弊社（株）KOBから皆様へクリスマスプレゼントキャンペーンのお知らせ
応募締め切り2021年12月20日
お近くのスーパー成城石井に行かれた時にネラダのオーストラリアン50P、ネラダエキナセア40P
をお買い上げいただきそのレシートをこちらにお送りいただくと、日ごろの感謝として、ほぼ同額の
弊社取扱商品をお届けすると言うものです。送料はこちらで負担いたします。ネラダティーに限ら
ず、弊社通販カタログに出ているすべての商品からお好きなものを選ぶことが出来ます。成城石
井でのネラダ商品購入額プラス200円を上限といたします。
また、この通販カタログでのご注文品が送料がかかるご購入額でもこのクリスマスキャンペーンで
のご希望品と同梱でお送りする場合は送料はかかりません。
応募いただいてから1週間たっても弊社から連絡がない場合はFax、Tel、メールでお尋ねください。

KOBクリスマスプレゼントキャンペーンの応募の仕方：
１ お近くの成城石井に行っていただきネラダオーストラリアン紅茶かエキナセア、あるいは両方
をお買い上げいただく。
成城石井のネラダティー取扱店は下記の１０店舗ですが、取扱いのない店舗でも取り寄せてく
れるはずです。
青葉台、立川、大井町、川越、名広小（名古屋駅広小路）、茅ヶ崎、静岡、自由が丘、国分寺、
名CG（名古屋セントラルガーデン）
２ その総額のレシート全面（最上段から最下段のレシートNo. 店No.が書いているところまで）を
この個人通販カタログの最後のページにある注文票に貼り付け、お客様のお名前、電話番号、
ご住所をお書きになり、ご希望の品名を記入する。
３ ２の注文票をファックスする。FAX番号： 042-594-7680 あるいは、
３’ レシートの全画像（上記と同じ内容がわかるもの）、お名前、連絡先電話番号、ご住所を メー
ルで送る。宛先メールアドレス：order@kob.co.jp
４ KOBからお客様ご指定の商品が届く。キャンペーンのお申込み締め切りは12月20日です。

⑩

ご友人、ご知人とお誘いあわせの上、盛大にご応募いただけますようお願い申し上げます。

体に優しいオーストラリア食品

何度でもご応募できます。
コロナにお気をつけながら、どうぞ良いクリスマス、お正月をお迎えください。

KOB 社員一同

株式会社KOB https://www.kob.co.jp

order@kob.co.jp

〒191-0041 東京都日野市南平2-19-9 TEL:042-594-7678 FAX:042-594-7680

体にやさしいオーストラリア食品
これらの商品はリンコス各店、ナショナル麻布、シミズヤ、キッチンガーデン、成城石井、日進ワールドデリカテッセン、ネット通販各社（Amazon、Yahooなど）、弊社ホームページ他でも、ご購入いただけます。

ご注文方法はＰ.5をご覧ください。
メーカー名
商品
内容量
税込価格（本体）
ネラダ社はレインフォーレストアライアンス（以後RFAと略）の認定を受けた最初のオーストラリア企業となりました。
Nerada
(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） RFAの認証マーク、カエルのロゴはカエルの健全な生息個体数が健全な環境を表すことからきています。
きれいな色のおいしい紅茶、ティーバッグ１袋で約３杯分淹れられます。ポットサービスでもどうぞ。
紅茶
レインフォレスト・アライアンス認定の紅茶、有機ハーブティー

白茶

1.オーストラリアン オセアニアグリーンの香り
2.オーストラリアン 小さいサイズ
3.ロイヤルデボンシャー カプチーノの紅茶版、バニラティー
4.アールグレイ ほどよいベルガモットの香り
5.白茶/シルバーティップ（有機ＪＡＳ認定）

こくがあり、渋くなりま
せん
オーストラリアの国民
的紅茶

2ｇｘ50P
￥918（850）
2ｇｘ25P
￥648（600）
2ｇｘ50P ￥1,080（1,000）
2ｇｘ50P ￥1,080（1,000）
1.5ｇｘ50P \1,404(1,300)

2021秋冬号
レインフォレスト・アライアンス認定

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

9.

ダージリンの芯芽だけを使ったデリケートな緑茶

6.チャイ（有機ＪＡＳ認定） 牛乳でチャイラテに、豆乳でソイチャイに
7.チャイ（有機JAS認定） 小さいサイズ
ルイボス
8.ルイボスバニラ（有機ＪＡＳ認定） ルイボスには抗酸化作用があるといわれています
9.ルイボスバニラ（有機JAS認定） 小さいサイズ ノンカフェイン
ハーブティー 10.カモミール りんごのような甘い香り カモミール100％ ノンカフェイン
有機ＪＡＳ認定 11.ペパーミント 毒出し効果があるといわれています ペパーミント100％ ノンカフェイン
12.レモン＆ジンジャー ジンジャーにレモンバーム、レモンピール、そしてオーストラリア産の
チャイ

1.84ｇｘ50P ￥1,404（1,300）
1.84ｇｘ25P
￥756（700）
1.84ｇｘ50P ￥1,404（1,300）
1.84ｇｘ25P
￥756（700）
1.5ｇｘ20P
￥648(600)
1.5ｇｘ20P
￥648(600)
1.5ｇｘ20P
￥648(600)

10.

