Lunar Rabbit Coffee Series

SPECIALTY COFFEE DRIP BAG

▶掛け率が異なりますのでお問い合わせください

「オーガニックの生豆を使用した
健康と美味しさを両立させた珈琲」
有機JAS認証の高品質な生豆100%でオリジナルブレ
ンドした珈琲豆を使用しています。自家焙煎した新鮮な
珈琲豆を、
その場でドリップバッグに加工した商品です。

スペシャルティコーヒードリップバッグ
￥380＋消費税
LOT：2
● 原材料：コーヒー豆
（粉)
● サイズ
（約）
：よこ10×たて12.5ｃｍ
● 内容量:8g
（1杯分）
● 賞味期限：最大で6ヶ月
● 味：5種類

※納品までにお時間を頂く場合がございます。

ドリップバッグなので、忙しい朝でも、
お湯を注ぐだけで、
美味しいコーヒーの出来上がり！
急なご来客時にも、余裕で対応。

身体に優しく、
上質な珈琲の味わいと
スッキリとした後味を
お楽しみいただけます。

Healthy Rabbit Blend
生豆生産国：インドネシアなど

Bitter Rabbit Blend
生豆生産国：グァテマラなど

浅煎りから深煎りまで焙煎度の異なる豆をブレン
ドしており、軽やかな香りと深みのあるコクを引き
出しつつも、身体に良いとされる浅煎りの成分と
深煎りの成分をいずれも抽出できます。

苦味、
コクが強い深煎りのブレンドです。酸味
はほとんど感じられません。深 煎りながらも
ベースとなるグァテマラが香り高く、
ミルクや砂
糖を入れたり、
カフェ・オレにしても相性抜群。
アイスコーヒーにも最適です。
酸味 ★☆☆☆☆

酸味 ★★★☆☆

苦味 ★★★★★

苦味 ★★★☆☆

甘み ★★★☆☆

香り ★★★★☆

甘み ★★★★☆

ビターブレンド

香り ★★☆☆☆

コク ★★★★★

コク ★★★☆☆

4 560311 732053
ヘルシーブレンド

4 560311 732022

Lunar Rabbit Coffee

Lunar Sweet Blend
生豆生産国：コロンビアなど

Lunar Aroma Blend
生豆生産国：エチオピアなど

DECAF(decaﬀeinated)
メキシコ エル・
トリウンフォ カフェインレス
生豆生産国：メキシコ

中深煎りの適度な苦味で、酸味は少なめです。コ
ロンビアで栽培される高品質な豆をベースにして
おり、抽出時やアフターテイストの香りはチョコ
レートやカカオを感じさせる甘さがあります。

エチオピア産のスペシャルティかつオーガニックの
豆をベースとした、紅茶にも似た品のある香りと
さっぱりとした酸味で、後味もスッキリとしたブレン
ドです。珈琲の苦味が苦手という方にもお勧めで
きます。

デカフェ
（カフェインレス）
ながらも有機JAS認証を
取得している希少な珈琲豆です。スペシャルティ
珈琲なので、上質でしっかりとした珈琲の味。デカ
フェ特有のクセは非常に少ないです。

横浜市金沢区六浦の珈琲専門店。
最寄り駅は京浜急行 金沢八景駅。
ご家庭で身体に優しく美味しい珈琲を楽
しんでいただくことをコンセプトに、
自家焙
煎した珈琲豆の販売、
また、焙煎したての
珈琲豆を用いたテイクアウトドリンクなど
の販売を行っています。

酸味 ★★☆☆☆

酸味 ★★★★☆

苦味 ★★★★☆

苦味 ★☆☆☆☆

香り ★★★☆☆

香り ★★★★★

甘み ★★★★★

コク ★★★★☆

酸味 ★★☆☆☆

苦味 ★★☆☆☆

甘み ★★☆☆☆

甘み ★★★☆☆

コク ★★☆☆☆

コク ★★★☆☆

香り ★★★★☆

スウィートブレンド

アロマブレンド

デカフェ

4 560311 732046

4 560311 732039

4 560311 732060
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Coffee Series

CRAFT BOTTLE COFFEE & COFFEE BAG

▶掛け率が異なりますのでお問い合わせください

「手軽に美味しいコーヒーを楽しめる」
ホームパーティーや、
お土産に！おしゃれなボトルは置いてある
だけでもサマになります。
コーヒー好きな方へのプレゼントとして
もおすすめです。

クラフトボトルコーヒー
￥550＋消費税
LOT：2
● 原材料：コーヒー
● サイズ
（約）
：底直径6×高さ21ｃｍ
● 内容量:330ml
● 賞味期限：最大で180日
● 味：3種類

