平成29年1月
商品番号
漬け方

0001

商

品

名

（100ｇ入）

ミラノ風アンチョビグリーンオリーブ（バジル風味） 【人気№１】

本体価格 商品番号
漬け方

名

（100ｇ入） 本体価格

800円

種付き 小型品種のナチュラルブラックオリーブをガーリックで漬
個 オイル け込んだ、味と香りとほのかな苦味も楽しめるオリーブ

800円 1127 プレーン ブラックオリーブ

0002 フレスキー グリーンオリーブ
種抜き イタリア中北部トスカーナ産 中型品種で実は軟柔、渋
塩orｵｲﾙ 抜きした未醗酵タイプのフルティーなオリーブです

種付き スペイン南部アンダルシア産 オヒブランカ種
個 塩orｵｲﾙ 実が硬く低塩分、まろみのある味わいが特徴です

種付き 塩分の強いグリーンオリーブを特製のオイルと唐辛子で
オイル 味付けし刺激的に仕上げています

0018 シチリア風 ガーリックアンチョビオリーブ

個

800円

種抜き フランス南部で加工したモロッコ産の種抜きナチュラル
個 オイル オリーブを南仏独特のハーブで漬け込みました

800円

種抜き アンチョビを詰めたオリーブを特製のオイルとたっぷり
オイル のガーリックで漬け込みました

個

種抜き ハルキディキ種 中型品種で酸味が強く、肉厚で濃厚
塩orｵｲﾙ な味わいある実がしっかりとしたオリーブです

0030 スタッフドレモン グリーンオリーブ 【人気№４】

個

種付き イタリア中南部アブルッツォ産 レッチーノ種
塩水 香りや香ばしさが特徴でほのかに苦味のあるオリーブ

個

種付き イタリア中部ラツィオ州ガエタ産 ガエタ種
塩水 小型品種で赤褐色、ほのかな苦味が特徴のオリーブで

種抜き 赤パプリカを詰め込んだ､日本では最も馴染みのある低
塩orｵｲﾙ 塩分オリーブです お料理の彩りにも最適

個

種抜き わさびしょう油の風味をいかしたオリーブです、和食に
塩水 もしっかり合わせて頂けます

種付き イタリア中南部アブルッツォ産【イントッソ種】中型品種で実は
塩水 硬く、未醗酵タイプの味わいのあるフルティーなオリーブです

個

甘酢漬 爽やかな甘みのあるキュウリの酢漬けです

酢漬

個

576円

酸味の強いキュウリの酢漬けです

個

800円 2035 カクテル ピクルス

0033 ピコリーヌ グリーンオリーブ
種付き フランス南部プロヴァンス地方 ピコリーヌ種
塩orｵｲﾙ 小型品種で実は硬く、少々塩が利いたオリーブです

個

酢漬

576円

小指程の酸味が強いキュウリの酢漬けです

個

800円 2036 ホワイトアスパラガスのピクルス 【人気№５】

0037 ジャンボチェリニョーラ グリーンオリーブ
種付き イタリア南部プーリア産 チェリニョーラ種
塩orｵｲﾙ 大型種、硬実、塩分はやや強く、酸味の弱いオリーブです

個

甘酢漬

800円

シャキシャキとした歯ごたえと爽やかな甘酢漬け生ハム
との相性は抜群です

800円 2039 クラシコ ピクルス

0039 スパイシー グリーンオリーブ
種抜き アンチョビを詰めたオリーブをドライトマトと鷹の爪、特
オイル 製オイルでじっくり漬け込みました

0041 フランス産ピテット 種抜きグリーンオリーブ

個

酢漬

個

酢漬

塩と僅かな食酢だけでじっくりと自然醗酵させた古代か
ら変わらない本来の味の酢漬けです

種抜き スペイン北部カブラレス産のカブラレスチーズ（牛・ヤギ・羊のミ
塩水 ルクを主原料としたブルーチーズ）を詰め込みました

個

酢漬

トマトの酸味を生かしさっぱりと食べやすく仕上げたミニ
トマトの甘酢漬けです

種抜き アンチョビを詰めたグリーンオリーブをオニオン・トマト
オイル ソース・バジルで仕上げた辛味の利いたマリネです

イタリア南部カンパーニャ産の小桃を丸ごと漬け込みました
種まで食べれるパリパリとした食感で仕上げました

北欧風のハーブをたっぷりと使用したキュウリの酢漬け
個 甘酢漬 です

種付き 色も形も異なるオリーブのミックス食感や味が色々お楽
オイル しみ頂けます 彩が美しくパーティーにおすすめです

個

0056 スタッフドハラペーニョ グリーンオリーブ 【新商品】 800円
種抜き 種抜きグリーンオリーブに唐辛子を詰めた、ソフトな酸
塩orｵｲﾙ 味とキリッとした辛さのきいたオリーブです

