
Organic Forest

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

オーガニックフォレスト

Organic Forest

1999 年よりヨーロッパ（スイス・ドイツ）からオーガニック食品を輸入・販売を行っているオーガニックフォレスト。幸せのてん

とう虫チョコ・全粒粉パスタ・オリーブオイルなど幅広いアイテムを揃えています。「ヨーロッパのオーガニックテイストとラ

イフスタイルがいっぱいの商品を届けたい」という想いから安心安全にこだわった食品を直接輸入しています。

●ヨーロッパ直輸入

●食品添加物不使用

●小さなお子様の健康のために

●ベジタリアンの方にもおすすめ

各種オーガニック認証を取得

オーガニックフォレストが取り扱う Rapunzel 社の商品をはじめ、商品の

原料は各オーガニック認証を取得しています。また、現地のメーカーより

直接輸入をしているため、品質の良い商品を提供可能。有機栽培製品の品

質向上のためのプロジェクトにも参加し、安心安全なヨーロッパのライフ

スタイルを発信しています。

幸せのてんとう虫

オーガニックフォレストの代表商品である「てんとう

虫チョコレート」。てんとう虫は、ヨーロッパでは「てん

とう虫が身体にとまるとあなたにも春（幸せ）がやって

来ますよ」という言い伝えがあり「幸せのシンボル」と

して広く親しまれいます。

Drink ドリンク

小さなお子様にもお召し上がりいただけるインスタントタイプのドリンクです。

原料にコーヒー豆は使われていません。ビタミンやミネラル豊

富な穀物とイチジク（整腸作用）、チコリ（ビタミン、鉄分）を焙

煎したインスタントタイプの健康飲料です。ノンカフェインで

すので小さなお子様にも安心です。 

穀物コーヒー 125g

￥1,840+ 税 LOT:1 W100×D100×H100 ㎜ 125g 賞味期限：1 年半

【原材料】ライ麦、大麦、麦芽、イチジク、どんぐり、チコリ  （全成分 IMO オーガニック認証取得）

穀物コーヒーのお徳用タイプ。ハチミツ・オリゴ糖・豆乳・牛

乳を加え夏はアイス、冬はホットでも美味しくお召し上がりい

ただけます。ホイップクリーム、ゼリーやケーキなどのお菓子

作りにご使用いただくのもおすすめです。

穀物コーヒー 250g

￥3,460+ 税 LOT:1 W100×D100×H200 ㎜ 250g 賞味期限：1 年半

【原材料】ライ麦、大麦、麦芽、イチジク、どんぐり、チコリ  （全成分 IMO オーガニック認証取得）

原料にコーヒー豆は使われていません。ビタミンやミネラル豊

富な穀物とイチジク（整腸作用）、チコリ（ビタミン、鉄分）を焙

煎したインスタントタイプの健康飲料です。ノンカフェインで

すので小さなお子様にも安心です。 ジンジャー入り

穀物コーヒー ジンジャー 125g 

￥1,950+ 税 LOT:1 W100×D100×H100 ㎜ 125g 賞味期限：1 年半

【原材料】ライ麦、大麦、大麦麦芽、イチジク、どんぐり、チコリ、ジンジャー（7％）  （全成分 IMO
オーガニック認証取得）

LOT:1 賞味期限：1 年

【原材料】未精製糖、カカオパウダー（38%）、大豆レシチン（遺伝子組み換えではない）、バーボン
バニラ （全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

38% カカオが入った栄養素の高い、手軽に作れるインスタント

タイプのチョコレートドリンクです。

✔
✔ VEGAN

ROHKOST ✔
✔ VEGAN

ROHKOST

チョコレートドリンク

取得オーガニック

スイスの有機認証機関。20 年以上の歴史をもち、EU 各
国だけでなく、アメリカの USDA や日本 JAS 規格に応
じて、有機認証を提供できます。

2001 年にドイツ連邦消費者保護・食糧・農業省大臣に
よって初めて国家認定の統一オーガニック認証として
導入された認証機関。

ドイツのオーガニック認証団体。Rapunzel 社の食品の
原材料ほとんどが ABCERT の認証を取得しています。1981 年に創設された有機農法認定機関。スイスは有機