11.

12.

13.

ハーブ、レモンマートルが入っています ノンカフェイン

13.ローズヒップ ビタミンCがたっぷり 生姜が入って酸っぱさがおさえられています

1.5gx20P

￥648(600)

ローズヒップにジンジャー、レモングラス、ハイビスカスをブレンド ノンカフェイン

NEW １４.エキナセア＆レモン 世界で最も人気のあるハーブの一つ、キリッと爽やかな味

15.
1.5gx40P ￥1,296（1,200）

⑩

ノンカフェイン 体調管理、セルフケアに
エキナセア、レモングラス、ハイビスカス、レモンの皮がブレンドされています。

15.ギフトボックス （ギフト包装料無料）

￥2,538（2,350)

ネラダオーストラリアン25p、ローズヒップ20p、クリスマス島の海の塩飴(マヌカ蜂蜜MGO514+入り）
クリスマス島の海の塩100gの4種類が入ったギフトボックス

16.
16.ビアレンバーグファーム ミニジャム6瓶セット 食べきりサイズ

30gx6瓶 ￥1,500（1620）

高級ホテルの朝食に使われいます。今まで市場に出回っていませんでした。
150年以上続く伝統的なジャムの製法は6代にわたり受け継がれています。
採れたての完熟フルーツの風味を最大限に生かし、人工の添加物を一切使用せずに作っているジャムです。
【6種類のｼﾞｬﾑ】苺、ブルーベリー、オレンジマーマレード、ラズベリー、杏、ブラックベリー(各１瓶)

賞味期限の短いセール品はなくなり、正規品の価格に戻りました。【賞味期限】2023.1
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14.

体にやさしいオーストラリア食品
メーカー名
Kurrutti(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)

ハーブティー
CAPILANO
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

商品

17.レモンマートルティー（1.1ｇｘ20）

内容量

税込小売価格

20P ￥1,296（1,200）

オーストラリア原産のハーブティー、爽やかな香りにリラックス効果があると言われています。

17.

大自然豊かなオーストラリアで採れた蜂蜜。脂肪分ゼロでカロリーが豊富なので朝食やスポーツの時におすすめです。
さっぱりとした甘さのキャピラノハニー。パンやパンケーキ、紅茶、ヨーグルト、ドレッシングなどにもどうぞ。

18.マヌカハニー NPA5+・MGO83+
19.マヌカハニー NPA10+・MGO263+
20.マヌカハニー NPA15+・MGO514+ （訳あり商品はP.4ご参照）

250g ￥3,024（2,800）
250g ￥3,974（3,680）
250g ￥9,720（9,000）

オーストラリア産のマヌカハニーは食べやすいため、毎日の食習慣に取り入れやすいのが特徴です。マヌカとはマオリ語で「復活の木」
「癒しの木」などを意味し、古くから樹液や葉を薬として用いてきました。マヌカハニーには特別な殺菌成分が含まれ、大腸菌、腸球菌、
ピロリ菌の抑制や殺菌、 消化性潰瘍やその他の感染症の治療に高い効果があることがよく知られています。

18.

19.

20.

マヌカハニーはオーストラリア南東部とニュージーランドに原産するLeptospermumという植物の科に属するマヌカブッシュから採取され
る蜂蜜です。マヌカという名前はニュージーランドのマオリ族の呼称です。オーストラリアでは古来ジェリーブッシュと呼ばれていました。
UMF、NPA、MGOとは？
UMF、NPA、MGOはマヌカの活性度を示す数値です。UMF,アクティブ、NPAは同じ数であれば、同じ活性度であることを示します。NPA５
＋ということは、フェノール消毒液の濃度が５％と同じ消毒作用があるという意味です。MGOはこれらと違った数値単位で、食品メチル
グリオキサールがどのくらい含まれているかを示す規格です。例えば、MGO100+のマヌカハニーには100mg/1kgの食品メチルグリオキ
サールを含んでいるという意味です。
キャピラノのマヌカは活性度の認識の混乱を防ぐ為、NPAとMGOが併記されています。

21.ジャラハニー TA10+

黒蜜味のスーパーハニー

250g ￥2,808（2,600）

オーストラリア南西部のジャラフォーレストに自生する2年に1度しか花をつけないジャラ（ユーカリ科
の植物）から採れた蜂蜜です。ジャラの木は40メートル以上の高さになり、樹齢は1000年にもなりま
す。

21.

