












760036 8409603

760036 8410663

イチジクと胡桃のコンフィチュール

760036 8410733

クレモンティーヌのコンフィチュール

760036 8410803

コルシカ島レモン セドラのコンフィチュール

アルブーズ（西洋ヤマモモ）のコンフィチュール

760036 8411033

オレンジのコンフィチュール

760036 8404723

コルシカ島の生ハム入りテリーヌ

760036 8404413

オリーブとハーブ風味のテリーヌ760036 8404343

ヘーゼルナッツと白ワイン風味のテリーヌ

760036 8404653

イノシシのテリーヌ

コンフィチュール
販売価格:オープンプライス
LOT：2
● 原材料：フルーツ・キビ糖 等
● サイズ（約）：よこ5×たて7.8×奥行き5ｃｍ
　　　　　　 (パッケージ含む）
● 内容量：110g
● 賞味期限：最大で3年間
● 味：7種類 

フレーバーにより原材料が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください

※納品までにお時間頂く場合がございます。

760036 8410113

マロンクリーム

Marron cream
コルシカ島の特産である
シャテーニュは、AOC「原産
地統制呼称」取得の栗を
使用。製造過程および最
終的な品質評価において、
特定の条件を満たしたもの
だけに付与される品質保
証。2017年にはフランスの
最高農産物として与えられ
る、MEDILLED‘ARGENT
を取得しており、フランスで
認められたマロンクリームで
す。

Fig & Walnut
温暖な海洋性の気候のコ
ルシカ島で実った、完熟イチ
ジクを果肉たっぷりな上、香
ばしい胡桃をミックスさせ
た、大変珍しい食感と上品
な甘さの他にはないコンフィ
チュールです。肉料理や
チーズなどにもお使い頂け
ます。ポリフェノールの一種
であるベタシアニンが多く含
まれます。

Arbouse
日本に自生するヤマモモと
は異なり、内部は黄橙色で
酸っぱくなく、まったりとした
ほのかにあまい味がするフ
ルーツです。大変珍しいフ
ルーツなのでコルシカでも
希少とされております。甘さ
と酸味が優しく、ヨーグルト
などに大変合います。

Clementine
クレモンティーヌは上品な甘
さと程よい苦味と爽やかで
さっぱりとした酸味がありま
す。日本でいえばみかんに
近いフルーツでみかんとオレ
ンジの掛け合わせた果物で
す。このクレモンティーヌの
厳選された果肉だけを使
い、クレモンティーヌの果肉
と皮すべて入った口に広が
るさわやかな味わいをお楽し
みください。

Cedrat
日本では馴染みが薄いけれ
ど、コルシカ島ではポピュ
ラーなフルーツ「セドラ」。主
に地中海沿岸で栽培され、
コルシカ島のレモンと呼ば
れています。絞ってリキュー
ルにしたり、砂糖漬けやお
菓子に入れて食べます。ク
エン酸が多く含まれ疲労回
復、血流改善などに良いと
いわれています。

3 type citrus
柑橘系のオレンジ、グレープフルーツ、コルシカ島レモン
のセドラをミックした、爽やかで深みのあるミックスコン
フィチュール。濃厚な味で、芳香な香りが口いっぱいに
広がります。地中海の島コルシカ島のビタミン豊富な柑
橘系フルーツを、新鮮なまま丁寧に手作りしたコンフィ
チュールです。

恵み豊かな地で45 年以上続く
「JEAN PEUL VINCENSINI ET FILS」

の製品は、
産地と品質を保証するための厳格な
認定機関の基準をクリアした

オーガニック食品。

Orange
コルシカ島のオレンジはビ
ターオレンジ。ほろ苦さとさわ
やかな程よい酸味があり、
香りが強く、蓋を開けた途端
にオレンジのさわやかな香り
が広がります。フレッシュ生
オレンジそのままの風味をお
楽しみ下さい。新鮮な果肉
と香りがお肉料理などを引
き立てます。スペアリブや鴨
にもオレンジソースとして
使っていただけます。

JEAN PEUL VINCENSINI ET FILS Series

テリーヌ
販売価格:オープンプライス
LOT：2
● 原材料：肉・豚レバー・塩・黒胡椒・卵・タイム・
             ローズマリー・マジョラム 等
● サイズ（約）：よこ5.9×たて5.5×奥行き5.8ｃｍ（外箱）
● 内容量：45g
● 賞味期限：最大で3年間
● 味：5種類 