農法に関するパイオニアで、国土全体の農地の 11% が
BIO SUISSE の基準で栽培しています。 2001 年に発足したドイツのオーガニック認定機関。

オーガニック認証の質を保証する「ＩＦＯＡＭ」にも加
盟しています。

1973 年にスイスで設立された組織。スイス・フリック
に研究所を置き、オーガニック農業の可能性について
研究する国際機関。

2000 年に EU 委員会が制定した化学肥料や化学合成農
法、遺伝子組み替え農法を用いずに環境に優しい製法
を用いた食材に記す事が出来るマーク。

Rapunzel 社が主催するフェアトレードとエコロジーを
目的とするプロジェクト。地球環境の持続可能性と生
産者の経済的、社会的な継続を理念とする活動です。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

①

②

①400g 　￥1,950+ 税 W100×D100×H130 ㎜ 

②お試し用 15g　￥130+ 税 W75×D3×H110 ㎜

970-3072**
✔
✔ VEGAN

ROHKOST

970-3074** 970-3075**

①970-1434310** ②970-1434420**

こだわりの

オーガニックフード



※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

オーガニックフォレストFood
オーガニックフード

動物性由来の原料を使用していないため、ベジタリアンの方にもおすすめです。

スペイン・アンダルシア地方のオーガニック・オリーブオイ

ル & ブラックオリーブ果実とイタリア産トマトをベースにし

た野菜たっぷりのソースです。

トマトソース・オリビア

￥880+ 税 LOT:1 W60×D60×H120 ㎜ 340g 賞味期限：1 年半

フランス産リコッタ＆パルメザンチーズたっぷりのソースで

す。熱を加えていただきますとチーズが程よく溶けてお料理が

引き立ちます。 

トマト＆リコッタチーズ

￥980+ 税 LOT:1 W60×D60×H120 ㎜ 360g 賞味期限：1 年

【原材料】トマト、オリーブ、オリーブオイル、海塩、ケッパー、未精製糖、にんにく、パセリ、とう
がらし、マジョラム（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

【原材料】トマト、リコッタチーズ、パルメザンチーズ、パプリカ、カシューナッツ、タマネギ、ビ
ネガー、海塩、にんにく、オリーブオイル、未精製糖、バジル、タイム、コショウ（全成分ABCERTオー
ガニック認証取得）

イタリア産トマトをベースにした野菜たっぷりでスパイシー

なソースです。お肉やお魚のソースとしても幅広くお使いいた

だけます。

トマトソース・アラビアータ

￥880+ 税 LOT:1 W60×D60×H120 ㎜ 340g 賞味期限：1 年半

【原材料】 トマト、オリーブ、オリーブオイル、タマネギ、にんじん、セロリ、海塩、バジル、にんに
く、とうがらし（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

大豆たんぱくのボロネーゼ風ソース。パスタ料理やリゾットな

どのベジ料理に合います。またオムレツなどの卵料理や白身の

お魚のソースとしてお使いいただけます。

ベジタリアン・ボロネーゼ

￥880+ 税 LOT:1 W60×D60×H120 ㎜ 340g 賞味期限：1 年半

【原材料】 トマト、タマネギ、大豆（遺伝子組み換えではない）、にんじん、セロリ、バジル、海塩
（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

トマトとバジルのフルーティでベーシックなタイプのソース

です。茹でたてのパスタにそのままお使いいただいても美味し

くお召し上がりいただけます。オムレツなどの卵料理や白身の

お魚のソースにも◎

トマトソース・トスカーナ

￥880+ 税 LOT:1 W60×D60×H120 ㎜ 340g 賞味期限：1 年半

【原材料】 トマト、タマネギ、にんじん、セロリ、バジル、海塩（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

