
一番搾りのエクストラバージンオリーブオイルを詰め合わせたセットです。
こだわり製法により新鮮なオリーブ本来の豊かな風味を食卓にお届けします。

エクストラバージンオリーブオイルセット

エクストラバージンオリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×370×55mm・1.9kg
300ｇ・5本
（7入）

個装（単品）JANコード　4901760433731

本体
価格3,000円EO-30

エクストラバージンオリーブオイル・・・・・・・・・

210×235×55mm・1.1kg
300ｇ・3本
（8入）

個装（単品）JANコード　4901760433816 

本体
価格2,000円EO-20

エクストラバージンオリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

410×295×55mm・3.0kg
300ｇ・8本
（6入）

個装（単品）JANコード　4901760433823 

本体
価格 5,000円EO-50

●こだわりの一番搾り
新鮮なオリーブ果実を使用し、コールドプレス（低温圧搾）
製法により作ったエクストラバージンオイルです。

●豊かな風味
オリーブ本来の豊かな風味のオイルです。
バランスのとれた、フルーティーな香りと心地よい辛みと
苦みをお楽しみください。

●スペイン産オリーブオイルを使用
スペイン産オリーブオイルを国内で充填しました。

エクストラバージンオリーブオイルの
こだわり



サラッと軽いキャノーラ油に一番搾りべに花油
と限定品種なたね油を配合したキャノーラ油
（ヘルシープレミア）をプラスしたセットです。
揚げもの・炒めもの・ドレッシングなど、いろい
ろなお料理に。

RB-20

RB-30 RB-40 RB-50

RB-25

バラエティオイルセット

一番搾り高オレイン酸べに花油・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

440×360×55mm・4.2kg

300g・2本
300g・3本
400g・5本
（4入）

個装（単品）JANコード　4901760432949

本体
価格 5,000円RB-50

一番搾り高オレイン酸べに花油・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

440×295×55mm・3.4kg

300g・2本
300g・2本
400g・4本
（5入）

個装（単品）JANコード　4901760432932

本体
価格4,000円RB-40

一番搾り高オレイン酸べに花油・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

425×225×55mm・2.5kg

300g・1本
300g・2本
400g・3本
（6入）

個装（単品）JANコード　4901760432925

本体
価格3,000円RB-30

一番搾り高オレイン酸べに花油・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

225×370×55mm・2.2kg

300g・1本
300g・1本
400g・3本
（8入）

個装（単品）JANコード　4901760432918

本体
価格2,500円RB-25

一番搾り高オレイン酸べに花油・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

225×300×55mm・1.7kg

300g・1本
300g・1本
400g・2本
（10入）

個装（単品）JANコード　4901760432383

本体
価格2,000円RB-20

一番搾り高オレイン酸べに花油、ヘルシープレミアは

です。栄養機能食品（ビタミンE）

プレミアオイルセット
オレイン酸含量の高いひまわり油（オレインリッチ）、一番搾りべに花油、限定品種なたね油を
配合したキャノーラ油（ヘルシープレミア）の詰め合わせです。

オレインリッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一番搾り高オレイン酸べに花油・・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
425×225×55mm・2.5kg

300g・2本
300g・1本
400g・3本
（6入）

HQ-30

個装（単品）JANコード　4901760432352

本体
価格3,000円

オレインリッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一番搾り高オレイン酸べに花油・・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
440×295×55mm・3.4kg

300g・2本
300g・2本
400g・4本
（5入）

HQ-40

個装（単品）JANコード　4901760432369

本体
価格4,000円

オレインリッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一番搾り高オレイン酸べに花油・・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
440×360×55mm・4.2kg

300g・3本
300g・2本
400g・5本
（4入）

HQ-50

個装（単品）JANコード　4901760432376

本体
価格 5,000円

オレインリッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

225×370×55mm・2.4kg
400g・5本
（8入）

OR-30B

個装（単品）JANコード　4901760432512

本体
価格3,000円

本膳醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オレインリッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・
255×395×70mm・3.3kg

