
こだわりのコーンを使用したザラママは、調味

油や調味料無しでも美味しくお召し上がり頂

けます。味付けする場合は、フレッシュなオイ

ルやスーパーフードオイルを利用したり、お好

みのフレーバーソルトやハーブで味付けする

などして、ヘルシーでバラエティ豊かなポップ

コーンを楽しめます。

無添加ノンオイル

自宅で簡単

グルメポップコーン

LINE UP ザラママ　￥1,000+ 税 LOT:12  W60×D50×H225 ㎜ 90g(1 本で 2 ～ 3 人分 )　賞味期限：製造から 3 ～ 4 年

※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

ザラママ

ZaraMama

2006 年にマリア･クリストリー氏とアメリア･チャンプ氏によって設立した ZaraMama は、無添加でノンオイルの高級グルメポッ

プコーンブランドとして、世界 15 か国で発売されています。ヨーロッパの老舗デパートから高級グロサリー、インテリアショッ

プなど幅広いお店で取扱いがある他、料理番組の司会を務めるスターシェフや料理研究家も絶賛・愛用しています。

レンジで作れて安心＆美味しい

Zaramama はインカ語で「コーンの神様」という意味。今までにない、見て

楽しい・食べて美味しいナチュラルグルメポップコーンです。コーンを

栽培者から直接仕入れるので生産の透明性が高く、無着色＆無添加で遺

伝子組み換えも無しなので小さなお子様にも安心です。コーンをそのま

ま付属の透明耐熱バッグに入れてレンジでポップするため、はじける様

子を見ることが出き、作る過程も楽しめます。

グルメな４種のフレーバー

●オールナチュラル＆ノンオイル

●遺伝子組み換え無し

●レンジで簡単！グルメでヘルシー

※日本総輸入代理店 : 株式会社クロンティップ

ベイビーホワイト

781-3170030021***

リッチルビーレッド

781-3170030022***

ミッドナイトブルー

781-3170030023***

ゴールデンバター

781-3170030024***

※色味の違いはトウモロコシの品種の違いによるものであり、着色料等は使用していません。また色により味が大幅に違うということはありません。



賞味期限：製造から 18 ヶ月

ティーマスターによって設立されたポートランド発のグルメなオーガニックコンブチャブ
ランド。USDA 認証の 100％オーガニックのコンブチャです。「コンブチャ」とは、全米で大人
気のお茶を発酵させたフルーティで爽やかな酸味が特徴のヘルシードリンク。長年の経験
や知識を活かし材料にも味にもこだわり作りあげた独自のレシピを使用。とても飲みやす
く癖になるフレーバーが人気です。常温で長期間保存が可能＆缶タイプはコンブチャワン
ダードリンクだけです。ノンアルコール。

【商品ラインナップ】

・コンブチャ ( 全 4 種 )Kombucha
Wonder Drink

コンブチャ

ワンダードリンク

全米で話題の 100％オーガニックヘルシードリンク「コンブチャ」

アメリカ・ポートランド発の「ジェイコブセンソルト」は、アメリカ産の最高
の塩を作りたいという信念のもと、創始者のベン・ジェイコブセン氏の手に
より 2011 年にスタートしました。オレゴンコーストの冷たい海水から昔な
がらの方法で丁寧に作られるピュアシーソルトはその上品な味わい、質感、
見た目により多くの批評家の賞賛を得ており、今では世界中のシェフや家庭
で使われています。溶けやすいのでスープや煮物の味の調整にも便利。

JACOBSEN SALT ジェイコブセンソルト

グリル料理からデザートまで多様に使えるこだわりのソルト

【商品ラインナップ】

・ハンドハーベステドピュアシーソルト (全 3種 )

・フレーバーシーソルト（全 8 種）

・ギフトセット

賞味期限：製造から 3年

ZaraMama

コチラもオススメ

お問い合わせ

TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

株式会社ニシカワ

ザラママ

お湯を注ぐだけで本場インドのチャイが楽しめる無添加のオールナチュラ
ルブレンド。厳選素材のこだわりのチャイティーミックスは、保存料や着色
料、添加物を一切使用せず、伝統的なインドチャイ本来のシンプルな素材（ミ
ルク、ブラックアッサムティーエキス、スパイス、シュガー）だけで作られて
おり、コクがあり風味豊か。 砂糖を従来品の半分以下に抑え、甘すぎず味わ
い豊かでヘルシーなチャイに。パウダータイプなのでお湯にさっと溶け、す
ぐに本格的なチャイを楽しめます。 

【商品ラインナップ】

・チャイティーミックス ( 全 7 種 )

※下記ブランドは、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。

JAIPUR AVENUE
CHAI TEA MIX

ジャイプール アベニュー 

チャイティーミックス

全米のトップシェフに高品質な食材を長年提供しつづけてきたシアトル拠点
のミクニワイルドハーベスト社の究極のアルチザンメープルシロップ。グル
メショップや高級グローサリーで人気の他、高級ホテル、ミシュランシェフに
よるレストランで数多く採用されています。  一度味わったら忘れることの
できない未体験の美味しさ、唯一無二の深い味わいと、一点一点手作業でワッ
クスコーティングしたボトルキャップなど洗練された美しいパッケージデザ
インは大切な方へのギフトにもおすすめです。