Organic Forest

✔
✔ VEGAN

ROHKOST

✔
✔ VEGAN

ROHKOST

✔
✔ VEGAN

ROHKOST

✔
✔ VEGAN

ROHKOST

Oil & Vinegar オイル・ビネガー

サラダからメインまで幅広く使える風味豊かなオイル＆ビネガー。

スペイン産のエキストラバージンオリーブオイルにレモンオイル

をブレンド。加熱してもレモンの香りが残ります。遊離脂肪酸が

100g あたり 0.8g 以上含まれています。

オリーブオイル　シトロン

￥1,230+ 税 LOT:1 W40×D40×H190 ㎜ 100ml 賞味期限：10 ヶ月

スペイン産エキストラバージンオリーブオイル 100％。そのまま

ソースにもなる洗練された味です。香りは果物、野菜、ナッツを思わ

せ、口で広がる香りはワインのように複雑に華やかに広がります。

オリーブオイル　
フィンカ  ラ  トーレ 

￥2,800+ 税 LOT:1 W50×D50×H280 ㎜ 500ml 賞味期限：10 ヶ月

【原材料】エキストラバージンオリーブオイル、レモンオイル（デメター認証取得） 【原材料】 エキストラバージン オリーブオイル（デメター認証取得） 

厳選したオーガニック赤ワインを熟成し、伝統的な製法により完

成。コクと深みのある伝統的な味わいをお楽しみ頂けます。自然な

状態での酵素・ビタミン B・アミノ酸などが多く含まれています。

赤ワインビネガー

￥1,060+ 税 LOT:1 W50×D50×H280 ㎜ 500ml 賞味期限：3 年

【原材料】赤ワイン（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

白ワインビネガー

【原材料】白ワイン（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

￥1,060+ 税 LOT:1 W50×D50×H280 ㎜ 500ml 賞味期限：3 年

厳選したオーガニック白ワインを熟成し、伝統的な製法により完成。

フルーティな香りとマイルドで爽やかな酸味を味わえます。自然な

状態での酵素・ビタミン B・アミノ酸などが多く含まれています。

✔
✔ VEGAN

ROHKOST ✔
✔ VEGAN

ROHKOST

バルサミコ  デ  モデナ I.G.P

【原材料】ワインビネガー、葡萄（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

￥1,780+ 税 LOT:1 W40×D40×H190 ㎜ 250ml 賞味期限：3 年

バルサミコ モデナの 3 つ星商品。長期間木樽で熟成した逸品です。

自然な状態での酵素・ビタミン B・アミノ酸などが多く含まれてい

ます。ソースの隠し味やヨーグルトやアイスクリーム、デザートに

少量を加えてお楽しみください。

バルサミコ モデナの 4 つ星、最上級品のプレミアムなバルサミコで

す。自然な状態での酵素・ビタミン B・アミノ酸などが多く含まれ

ています。昔からの製法によって時間をかけて原材料の味を引き出

し、際立たせた高品質な商品です。最上級クラスのバルサミコビネ

ガー。長期間、木樽で熟成させた逸品です。

バルサミコビネガー I.G.P プレミアム

￥6,480+ 税 LOT:1 W80×D80×H150 ㎜ 250ml 賞味期限：5 年

【原材料】ワインビネガー、葡萄（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

970-1300280**

970-1300275**

970-1300225**

970-1302205**

970-1300270**

970-1000950**

970-1050420**

970-1050475**

970-1000675**

970-1050400**

970-1050445**

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。



※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

ハニー＆アーモンドがミルクチョコ

レートに包まれています。カカオ35％。

【原材料】 未精製糖、カカオバター、全粉乳、ハニーアーモン
ド ( 未精製糖 / アーモンド / ハツミツ）、ヘーゼルナッツ、
バーボンバニラ （全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

100g 賞味期限：1 年

ミルクチョコハニー＆アーモンド 

大人向けチョコレート。ミルクチョコ、

ラム酒、レーズン、へーゼルナッツが程

よく溶け合います。 ブランデーやコ

ニャックとの相性も抜群。 カカオ 36%。

【原材料】 未精製糖、カカオバター、全粉乳、カカオマス、
レーズン、へーゼルナッツ、ラム酒、大豆レシチン（遺伝子組
み換えではない）、バーボンバニラ（全成分オーガニック認
証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

100g 賞味期限：1 年

ラム・レーズンチョコレート

コクのある本格派スイスのミルクチョ

コレートです。 ミルクが香り、滑らか

でリッチなテイストを楽しめます。 ミ

ルク 25%。

【原材料】 未精製糖、カカオバター、全粉乳、カカオマス、大
豆レシチン（遺伝子組み換えではない）、バーボンバニラ（全
成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

100g 賞味期限：1 年

ミルクチョコレート

ビターチョコにジンジャーが刺激的。

未精製糖シロップ＆ジンジャーが細か

く刻まれて入っています。カカオ 55%。

【原材料】 未精製糖、カカオバター、全粉乳、ココナッツ、カ
カオマス、大豆レシチン（遺伝子組み換えではない）、バーボ
ンバニラ（全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

