荏田町143-1 

FAX 045-910-1899     電話 045-910-1890    

Mail  info@italia-shoji.co.jp    ８月末日まで！ 

  ワイン（全て税込） 

ご注文用紙 

配送先１箇所につき２０,０００円(税込) 

以上お買上げで（離島を除く） 

全国送料無料 ! 
 

配送先１箇所につき 

全国送料 

１,1００円（税込） 

 
※離島を除く,お問合せください 

※商品は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

※クレジットカード決済をご希望の場合はオンラインストアをご利用ください。 

※商品は数に限りがございます。 

    なくなり次第終了とさせていただきます。 

※商品の配送は、受注日より３営業日以降 

  になります。ご了承ください。 

まとめ買いがお得 !  オリーブオイル・イタリアン食材 

            ワイン・キッチン用品＆雑貨 

〒 

※表示価格は全て税込です。 

第３弾 
 