【商品ラインナップ】

・メープルシロップ (2 種 2 サイズ )
NOBLE
HANDCRAFTED

ノーブル

ハンドクラフテッド

未体験の味わい！究極のグルメメープルシロップが日本初上陸

アメリカの紅茶消費量を7倍にした立役者の一人とも言われ、世界中のスター
バックスで販売されている「TAZO ティー」の創立者であるスティーブン・ス
ミス氏が、TAZO をスターバックスに売却後、新たに始めたティーブランドで
す。 厳選した茶葉だけを集め、1 点 1 点ポートランドのティーアトリエで、ス
ミス氏自らがブレンドを行っています。スミス氏のつくる紅茶は全ての産地
が明確で、カートンごとにバッチナンバーを記載。リーフがしっかり広がるよ
う大きめのサシェを使用。過剰ではない美しいパッケージも魅力的です。

【商品ラインナップ】

・ブラックティーライン（全 4種）￥1,880+ 税

・ハーバルティーライン（全 3種）￥1,880+ 税

・グリーンティーライン（全 4種）￥1,950+ 税

STEVEN SMITH
TEAMAKER

スティーブンスミス

ティーメーカー

紅茶の「芸術」を目指した、紅茶業界偉人スミス氏特製ブレンド

手軽に美味しい本格派。オールナチュラルチャイティーミックス

賞味期限：製造から 11 か月

賞味期限：製造から 3年

賞味期限：製造から 18 ヶ月

※日本総輸入代理店 : 株式会社クロンティップ

￥1,950+ 税  LOT:6 

￥1,880 ～ 4,200+ 税  LOT:12

オープンプライス
参考上代￥370 ～ 400+ 税  LOT:96

450ml ￥4,900+ 税  LOT:12 

60ml  ￥1,300+ 税  LOT:2 種アソート 64

全て LOT:6



￥2,700+ 税  LOT:12

￥2,500+ 税  LOT:12

￥2,800 ～ 3800+ 税  LOT:6

￥720+ 税  LOT:40

【商品ラインナップ】

化学成分を一切使用していない 100％ピュアなミツロウと、オーガニックエキストラ
バージンココナッツオイル、オーガニックエキストラバージンオリーブオイル、オレゴ
ン産のオーガニックミント、これらたった４つの厳選された成分で作られたポートラ
ンド発、手作りのリップバームです。ナチュラルで安心な成分と保湿力の高さ、ミツバ
チと地元の養蜂家の保護に取り組むポリシーが共感を呼び、ポートランドのブティッ
クやグロッサリーなどあらゆるお店のレジ横やテーブルで販売されています。

・バーム ( 全 1 種 )
Portland
Bee Balm

ポートランド ビーバーム

ポートランドの養蜂家がつくるオールナチュラルの手作りリップ

※下記ブランドは、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。
コチラもオススメ

お問い合わせ

TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

株式会社ニシカワ

※日本総輸入代理店 : 株式会社クロンティップ

ポートランド発･行列ミシュランレストラン「PokPok」の大人気メニュー「ビ
ネガーカクテル」を、ファンの声に応え家庭用として商品化。食のオスカー賞
と呼ばれるソフィーアワードを受賞しました。醸造された上質なサトウキビ
酢をベースに、ナチュラルな原材料を使用することでお酢特有の尖った酸味
を抑え、甘さと酸味の見事なグルメビネガーを実現。飲みやすく、素材の味を
生かした奥行きある味わいは、ジンやウォッカ、焼酎などのお好きなお酒や
炭酸水で割るだけで、本格的なカクテルがご家庭で手軽に楽しめます。

PokPok Som ポクポクサム

人気シェフが開発！手軽に本格グルメドリンキングビネガー

【商品ラインナップ】

・ドリンキングビネガー ( 全 6 種 )

賞味期限：製造から 3年

ポートランド発のビーローカルは、その土地ごとの個性を閉じ込めた非加
熱・非精製・無濾過の高品質なはちみつを厳選し提供するブランドです。広
大な農地に囲まれたオレゴン州で収穫されるローハニーは、豊かな味わいで
地元シェフも次々虜に。ローカルレストランとコラボして完成させたスモー
クドハニーは、はちみつの個性に合わせてスモーク方法を調整し、他に類を
見ない未体験の味わいが人気。ポートランドの人気レストランメニューや有
名シェフにも採用され、現在も人気急上昇中のブランドです。

Bee Local ビーローカル

有名シェフも採用！グルメでローカルな個性派の生はちみつ

【商品ラインナップ】

・プレイスベースドハニー ( 全 2 種 )

・スモークドハニー（全 1 種）

賞味期限：製造から 3年

エイミー・ディーバーが、家族と南フランスに訪れた際に食べたホームメイ
ドジャムの美味しさに感動し、2009 年に立ち上げた“レモンバードプリザー
ヴス”。地元の農家と連携して、採りたての新鮮で無農薬の果物を使うことを
徹底し、摘果してから 1 ～ 2 日以内にジャムを作り始めるので旬のフルーツ
の美味しさが凝縮。熱伝導率の高い銅ケトルを使うことで、短時間で均等に
ジャムを煮詰め、フルーツの風味を損なうことなく艶のあるキレイな色に。
手間を惜しまず手作りされたジャムは、各メディアでも絶賛されています。

Lemon Bird レモンバード

新鮮な美味しさをたっぷり詰め込んだアルチザンジャム

【商品ラインナップ】

・ジャム ( 全 2 種 )

賞味期限：製造から 3年

ZaraMama

ザラママ