80g 賞味期限：1 年

ジンジャーチョコレート

スイスチョコレート製造の老舗マエス

トラーニ社が、IMO の認証を取得した原

材料だけを使って製造した一口サイズ

のチョコレート。乳化剤、香料、保存料

などの食品添加物は一切使用していな

い為、安心してお召し上がり頂けます。 

Chocolate チョコレート

小さなお子様も安心して食べれるオーガニックチョコレート。 オーガニックフォレスト

Organic Forest

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

てんとう虫チョコレート 1kg 

【原材料】 未精製糖、カカオバター、ヘーゼルナッツ、全粉
乳、カカオマス、バーボンバニラ（全成分 IMO オーガニック
認証取得）

970-5004**

￥11,200+ 税 LOT:1 W150×D150×H150 ㎜  

1kg 賞味期限：1 年

※約 200 個ほど入っています。

スイスチョコレート製造の老舗マエス

トラーニ社が、IMO の認証を取得した原

材料だけを使って製造した一口サイズ

のチョコレート。乳化剤、香料、保存料

などの食品添加物は一切使用していな

い為、安心してお召し上がり頂けます。

てんとう虫チョコレート 
ギフト BOX 50 個 

【原材料】 未精製糖、カカオバター、ヘーゼルナッツ、全粉
乳、カカオマス、バーボンバニラ（全成分 IMO オーガニック
認証取得）

970-G50**

￥3,980+ 税 LOT:1 W210×D200×H120mm  

250g 賞味期限：1 年
スイスチョコレート製造の老舗マエス

トラーニ社が、IMO の認証を取得した原

材料だけを使って製造した一口サイズ

のチョコレート。乳化剤、香料、保存料

などの食品添加物は一切使用していな

い為、安心してお召し上がり頂けます。

てんとう虫チョコレート 4 個入り

【原材料】 未精製糖、カカオバター、ヘーゼルナッツ、全粉
乳、カカオマス、バーボンバニラ（全成分 IMO オーガニック
認証取得）

970-A4**

￥280+ 税 LOT:1 W80×D15×H50 ㎜  

25g 賞味期限：1 年

ミルクチョコレートに濃厚なヘーゼル

ナッツペーストをトリュフ状に包み込

んだプラリネタイプの生チョコテイス

トです。 カカオ 36%。

【原材料】 未精製糖、カカオバター、へーゼルナッツ、全粉
乳、カカオマス、大豆レシチン（遺伝子組み換えではない）、
バーボンバニラ（全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

100g 賞味期限：1 年

トリュフチョコレート 

ビターチョコレートに濃厚なヘーゼル

ナッツペーストをトリュフ状に包み込

んだプラリネタイプの生チョコテイス

トです。 カカオ 55%。

【原材料】未精製糖、カカオマス、ヘーゼルナッツ、カカオバ
ター、カカオパウダー、バーボンバニラ（全成分オーガニッ
ク認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

100g 賞味期限：1 年

ビタートリュフチョコレート

ミルクチョコレートをベースにして丁

寧にローストされた大粒ヘーゼルナッ

ツがたくさん入っています。 カカオ

38%。

【原材料】 未精製糖、カカオバター、全粉乳、へーゼルナッ
ツ、カカオマス、大豆レシチン（遺伝子組み換えではない）、
バーボンバニラ（全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

100g 賞味期限：1 年

ヘーゼルナッツチョコレート

カカオ70％の本格派ビターチョコレー

トです。高品質なカカオの香りとバニ

ラがバランスよくお口で広がります。

【原材料】  カカオマス、未精製糖、カカオバター、カカオパ
ウダー、バーボンバニラ（全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

80g 賞味期限：1 年

ビターチョコレート

カカオ85％の究極のビターチョコレー

ト。ボリビア産、高品質のオーガニック

カカオの香りをお楽しみ下さい。

【原材料】  カカオバター、カカオマス、カカオパウダー、未
精製糖（全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

80g 賞味期限：1 年

ダークチョコレート

エスプレッソコーヒーの香りが漂う大

人の味わい。ビターチョコレートに

ローストされたコーヒーパウダーが

入ってます。 カカオ 55％。

【原材料】  未精製糖、カカオマス、カカオバター、コーヒー
パウダー（全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

80g 賞味期限：1 年

エスプレッソチョコレート

カカオ55％のセミスィートチョコレー

ト。クランチアーモンド入りです。 ビ

ターチョコレートにアーモンドが程よ

く香ります。

【原材料】 未精製糖、カカオマス、アーモンド、カカオバ
ター、バーボンバニラ （全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

80g 賞味期限：1 年

アーモンドチョコレート

ライスミルクのチョコレートです。上

品なライスミルクとカカオの香りがバ

ランスよくお口で広がります。カカオ

40％。

【原材料】 未精製糖、カカオバター、カカオマス、ライスミルク
パウダー、ヘーゼルナッツ、大豆レシチン（遺伝子組み換えで
はない）、バーボンバニラ （全成分オーガニック認証取得）