360mℓ・2本
600g・2本
300g・1本
（5入）

OZ-30B

個装（単品）JANコード　4901760430204

本体
価格3,000円

本セットの原材料に含まれる
アレルギー物質
（特定原材料 7品目中）

小麦

おいしさと健康が気になる方
に。オレイン酸をたっぷり80
％含有*・ビタミンEが豊富な
ピュアひまわり油の詰め合わ
せ。（*当社調べ）

オレインリッチセット
オレイン酸80％含有*ピュアひまわり油のオレインリッチ、便利な小容
量タイプのヘルシープレミア、味を極めた高級割烹用しょうゆ「本膳」
〈JAS特級（超特選）〉の詰め合わせ。（*当社調べ）

ヘルシーオレインリッチ＆本膳セット

栄養機能食品（ビタミンE）

栄養機能食品（ビタミンE）

HQ-30 HQ-40 HQ-50



限定品種なたね油を配合し、ビタ
ミンEを豊富に含むヘルシープレ
ミアの詰め合わせ。

ヘルシープレミアセット

キャノーラ油ハンディ・・・・・・・・
特選醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

295×210×280mm・7.3kg

1000g・4本
1ℓ・2本
（2入）

個装（単品）JANコード　4901760427921

本体
価格4,500円CS-45A

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・
275×435×90mm・5.7kg

1000g・5本
（3入）

個装（単品）JANコード　4901760426207

本体
価格4,000円LP-40 ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・

340×175×270mm・8.8kg
1000g・8本

（2入）
個装（単品）JANコード　4901760426696

本体
価格6,000円LP-60

一番搾り高オレイン酸べに花油・・
265×150×220mm・4.6kg

400g・10本
（1入）

個装（単品）JANコード　4901760429543

本体
価格6,500円B-10

本セットの原材料に含まれるアレルギー
物質（特定原材料7品目中） 乳卵小麦

CP-20A CP-30A

CP-40A CP-50A

スパゲッティ（1.6mm）・・・
素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（トマト風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（クリーム風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

320×275×65mm・1.5kg

300g・2箱

240g・1箱

240g・1箱
（7入）

個装（単品）JANコード
4901760899452

本体
価格2,000円CP-20A

スパゲッティ（1.6mm）・・・
ペンネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（トマト風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（クリーム風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

310×415×65mm・2.0kg

300g・2箱
120g・1箱

240g・2箱

240g・1箱
（4入）

個装（単品）JANコード　
4901760899469

本体
価格3,000円CP-30A

スパゲッティ（1.6mm）・・・
ペンネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（トマト風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（クリーム風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

310×530×65mm・2.7kg

300g・4箱
120g・1箱

240g・2箱

240g・1箱
（4入）

個装（単品）JANコード　
4901760899476

本体
価格4,000円CP-40A

スパゲッティ（1.6mm）・・・
ペンネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（トマト風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース（クリーム風味）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

310×530×65mm・3.1kg

300g・4箱
120g・2箱

240g・2箱

240g・2箱
（3入）

個装（単品）JANコード
4901760899483

本体
価格 5,000円CP-50A

栄養機能食品（ビタミンE）

クッキングパスタセット お好みの素材をパスタ用クッキングソースに加えるだけで、簡単にワンランク上の
パスタメニューをお作りいただけるセットです。

本セットの原材料に含まれる
アレルギー物質
（特定原材料 7品目中）

小麦

サラッと軽いキャノーラ油、特選醤油の詰め合わせ。幅広い用
途にお使いいただけます。お得な大容量タイプ。

キッチンセット

オレイン酸とビタミンEを豊富に
含むべに花油の詰め合わせ。
贅沢な一番搾り使用。

栄養機能食品（ビタミンE）

一番搾りべに花油セット



小麦

個装（単品）JANコード　4901760899360

スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ペンネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース・・・