T E R R I N E 
JEAN PEUL VINCENSINI ET FILS Series

「フランス・コルシカ島より、伝統の
オーガニック食材を毎日の食卓へ」
コルシカ島の自然の実りを詰め込んだテリーヌをお届

け。「JEAN PEULVINCENSINI ET FILS」の製品

は、産地と品質を保証するための厳格な認定機関の基

準をクリアしたオーガニック製品です。

フレーバーにより原材料が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください

※納品までにお時間頂く場合がございます。
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パッケージも可愛くて
ギフトにもお勧め♪

CONFITURE

「野生のフルーツの贅沢なジャム」
飾り気のない、素朴な香りと味。地中海の太陽を浴び、

完熟期に収穫したフルーツのみを使った何よりも贅沢な

ジャムです。有機栽培で育った素材本来のもつ色、風

味、甘さ、食感を最大限 に活かすために、特別な加工は

せず、着色料、保存料などは一切使用していません。

JEAN PEUL VINCENSINI ET FILS Seriesはオープンプライスにつき卸値はお問い合わせください◀◀JEAN PEUL VINCENSINI ET FILS Seriesはオープンプライスにつき卸値はお問い合わせください

760036 8410973

３種柑橘系のコンフィチュール

コルシカ島特産のスモークソーセージ
「FIGATELLE」は素材の味を活かす、独
自の昔ながらの製法で燻製。スモークソー
セージにはニンニクも入ってるため、芳醇
な香りが濃厚なテリーヌです。肉の美味し
さが凝縮された癖になる美味しさです。

760036 8404033

フィガテールのテリーヌ

イノシシと豚肉をミックスした、フランスで大
人気の逸品。コルシカ島のイノシシはとて
も有名で、臭みがなく、栗などを食してるた
め、味に深みがあります。肉の臭みが全く
なく、肉の旨みが凝縮されたテリーヌです。
スタンダードな味わい。

マキというハーブはコルシカ島特産のハー
ブで、口の中に心地よい香りを残す至高
のスパイスです。ブラックオリーブのあっさ
り感と、ハーブのキリッとした清涼感がある
テリーヌで、白ワインやビールがすすみま
す。 

ヘーゼルナッツの香ばしさと、コルシカ島
特産の白ワイン「MUSCAT」の、熟したマ
スカットのストレートな甘い香りが華やかに
香ります。テリーヌには珍しい、あっさりと
爽やかな白ワイン風味のテリーヌです。と
ても軽やかなテリーヌなので、白ワインは
勿論日本酒にも合います。

大自然の中に放牧されたコルシカ豚
「Porc Nustrale」とコルシカ島特産の生
ハム「PRIZUTTU」使用。「PROZUTTU
」は原産地呼称取得のコルシカ伝統的な
製法の生ハムを使用。生ハムも放牧豚を
使い、すべて手作りの大変こだわりのテ
リーヌです。

ベースは全て、コルシカ島の放牧豚コル

シカ豚「Porcu Nustrale」ですが、5種

類あるテリーヌは中に入ってる選び抜か

れたコルシカ特産の原料により、それぞ

れ全く違う味わいのテリーヌです。色々な

テイストがありますので、お好みに合わせ

各種お試し下さい。

着色料、保存料などは
一切使用していません。



2018年モデルよりサングラス取り扱いスタート！
562225 2662044

サすプリ 
￥1,200＋消費税
LOT：1
● 主な成分：炭粉・ゼオライト・ステアリン酸・
　　　　　 植物必須ミネラル(モリブデン酸イオン・
　　　　　 鉄分など)・天然由来塗料
● サイズ（約）：よこ9×たて16.5cm (1本)
● 使用期限の目安：製造年月日より5年以内
● 使用方法:鉢サイズ6号以上（直径約18cm以上）
                 1鉢に約1年に1本、鉢の土にさして下さい。
● その他：1袋／2本入り