￥800+ 税 LOT:1 W80×D10×H160 ㎜  

100g 賞味期限：1 年

ライスミルクチョコレート

✔ VEGAN

✔ VEGAN

✔ VEGAN

✔ VEGAN

✔ VEGAN

✔ VEGAN

✔ VEGAN

970-1430300** 970-1430140**

970-1431270**

970-1430290**

970-1430060**

970-1430295**

970-1430055**

970-1430130**

970-1430305**

970-1430205** 970-1430405**970-1431005**



※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

Chocolate stick チョコレートスティック

手軽に楽しめるオーガニックチョコレートスティック。 オーガニックフォレスト

Organic Forest

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

￥560+ 税 LOT:1 W90×D20×H60 ㎜  

50g 賞味期限：2 年

【原材料】 未精製糖、コーンシロップ、ジンジャーエキ
ス （全成分 EU オーガニック認証取得）

オーガニック & フェアトレードの

ジンジャータブレットです。スパイ

シーなジンジャーテイストをお楽

しみ頂けます。1 缶約 45 ～ 50 粒入っ

ています。

Tablet タブレット

ラムネ、キャンディーのような大きな粒が特徴の清涼感のあるタブレット。

ペパーミント タブレット

【原材料】 未精製糖、コーンシロップ、ペパーミントエ
キス （全成分 EU オーガニック認証取得）

970-1432910**

￥560+ 税 LOT:1 W90×D20×H60 ㎜  

50g 賞味期限：2 年

オーガニック & フェアトレードの

ペパーミントタブレットです。すっ

きりとした清涼感のあるテイスト

をお楽しみ頂けます。1 缶約 45 ～ 50

粒入っています。

レモン ミント タブレット

970-1432930**

ジンジャー タブレット

970-1432920**

￥560+ 税 LOT:1 W90×D20×H60 ㎜  

50g 賞味期限：2 年

【原材料】  未精製糖、コーンシロップ、レモンジュース、
レモンエキス、ペパーミントエキス （全成分 EU オーガ
ニック認証取得）

オーガニック & フェアトレードの

レモンミントタブレットです。フ

ルーティなテイストをお楽しみ頂

けます。1 缶約 45 ～ 50 粒入ってい

ます。

Fruits bars フルーツバー

朝食やアウトドアスポーツ時の栄養補給に便利な携帯食。

スティック  ラテ・マキュアート

【原材料】未精製糖、全粉乳、ヘーゼルナッツ、カカオバター、パーム油、カカオマス、
脱脂粉乳、コーヒーパウダー（全成分 IMO オーガニック認証取得）

モカコーヒークリーム＆チョコペーストをホワイト
チョコレートでコーティングしました。 

①970-1432561**

￥250+ 税 LOT:1 W150×D20×H10 ㎜ 22g 賞味期限：1 年

②970-1432551**

③970-1432571**

④970-1432545**

①
　   

②
　   

③
　   

④
　   

⑤
　   

⑥

⑤970-1432535**

⑥970-1432585**

スティック  ラズベリーヨーグルト

【原材料】未精製糖、全粉乳、ヘーゼルナッツ、カカオバター、パーム油、ヨーグルトパ
ウダー、カカオマス、ドライフローズンラズベリー、レモンパウダー、大豆レシチン

（遺伝子組み換えではない）（全成分 IMO オーガニック認証取得）

ラズベリー＆ヨーグルトクリームをミルクチョコ
レートでコーティングしました。 

スティック  ココナッツクリーム

【原材料】未精製糖、カカオバター、全粉乳、ココナッツ、パーム油、カカオマス、大豆レ
シチン（遺伝子組み換えではない）、バーボンバニラ（全成分 IMO オーガニック認証取
得）

ココナッツクリームをミルクチョコレートコーティ
ングしました。 

スティック  エスプレッソ

【原材料】未精製糖、カカオマス、ヘーゼルナッツ、カカオバター、パーム油、コー
ヒー、カカオパウダー、全粉乳、大豆レシチン（遺伝子組み換えではない）、バーボンバ
ニラ （全成分 IMO オーガニック認証取得）

エスプレッソコーヒークリームをビターチョコで
コーティングしました。

スティック  サンバ

【原材料】未精製糖、ヘーゼルナッツ、カカオバター、全粉乳、カカオマス、脱脂粉乳、
パーム油、バーボンバニラ（全成分 IMO オーガニック認証取得）

ヘーゼルナッツ・クランチがたっぷり入ったスティッ
クチョコレートです。

スティック  ダークオレンジ

【原材料】未精製糖、ライスシロップパウダー、カカオバター、カカオマス、パー
ム油、オレンジオイル、レモンパウダー、大豆レシチン（遺伝子組み換えではな
い）、海塩、バーボンバニラ （全成分 IMO オーガニック認証取得）