0059 トマト テイスト グリーンオリーブ 【休売中】

個

グリーンオリーブ・ブラックオリーブ・キュウリ・小玉ねぎを
ほどよい酸味で仕上げた酢漬けです
3341 完熟トマトのマリナ－レ （セミドライトマト） 【人気№３】
フレッシュトマトを半乾燥させ、ハーブとオイルでマリネ
マリネ タイプに仕上げました（催事で販売しているはこちら！）
酢漬

南イタリア産のドライトマトを特製EXVオイルで漬け込ん
個 オイル であります トマトと漬けオイルを利用してパスタにどうぞ

種抜き 癖のない上質な種抜きオリーブを特製のオイルと5種類
オイル の辛味ハーブとニンニクで漬け込みました

個

種抜き アメリカ西海岸カリフォルニア産 マンザニラ種
塩orｵｲﾙ 小型品種で低塩分､癖のないオリーブ （ﾋﾟﾃｯﾄｸﾞﾘｰﾝもあり）

個

和名チョウセンアザミ 欧州では代表的な野菜の一つ
マリネ さっぱりとしたマリネです
酢漬

種付き ギリシャ=ペロポネソス地方 カラマタ種
塩水 煮込みに最適な独特の風味を持った肉厚オリーブです

個

風蝶草科の低木の実、ケーパー（=つぼみ）が開花後の果実
酸味はやや強めで、スモークサーモンや生ハムの付け合せに

個

個

TEL
FAX

ＦＡＸでのご注文は太枠内にご記入下さい
ご住所

個

750円

エミリアロマーニャ、ボレッタ村が発祥の平たく辛みの少
マリネ ない玉ねぎを甘酢っぱくマリネしました

お名前

個

800円

800円 3357 ボレッタオニオンのマリネ

1116 カラマタ ブラックオリーブ

個

800円

750円 3354 ケーパー ベリー

1114 ピテットライプ 種抜きブラックオリーブ

個

826円
750円

800円 3343 アーティチョークのマリネ

1113 ホットチリ ブラックオリーブ 【人気№２】

個

800円

800円 3342 ドライトマトのオイル漬け 通販限定商品

種抜き トマトの風味をいかした和風オリーブです、和食にも
塩水 しっかり合わせて頂けます

個

576円

800円 2055 カクテルオリーブのピクルス

0050 オリーブ・ディ・メランジェ５

個

826円

800円 2053 スイートドライピクルス

0047 オリーブヴェルデ ピカンテ

個

750円

800円 204７ 桃の果実のピクルス

0044 スタッフドフロマージュ グリーンオリーブ

個

576円

750円 2042 プチトマトのピクルス

種抜き フランス産ベルディ種の小型品種で、癖がなく塩分を抑
塩水 えた食べやすい種抜きグリーンオリーブです

個

576円

800円 2034 ディルサワー ピクルス

0032 イントス グリーンオリーブ

個

800円

800円 2031 スイート ピクルス

0031 スタッフドピメント グリーンオリーブ

個

750円

800円 1136 わさび テイスト ブラックオリーブ 【新商品】

種抜き 低塩分のグリーンオリーブにレモンピールを詰めた柔ら
塩orｵｲﾙ かな酸味を持ったオリーブです

個

750円

1133 レッチーノ ブラックオリーブ

750円 1135 ネレガエタ ブラックオリーブ

0025 ハルキ グリーンオリーブ

個

760円

800円 1130 種抜きハーブ ブラックオリーブ

0012 ペペロンチーニ ホット グリーンオリーブ

FAX（０４２）７０３-６６０３

品

800円 1125 アーリオ ブラックオリーブ（ガーリック風味）

種抜き アンチョビを詰めたオリーブを特製のオリーブオイルで
オイル 漬け込みバジルで香りを整えてあります

※本体価格表示（消費税別途）

商

〒

一部オリーブは『オイル漬け』又は『塩漬け』をお選
び頂けます。 『塩 or オイル』のどちらかをお選び頂
お届ご希望日
いて○で囲ってください 指定がない場合は 『オイ
ル漬け』でお届け致します
お届けご希望時間
※掲載品以外のオリーブのご用命は、本店までお問 ご要望欄
い合わせ下さい

月

日

（

）曜日

午前中 / 12～14時 / 14～16時 / 16～18時 / 18～20時 / 20～21時

ご注意：稀に種抜きオリーブに種が入っている場合がありますので、お召し上がりの際はご注意下さい。
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