EYEWEAR
SMITH Series

14

※品質改善のため、素材、仕様等を予告なく変更する場合がございます。

13

1965年ボブ・スミス氏がダブルレンズと空気の抜けるフォーム素材を世界で初めてゴーグルに採用し、曇らないゴーグルを開発。彼は自宅の倉庫で、手作りでゴーグルを作り

週末のスキーがてらにユタ州やコロラド州で販売。2015年50周年を迎えたSMITH。今後の50年をさらに商品の進化を加速させ、スリリングで楽しい経験を多くのアウトド

アファンに提供できるように進み続け、常に未来を見据え、世界的な企業として発展し続けています。

クロマポップという世界の最新レンズ技術を使ったレンズを使用したサングラスなど、

人生の冒険を最大限に楽しむというスミスのコンセプトが詰まった様々なシリーズ、コ

レクションがございます。

SASUPURI  
MORIBUGEN Series 

鉢土にさすだけ！
ミネラル栄養

「サすプリ」使用 「サすプリ」未使用

背丈・葉の成長が違います！！

<使用事例>
同じ時期に購入したテーブルヤシ。
左の鉢にだけ「サすプリ」使用。

植物の代謝に必要なモリブデン・鉄分がたっぷり!樹木本来の力(窒素代謝）を活性化させ、元気で強い木々に成長
させる事を目的として開発した酵素を働かせる観葉植物・観葉樹用ミネラル栄養。

黒い部分を下にして鉢土にさして
下さい。

水やり時に少しずつ成分
が溶け出します。

<使用方法>
<こんな時に>
●鉢植え樹の定期的な栄養補給に
●樹木が成長しない
●樹木本来の抵抗力をつけたい時
●葉っぱの黄化（葉先や真ん中が黄色、斑点状など)
●葉が黒くなる、花がつかない
●葉の変形(カールするなど）が気になる
●花の色が悪い、花が小さい　など

●木全体の勢いが増した !
●葉数が増えた !
●葉全体がツヤツヤしている !
●背丈が高くなった !

お客様の声

詳細はお問い合わせください◀

●   ビビットなカラーの再現。
●  すべての色のコントラストを向上。
●  光学的な感度の鋭さと視界のクリアさ。

See the world 
differently.
この最新のクロマポップ技術を使うことにより、今までに

ない“見え方”を提案しました。レンズの新しい形、未来の

レンズと言えるでしょう。鮮明な色の再現を可能にする、

今まで見たこともないわくわく感をあなたに提案します。

これは、世界の最新レンズ技術です。









560311 7287734

iPhone COVERS
ILLUSTRATOR Series

iPhone8/7/6s/6カバー ブックタイプ
￥3,500＋消費税
LOT：1
● 素材：合皮・ミラー
※iPhone8と7と6sと６に対応

iPhone8/7/6s/6カバー 
￥1,800＋消費税
LOT：1
● 素材：ポリカーボネート
※iPhone８と7と6sと６に対応
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560311 7284834 560311 7284904 560311 7285064 560311 7285134

560311 7285204 560311 7285374 560311 7285444 560311 7285514

560311 7285684 560311 7285754 560311 7285824

560311 7283604 560311 7283774

560311 7283844 560311 7283914 560311 7284074 560311 7284144

560311 7284214 560311 7284384

560311 7284454 560311 7284524 560311 7284694 560311 7284764

イラストレーター

にのみや いずみ
©Izumi Ninomiya 

紙媒体デザインや、イラスト、テキスタイルなど、人物や植
物をモチーフに制作しています。展示やイベントを中心に
活動中。
twitter/instagram : @izuminino
HP : 2-38123.wix.com/123web

イラストレーター

にのみや いずみ
©Izumi Ninomiya 

紙媒体デザインや、イラスト、テキスタイルなど、人物や植
物をモチーフに制作しています。展示やイベントを中心に
活動中。
twitter/instagram : @izuminino
HP : 2-38123.wix.com/123web

※P2１-2２掲載品は、品質改善のため、素材、仕様等を予告なく変更する場合がございます。

てをつなごう（画像右）食パン ブリオッシュ まえならえ（画像上）

メロンパンクリームパン クロワッサン コッペパン

ペンギンネコ１（グレーネコ） ネコ２（ミケネコ） フクロウ 春の風景 レモン はるかぜ ゆげ

クリームパン クロワッサン コッペパン メロンパン

（ウラ） （オモテ）

食パン ブリオッシュ オレンジの花 ぼんやりとした花

ICカード入れに
ちょうどいいポケットあり

ミラーも付属