フルーティなオレンジクリームをダークチョコで
コーティングしました。

バナナ＆アップル

【原材料】バナナ、デーツ、マジパン（アーモンド、蜂蜜）、アプリコット、蜂蜜、バナナパ
ウダー）、りんご、リンゴパウダー、ひまわり油、ウェハー（てんぷん、ヒマワリ油）、
バーボンバニラ（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

バナナとデーツをベースにアプリコットとリンゴが
ミックスされたフルーツバー。

①970-1438110**

￥350+ 税 LOT:1 W150×D30×H10 ㎜ 40g 賞味期限：10 ヶ月

②970-1438130**

③970-1438140**

⑤970-1438300**

⑥970-1438150**

⑦970-1438180**

クランベリー＆カシュー

【原材料】レーズン、クランベリー（リンゴジュース、ヒマワリ油）、カシューナッツ、蜂
蜜、アーモンドパウダー、アプリコット、ヒマワリ油、ウェハー（てんぷん、ヒマワリ
油）、バーボンバニラ（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

レーズンをベースにしてクランベリーとカシュー
ナッツが豊富に入ったフルーツバー。

カカオ＆オレンジ

【原材料】デーツ、カカオパウダー、アプリコット、蜂蜜、ひまわり油、ウェハー（てんぷ
ん、ヒマワリ油）、オレンジピール、バーボンバニラ（全成分 ABCERT オーガニック認証
取得）

デーツとアプリコットをベースにカカオ＆オレンジ
の香り豊かなフルーツバー。

ナッツミックス

【原材料】マジパン（アーモンド、蜂蜜）、ヘーゼルナッツ、アーモンドパウダー、蜂蜜、
カシューナッツ、クルミ、ウェハー（でんぷん、ヒマワリ油）（全成分ABCERTオーガニッ
ク認証取得）

様々なナッツがミックスされた食べごたえのある食
感が楽しいナッツミックスバー。

パワーミックス

【原材料】レーズン、アプリコット、蜂蜜、オート麦、アーモンドパウダー、ヘーゼル
ナッツ、ウェハー（でんぷん、ヒマワリ油）（全成分 ABCERT オーガニック認証取得）

栄養価の高い食材がミックスされたバランスの良い
ミックスバー。

マンゴーバオバブ

【原材料】 デーツ、マンゴー、レーズン、ライスシロップ、ヒマワリ油、バオバブ
パウダー、ウェハー（でんぷん、ヒマワリ油）（全成分 ABCERT オーガニック認証取
得）

マンゴーをベースにデーツ、レーズンなどが入ったフ
ルーツバー。

④970-1438200**

フルーツミックス

【原材料】レーズン、アプリコット、リンゴ、蜂蜜、アーモンドパウダー、プラム、ヒマ
ワリ油、イチジク、ウェハー（てんぷん、ヒマワリ油）（全成分 ABCERT オーガニック認
証取得）

レーズンやアプリコットなどの果実がミックスされ
たジューシーなフルーツバー。

①
　
　     

②
　      

③
　
　    

④
　      

⑤
　
　    
⑥          

⑦

手が汚れないように白いウェハー

スでコーティングされています。

また、食べやすいように半分に

カット出来ます。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。



Propol is frui ts je l ly プロポリスフルーツゼリー

手軽に楽しめるオーガニックハチミツのゼリー。

オーガニックフォレスト

Organic Forest

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

プロポリスタブレット

プロポリスの力を感じるタブレット。

①970-0152**

￥480+ 税 LOT:1 W75×D50×H20 ㎜ 30g 賞味期限：1 年半

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、水、ペクチン、クエン酸、プロポリス
（全成分オーガニック認証取得）

小さなお子様にも気軽にプロポリスを楽しんでいただけるように、すべてオーガニック原料を使っています。シンプルな原材料のみで作られた商品は、素材本来の味とプロポリスの力
を感じることができます。イタリア産のプレミアム＆オーガニック・プロポリスを配合したフルーツゼリーです。

プロポリスキャンディ

お子様にもオススメのプロポリスキャンディ。

Propol is tablet

Propol is candy

①プロポリス

②ハニー
③ベリー

④ピーチ

②970-0151**

③970-0150**

④970-0153**

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、水、ハチミツ、ペクチン、クエン酸
（全成分オーガニック認証取得）

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、水、ハチミツ、ペクチン、ベリー果汁、クエン酸
（全成分オーガニック認証取得）