紅ずわいがにのトマトクリームソース・・・・・・・・・・・・・・・

エクストラバージンオリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

290×585×55mm・2.7kg

３００ｇ・4箱
１２０ｇ・１箱
１２０ｇ・2箱
１２０ｇ・１箱
１２０ｇ・１箱
93ｇ・１本
（4入）

本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵小麦かに

本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵

至福のひとときパスタセット こだわりの素材を使った贅沢なパスタソースを詰め合わせた大人の
パスタセットです。至福のひとときをお楽しみください。

SP-50 本体
価格 5,000円

個装（単品）JANコード　4901760899346

スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

紅ずわいがにのトマトクリームソース・・・・・・

290×330×55mm・1.3kg

３００ｇ・2箱
１２０ｇ・１箱

１２０ｇ・1箱
１２０ｇ・１箱

（5入）

本セットの原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵小麦かに

本セットの原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵小麦かに

SP-25 本体
価格2,500円

個装（単品）JANコード　4901760899339

スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース・・・・

290×290×55mm・1.1kg

３００ｇ・2箱
１２０ｇ・１箱
１２０ｇ・1箱

（7入）

SP-20 本体
価格2,000円

粗挽き肉のボロネーゼ
粗挽き牛肉と完熟トマトを使い、
赤ワインでコク深く仕上げたソー
スです。

3種のきのこの燻製薫る
チーズクリームソース
3種のきのこ（エリンギやまいたけ、
マッシュルーム）とスモークチーズ
と生クリームを使った香り高い、コ
ク豊かなソースです。

紅ずわいがにの
トマトクリームソース
紅ずわいがにのほぐし身を使ったト
マトクリームソースです。白ワイン
で、かにの香りと旨みを引き立てた
ソースです。 個装（単品）JANコード　4901760899353

スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・
粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

紅ずわいがにのトマトクリームソース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エクストラバージンオリーブオイル・・

290×380×55mm・1.6kg

３００ｇ・2箱
１２０ｇ・１箱

１２０ｇ・1箱

１２０ｇ・１箱
93ｇ・１本
（5入）

SP-30 本体
価格3,000円



Oil Set

Pasta & Sauce Set

さまざまな場面に心をこめて̶̶ おいしさ広がるバラエティギフトです。

●この特注セットは、季節を問わず年間を通じて販売しています。ご都合に合わせてご利用ください。●お申し込みの数量により、納入に多少のお時間をいただく場合があります。

ピュアオイルセット

至福のひとときパスタセット

HT-25
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×370×55mm・1.9kg

300g・2本
300g・3本
（7入）

2,500円本体
価格

CP-15A
スパゲッティ（1.6mm）・・・
ペンネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用
クッキングソース（トマト風味）・・・
320×215×65mm・1.0kg

300g・1箱
120g・1箱

240g・1箱
（8入）

1,500円本体
価格 CP-20A

スパゲッティ（1.6mm）・・・・・
素材を加えて作るパスタ用
クッキングソース（トマト風味）・・・
素材を加えて作るパスタ用
クッキングソース（クリーム風味）・・・
320×275×65mm・1.5kg