※納品までにお時間頂く場合がございます。

ブレンド内容：
ブラジル・コロンビア/深煎り

ブレンド内容：
ブラジル・コロンビア/深煎り

ブレンド内容：
ブラジル・コロンビア/深煎り

すっきりとした後口で、飲みやすい。

バランスのとれた味わいで、
コーヒーを
楽しめる感じに。

濃いめにコーヒーを抽出。旨味が強い
コーヒーに。

GR マイルド

BL ミディアム

RD ストロング

4 560311 731940

4 560311 731957

4 560311 731964

コーヒーバッグをカップに入れ、140ml
のお湯を注ぎます。
３分程つけ、お好み
の濃さになるまで振り、取り出してくださ
い。

ブレンド内容：
グァテマラ・コロンビア他/中細挽き

ブレンド内容：
グァテマラ・コロンビア他/中細挽き

ふるのに最適化した、
コク重視のバラン
スを考えたブレンド。中深で、嫌味なくバ
ランスが取れてます。

キレのある深みが美味しさの決め手、砂
糖・ミルクとも相性抜群。深煎りでキレ
るのが特徴。芳ばしい香りが強いです。

ミディアム

ビター

4 560311 732077

4 560311 732084

コーヒーバッグ
￥450＋消費税
LOT：2
● 原材料：コーヒー豆
（粉)
● サイズ
（約）
：よこ9×たて15.5×底面奥行き5.5ｃｍ
● 内容量:16g(8g×2袋) 2杯分
● 賞味期限：最大で365日
● 味：2種類

※納品までにお時間頂く場合がございます。

お湯に3分程つけてから振るだけ
テトラバッグ型のコーヒーバッグ
簡単に美味しいコーヒーの出来上がり！
急なご来客時にも、
おすすめ。
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Nakataniseika Series

KARINTOU

▶Nakataniseika Seriesは掛け率が異なりますのでお問い合わせください

「かりんとう専業メーカーの自信の味」
創業100年を迎えた、
日本でも数少ないかりんとう専業メー
カーが丹念に製造したかりんとうです。4種それぞれの味をお
楽しみください。

かりんとう
￥1,500＋消費税
LOT：6(味混載可)
● サイズ
（約）
：直径11×たて15ｃｍ(瓶のサイズ）
● 内容量:100g(50g×２袋）
● 賞味期限：最大で100日
● 味：4種類

※納品までにお時間頂く場合がございます。
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

ドイツのガラスメーカー
WECKの保存容器
に入っています。

コクのある黒糖が掛けられた、
カリッと
した食感が持ち味のかりんとうです。

黒蜜の風味とたっぷり掛けられたきな
このハーモニーを楽しむかりんとうで
す。

黒糖

黒蜜きなこ

4 560311 732121

4 560311 732138

一番あっさりとした味ですが、隠し味
のアーモンドパウダー風味が効いて
いるかりんとうです。

刻みアーモンドがたっぷり掛けられ
た、洋風な味のかりんとうです。

美味しいかりんとうが、2袋入っています。
かりんとうを食べ終わっても使える容器は嬉しい！

中谷製菓株式会社
創業100年を迎えた、
日本でも数少ない
かりんとう専業メーカーです。

白蜜

アーモンド

4 560311 732145

4 560311 732152

東京多摩地区の各市町村の特産物を使
用したかりんとうも各種作っています。
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THE SIMIZU TOMATO PRODUCTS CO. Series

TOMATO CATSUP

▶THE SIMIZUS TOMATO PRODUCTS CO. 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

明治29年横浜で誕生した幻のケチャップ
「清水屋ケチャップ」
幻の味を当時の資料や証言から有機トマトを使用し再現。安全・
安心の極上ケチャップ。
昔の日本に確かにあった正統派のケチャップです。

清水屋有機ケチャップ セミハードボトル

オープンプライス

国産トマトケチャップは、横浜が発祥の地

LOT：12
● サイズ
（約）
：よこ7×たて18ｃｍ
● 内容量:300g
● 賞味期限：最大で1年半
（製品ラベルに記載）
● 味：2種類
［有機JAS認定取得］

「横浜市史稿」によると、慶応2年（1866）頃、
横浜・子安村の堤春吉が西洋野菜の栽培を
始めたと言われています。
やがて子安村の西洋野菜畑は鶴見方面に伝
わり栽培農家の一人、清水與助は西洋野菜