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、水、ハチミツ、ペクチン、ピーチ果汁、クエン酸
（全成分オーガニック認証取得）

①970-0172**

￥480+ 税 LOT:1 W75×D50×H20 ㎜ 31g 賞味期限：2 年

【原材料】未精製糖、プロポリス、アラビアガム、レモンセージエキス
（全成分オーガニック認証取得）

小さなお子様にも気軽にプロポリスを楽しんでいただけるように、すべてオーガニック原料を使っ
ています。シンプルな原材料のみで作られた商品は、素材本来の味とプロポリスの力を感じること
ができます。イタリア産のプレミアム＆オーガニック・プロポリスを配合したタブレットです。

②970-0171**

③970-0080**

④970-0077**

【原材料】未精製糖、プロポリス、アラビアガム、ミントオイル、ミントエキス、ユーカリエキス
（全成分オーガニック認証取得）

【原材料】未精製糖、ハチミツ、プロポリス、アラビアガム
（全成分オーガニック認証取得）

【原材料】未精製糖、ブルーベリージュース、プロポリス、アラビアガム、クエン酸
（全成分オーガニック認証取得）

①レモンセージ

①970-0160**

￥480+ 税 LOT:1 W75×D50×H20 ㎜ 30g 賞味期限：1 年半

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、プロポリス、ストロベリーエキス
（全成分オーガニック認証取得）

小さなお子様にも気軽にプロポリスを楽しんでいただけるように、すべてオーガニック原料を使っています。シンプルな原材料のみで作られた商品は、素材本来の味とプロポリスの力
を感じることができます。イタリア産のプレミアム＆オーガニック・プロポリスを配合したキャンディです。

②970-0161**

③970-0162**

④970-0163**

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、プロポリス、オレンジエキス
（全成分オーガニック認証取得）

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、プロポリス、チェリーエキス
（全成分オーガニック認証取得）

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、プロポリス、ブルーベリーエキス
（全成分オーガニック認証取得）

①ストロベリー
②ブルーベリー

③チェリー
④オレンジ

②ユーカリミント

③ハニー

④ブルーベリー

⑤レモン ⑥洋ナシ

⑤970-0238**

⑥970-0233**

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、水、レモンジュース、ハチミツ、ペクチ
ン、クエン酸（全成分オーガニック認証取得）

【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、水、洋なしジュース、ハチミツ、ペクチ
ン、クエン酸（全成分オーガニック認証取得）

⑤970-0239** 【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、プロポリス、バナナパウダー
（全成分オーガニック認証取得）

⑥970-0240** 【原材料】未精製糖、コーンシロップ（遺伝子組み換えではない）、プロポリス、洋なしジュース
（全成分オーガニック認証取得）

⑤バナナ
⑥洋ナシ

プロポリスアクティブ

ナチュラルウォーター抽出の BIO プロポリスが 20％配合。

原材料は BIO 認定を取得。ナチュラルウォーター抽出の BIO プ

ロポリスが 20％配合されたサプリメントです。24 タブレット

入っており、手軽にプロポリスを摂取する事が可能。

【召し上がり方】1 日に 2 ～ 3 タブレットを目安に、お召し上が

りください。

プロポリスアクティブ

￥1,580+ 税 LOT:1 W80×D20×H100 ㎜ 12g 賞味期限：2 年

970-0222**

【原材料】アラビアガム、プロポリス（20％）、アガベ結晶、クエン酸、炭酸カルシウム、ベリー果汁
 （BIO オーガニック認証取得）

イタリアの養蜂業界で 20 年の経験を持つ KONTAK 社は、オーガニックハチミツ・プロポ

リスを使った製品を製造販売しています。また、プロポリスの成分に注目しイタリア産

の最高品質オーガニックプロポリスをシート状にした散気装置を開発。ヨーロッパを中

心に、世界中に販売をしています。シンプルな原材料のみで作られた商品は、素材本来の

味を感じることができます。イタリア産のプレミアム＆オーガニック・プロポリスをぜ

ひお楽しみください。

イタリア産 Bio プロポリス 

Propol is Act ive

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。



オーガニックフォレスト

Organic Forest

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

ハーブティー

原材料すべて IMO（スイス Bio）認証取得のハーブティー。
Herb Tea

イタリア産 BIO 原材料 100％のプロポリスドリンクです。

プロポリス・ビーポーレンはナチュラルウォーターで抽

出されています。12 本入りで、手軽にプロポリスを摂取す

る事が可能。

【召し上がり方】1 日 1 本を目安にそのまま、もしくは水と

一緒にお召し上がりください。

ビーエナジー

￥2,860+ 税  LOT:1  W80×D50×H100 ㎜  120ml  賞味期限：2 年

970-0221**

【原材料】クランベリージュース、ハチミツ、プロポリス（625mg）、ビーポーレン（625mg）、
ローヤルゼリー（62.5mg）、レモンジュース、ローズマリーオイル（3.75mg）（BIO オーガニック
認証取得）