300g・2箱

240g・1箱

240g・1箱
（7入）

2,000円本体
価格

HT-10
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

220×160×55mm・0.8kg
300g・2本
（10入）

1,000円本体
価格

CH-10
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

230×160×55mm・1.0kg
400g・2本
（12入）

1,000円本体
価格

H-1
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・

70×50×205mm・0.5kg
400g・1本
（24入）

500円本体
価格

PT-1
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

70×50×190mm・0.4kg
300g・1本
（36入）

450円本体
価格

SP-20
スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース・・・

290×290×55mm・1.1kg

300g・2箱
120g・1箱
120g・1箱
（7入）

2,000円本体
価格 SP-25

スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース・・・・・

紅ずわいがにのトマトクリームソース・・・・・・・・・・・・・・・・

290×330×55mm・1.3kg

300g・2箱
120g・1箱
120g・1箱
120g・1箱
（5入）

2,500円本体
価格

PT-2
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

140×50×190mm・0.7kg
300g・2本
（18入）

900円本体
価格

HT-15
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×235×55mm・1.1kg

300g・1本
300g・2本
（8入）

1,500円本体
価格 HT-20

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×300×55mm・1.5kg

300g・2本
300g・2本
（7入）

2,000円本体
価格

HT-30
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×440×55mm・2.2kg

300g・3本
300g・3本
（7入）

3,000円本体
価格

栄養機能食品（ビタミンE）

H-2
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・

140×50×205mm・0.9kg
400g・2本
（12入）

1,000円本体
価格

栄養機能食品（ビタミンE）

CH-15
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

225×235×55mm・1.5kg
400g・3本
（8入）

1,500円本体
価格

小麦
本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵小麦かに

本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵

小麦
本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

小麦
本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵

こだわりの素材を使った贅沢なパスタソースを詰め合わせた大人のパスタセットです。至福のひとときをお楽しみください。

クッキングパスタセット
お好みの素材をパスタ用クッキングソースに加えるだけで、簡単にワンランク上のパスタメニューをお作りいただけるセットです。

ペットボトルに入ったピュアオイルのセットです。揚げもの・炒めもの・ドレッシング等いろいろなお料理に。



Oil Set

Pasta & Sauce Set

さまざまな場面に心をこめて̶̶ おいしさ広がるバラエティギフトです。

●この特注セットは、季節を問わず年間を通じて販売しています。ご都合に合わせてご利用ください。●お申し込みの数量により、納入に多少のお時間をいただく場合があります。

ピュアオイルセット

至福のひとときパスタセット

HT-25
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×370×55mm・1.9kg

300g・2本
300g・3本
（7入）

2,500円本体
価格

CP-15A
スパゲッティ（1.6mm）・・・
ペンネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材を加えて作るパスタ用
クッキングソース（トマト風味）・・・
320×215×65mm・1.0kg

300g・1箱
120g・1箱

240g・1箱
（8入）

1,500円本体
価格 CP-20A

スパゲッティ（1.6mm）・・・・・
素材を加えて作るパスタ用
クッキングソース（トマト風味）・・・
素材を加えて作るパスタ用
クッキングソース（クリーム風味）・・・
320×275×65mm・1.5kg

300g・2箱

240g・1箱

240g・1箱
（7入）

2,000円本体
価格

HT-10
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

220×160×55mm・0.8kg
300g・2本
（10入）

1,000円本体
価格

CH-10
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

230×160×55mm・1.0kg
400g・2本
（12入）

1,000円本体
価格

H-1
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・

70×50×205mm・0.5kg
400g・1本
（24入）

500円本体
価格

PT-1
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

70×50×190mm・0.4kg
300g・1本
（36入）

450円本体
価格

SP-20
スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース・・・

290×290×55mm・1.1kg

300g・2箱
120g・1箱
120g・1箱
（7入）

2,000円本体
価格 SP-25

スパゲッティ（1.8mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粗挽き肉のボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のきのこの燻製薫るチーズクリームソース・・・・・

紅ずわいがにのトマトクリームソース・・・・・・・・・・・・・・・・

290×330×55mm・1.3kg

300g・2箱
120g・1箱
120g・1箱
120g・1箱
（5入）

2,500円本体
価格

PT-2
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

140×50×190mm・0.7kg
300g・2本
（18入）

900円本体
価格

HT-15
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×235×55mm・1.1kg

300g・1本
300g・2本
（8入）

1,500円本体
価格 HT-20

ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×300×55mm・1.5kg

300g・2本
300g・2本
（7入）

2,000円本体
価格

HT-30
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

210×440×55mm・2.2kg

300g・3本
300g・3本
（7入）

3,000円本体
価格

栄養機能食品（ビタミンE）

H-2
ヘルシープレミア・・・・・・・・・・・・

140×50×205mm・0.9kg
400g・2本
（12入）

1,000円本体
価格

栄養機能食品（ビタミンE）

CH-15
キャノーラ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

225×235×55mm・1.5kg
400g・3本
（8入）

1,500円本体
価格

小麦
本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵小麦かに

本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵

小麦
本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

小麦
本セットの原材料に
含まれるアレルギー物質
（特定原材料7品目中）

乳卵

こだわりの素材を使った贅沢なパスタソースを詰め合わせた大人のパスタセットです。至福のひとときをお楽しみください。

クッキングパスタセット
お好みの素材をパスタ用クッキングソースに加えるだけで、簡単にワンランク上のパスタメニューをお作りいただけるセットです。

ペットボトルに入ったピュアオイルのセットです。揚げもの・炒めもの・ドレッシング等いろいろなお料理に。