明 治 2 9 年に日本 初と言われるトマトケ

の栽培だけではなくトマトの加工事業を始めま

チャップを作り、横浜で「清水屋」
を創業し

した。作り方は横浜の外国人スポーツクラブの

た清水興助。その偉業をたたえ、清水屋ブ
ランドを復刻しました。

● 原材料：有機トマト・有機砂糖・有機醸造酢・
食塩・有機たまねぎ・有機香辛料

● 原材料：有機トマト・有機砂糖・有機醸造酢・
食塩・香辛料・有機たまねぎ

トマトケチャップ

ハバネロトマトケチャップ

4 582353 360117

4 582353 360131

横濱ナポリタン パスタソース

料理人、細貝音八から手ほどきをうけたとのこと
です。
（横浜社会辞彙・大正6年刊より）これが
国産初のトマトケチャップと言われています。

清水屋瓶有機ケチャップ 瓶

オープンプライス

オープンプライス

LOT：12
● 原材料：お問い合わせください
● サイズ
（パッケージ）
：よこ13×よこたて16.5x厚み2ｃｍ
● 内容量:140g
（1人前）
● 賞味期限：最大で1年
（箱の底面に記載）
（※この商品はレトルトパウチ食品です。）

LOT：10
● 原材料：有機トマト・有機砂糖・有機醸造酢・食塩・
有機たまねぎ・有機香辛料
● サイズ
（約）
：直径7×高さ13ｃｍ
● 内容量:300g
● 賞味期限：最大で1年半
（製品ラベルに記載）
［有機JAS認定取得］

横浜発祥といわれるナポリタンを国産初の清水屋
ケチャップで仕上げた、
ナポリタンソースです。
ハム、
マッシュルームなど具材入りなので、茹で上
げたスパゲッティとソースを炒め合わせるだけで、
お
手軽にナポリタンが作れます。

パスタソース

トマトケチャップ 復刻版

4 582353 360124

4 582353 360100

Conditioning example

横濱流 炒めておいしいナポリタンソース

ポイント！
横濱流は先にスパゲッティを炒める。

1 少量のオイル(約15cc）
を引たフライパンに引き、茹
で上がったスパゲッティ約100gを炒める。
2 チリチリと音がし、水分がなくなったらソースを加え、
更に炒める。
3 お皿に盛り付け、
お好みで粉チーズをふりかけお召

オムライス
１ 少量のオイル
（約15cc）
をフライパンに引き、
ごはん
（茶碗１杯、約200g〜250g）
を炒める。
2 ソースを加え、更に炒める。
3 薄焼き卵で包み、仕上げに清水屋ケチャップ
をかけ、
お召し上がりください。

し上がりください。
＊スパゲッティに水分が残っているとソースが薄まりますので、
必ずスパゲッティを先に炒めてください。
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CHINESE FOOD Series

CHINESE OYATSU

▶CHINESE FOOD 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

「手軽で簡単おいしいおやつ」
ナッツ類は脂肪分は多く含まれていますが、
そ
の脂肪は生活習慣病の予防にも良いとされる
不飽和脂肪酸で、適度に摂取することで美容
にも健康にもよい効果が期待できます。

百草味 おやつ

オープンプライス
LOT：10
●
●
●
●

●
●
●
●

原材料：ピーカンナッツ、砂糖、食塩
サイズ
（約）
：よこ15.5×たて23×厚み5.5ｃｍ
内容量:168g
賞味期限：最大で6ヶ月
（製品袋に記載）

原材料：クルミ、砂糖、麦芽糖、
パーム油、食塩
サイズ
（約）
：よこ11×たて25×厚み5.5ｃｍ
内容量:168g
賞味期限：最大で6ヶ月
（製品袋に記載）

●
●
●
●

原材料：カシューナッツ、食塩、砂糖
サイズ
（約）
：よこ11×たて25×厚み5.5ｃｍ
内容量:190g
賞味期限：最大で6ヶ月
（製品袋に記載）

●
●
●
●

原材料：かぼちゃの種、食塩
サイズ
（約）
：よこ13×たて27×厚み6.5ｃｍ
内容量:160g
賞味期限：最大で6ヶ月
（製品袋に記載）

ピーカンナッツ(碧根果仁)

くるみキャラメル（琥珀核桃仁）

カシューナッツ（烘焙腰果)

かぼちゃの種(南瓜子仁)

6 948939 613615

6 948939 613585

6 948939 610577

6 948939 648532

えびせんべい

LOT：10
● 原材料：でんぷん、砂糖、
えび、食塩、調味料など
● サイズ
（外箱）
：直径7×高さ13ｃｍ
● 内容量:227g
● 賞味期限：最大で1年
（製品袋に記載）

約200℃のたっぷりの油で約10秒揚げるだけ。
おやつにおつまみに、揚げたてのえびせんに塩を振れ
ば、
１箱でたくさんできます！ えびの風味がおいしい！
！
！

サラダやお料理の付け合せも
本当に手軽でおいしくてｇｏｏdです
小出しにお使いいただけます
＊箱から出した中身、
えびせんを揚げる前（MIX)

赤

白

MIX

ガーリック

6 901036 882087

6 901036 882094

6 901036 882209

6 901036 890426
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