イタリア産 Bio プロポリス イタリア産 Bio ビーポーレン イタリア産 Bio ハニー 

プロポリスとは、蜜蜂の唾液
などの分泌物と、樹脂や蜜蝋
が混ざり合ったもの。抗菌、殺
菌、抗ウイルス、抗炎症に作
用。

ビーポーレンとは、蜜蜂が集め
た花粉を蜂の体内から分泌さ
れる酵素で団子状に固めたも
の。滋養強壮、疲労回復、貧血改
善、抗酸化作用、更年期障害の
改善、ダイエット効果に作用。

蜂蜜には花粉が含まれている
ため、栄養（ビタミン・ミネラ
ル）が豊富です。消化吸収が早
く、脂肪になりにくいうえ、砂
糖よりもカロリーが低いため
ダイエット中にもお勧め。 

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO

認証取得。

スイスハーブティー ラベンダー＆セージ  15 パック 

￥1,280+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  22.5g  賞味期限：1 年半

970-5245**

【原材料】セージ、ペパーミント、ネトルリーフ、ラベンダー、マロー、マローリーフ（IMO 認
証取得）

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO 認

証取得。

スイスハーブティー レモングラス＆バーベナ  15 パック

￥1,280+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  22.5g  賞味期限：1 年半

970-5235**

【原材料】レモングラス、レモンバーム、リコリス、レモンバーベナ、ペパーミント、ジン
ジャー（IMO 認証取得）

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO

認証取得。

スイスハーブティー グリーンティ＆マンゴー  15 パック

￥1,280+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  22.5g  賞味期限：1 年半

970-6775**

【原材料】：グリーンティ、スペアミント、レモングラス、マンゴー、ホワイトペッパー、
マリーゴールドフラワー、ひまわりリーフ（IMO 認証取得）

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO 認

証取得。

スイスハーブティー ハーブ＆バニラ  15 パック

￥1,280+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  22.5g  賞味期限：1 年半

970-6767**

【原材料】レモングラス、フェンネル、レモンバーム、ルイボス、バニラ（IMO 認証取得）

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO

認証取得。

スイスハーブティー フルーツミックス  15 パック

￥1,360+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  37.5g  賞味期限：1 年半

970-5234**

【原材料】ローズヒップ、ハイビスカスフラワー、アップルキューブ、カシス、オレンジ
ピール、ブルーベリー、ラズベリー（IMO 認証取得）

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO 認

証取得。

スイスハーブティー フルーツ＆チリ  15 パック

￥1,360+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  37.5g  賞味期限：1 年半

970-6776**

【原材料】アップルキューブ、ローズヒップ、ハイビスカスフラワー、オレンジピール、ジン
ジャー、チリ 4％（IMO 認証取得）

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO

認証取得。

スイスハーブティー ルイボス＆チョコ  15 パック

￥1,360+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  37.5g  賞味期限：1 年半

970-6766**

【原材料】ルイボス 45％、カカオ 30％、シナモン、リコリス、バニラ（IMO 認証取得）

スイスで古くからの民間療法を受け継いだハーブや薬草

を使い商品開発されたハーブティー。原材料は全て IMO 認

証取得。

スイスハーブティー ルイボス＆バニラ  15 パック

￥1,360+ 税  LOT:1  W90×D85×H90 ㎜  37.5g  賞味期限：1 年半

970-6762**

【原材料】ルイボス 94％、ヤグルマギクフラワー、マリーゴールド、バニラ（IMO 認証取得）
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ビーエナジー

イタリア産 BIO 原材料 100％のプロポリスドリンク。
Bee Energy

沸騰したお湯をピラミッド先端に注ぎ 5 ～ 7 分待ってお召し上がりください。

※スイスハーブティーグリーンティー & マンゴーは、

約 85℃のお湯をピラミッド先端に注ぎ 2 ～ 5 分待って

お召し上がりください。

②お湯をピラミッドの先端から注ぐ。

①お湯を沸騰させる。
③5 ～ 7 分待ってお召し上がり下さい。

ハーブティーの召し上がり方

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。