抗菌性に優れ、外傷による炎症を抑える働きがあるといわれています。
ジャラの抗菌性はマヌカに見られるメチルグリオキサールではなく、他の蜂蜜と同じ過酸化水素によ
るものであるため抗菌性の表記にはTA（トータルアクティビティー）が使われます。キャピラノのジャラ
ハニーは独立した分析機関で、抗菌性の活性テストが行われ、証明されたスーパーハニーです。
シドニー医科大学では抗生物質の効かなくなった患者にジャラハニーを使うことがあるとのことです。
マヌカほど有名ではないので、今のところは価格も低めに抑えられています。
美味しいだけでなく、頼りがいのある蜂蜜、ジャラハニー！
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ご希望の方にはギフトボックス、1袋（無料）
に入れてお届けしますので
お気軽にお申し出ください

体にやさしいオーストラリア食品
商品

内容量

ｷﾘﾊﾞｽ共和国 23.クリスマス島の海の塩

24.
25.

〃
〃

ハワイの真南2000キロ、赤道の直ぐ近くにある キリバス共和国のクリスマス島 で、天
然天日干しされた結晶塩です。岩塩、及び、高温処理、イオン交換膜濃縮製塩法などに
よる食塩は、自然のミネラルが失われ、塩化ナトリウムが100%近くになります。クリ
スマス島海の塩は、食塩として最適の塩化ナトリウム95%程度を保つ天日塩です。

税込価格（本体）

100g
300g
500g

\540(500)
\864(800)
\1,296(1200)

12粒

￥702（650)

23.

24.

25.

クリスマス島塩田

NEW 26.クリスマス島海の塩飴（マヌカハニーMGO514+入り）
KOB

原材料：砂糖、水飴、オーストラリア産マヌカハニー、クリスマス島の海の塩 NON GMO(遺伝子組み換え原料を含みません）
ミネラル豊富なクリスマス島の海の塩を使った塩飴です。飴の中心にはマヌカ蜂蜜NPA15+(MGO514+)がそのまま入っています。
はじめ塩味、あとから、とろーり マヌカ。マヌカハニーで体を守りましょう。

The Bowen
27.セミドライトマト (冷凍) （原材料：トマト、キャノーラ油、ガーリック、オレガノ、塩）
500g ￥2,700（2,500）
Tomato 味の濃いトマトをカノーラオイル、ガーリック、香草で味付け。前菜、サラダ、パスタに。高級レストランの味。
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） ※クール便料金（冷凍・冷蔵）として送料にプラス￥270かかります。他の商品と別にお送りする場合、別途送料がかかります。
Chalmers Dale 28.ゴールドプロポリス液体 プロポリス含有量率80％の高純度・高濃度の最高級品
30ml ￥6,480（6,000）
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 29.プロポリス入り歯磨き テイストがまろやか
110ｇ
\1,980(1,800)
ハチが巣をウイルスや外敵から守るために作られたプロポリスにはアミノ酸やフラボノイド、ミネラルといった天然成分が豊富に含まれています。
美しい自然に恵まれ、環境汚染の少ないオーストラリア産のプロポリスは安全性にも優れています。

釜石鉱山㈱

30.仙人秘水
31.仙人秘水

防災用品としていかがですか？
一家に1ケース

Kurrutti

2013年から4年連続 iTQi（国際味覚審査
機構）最高位「三ツ星」受賞！
2016年モンドセレクション金賞受賞！
2015年クリスタル味覚賞受賞！
常温でも美味しい仙人秘水

岩手県釜石鉱山の標高1147ｍ大峰山の山頂直下
600ｍの岩盤からパイプを通して空気に触れること
なくボトリング。湧き水の美味しさを実感していた
だきたく非加熱充填にこだわりました。長い時間を
かけ、天然のろ過装置でつくられた常温でもおいし
い天然水です。

32.レモンマートル すっきりとしたレモンのような香り 優れた抗菌作用や抗カビ作用 オーガニック

（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 33.レモンユーカリ レモンのようなユーカリの香り。アロマポット 、手作りの虫よけスプレー 無農薬
エッセンシャル 34.ティーツリー クールな清々しい香り。 メンソールのようなオーストラリア代表の香り オーガニック
オイル 35.ハニーマートル レモンにスパイシーなヒント、シトラスフルーティーな心が落ち着く香り

36.ブルーサイプレス 木樽のようなウッディな中に深い甘さが残る香り オーストラリアでも珍しい精油

500mlｘ24
1.1Lx12

26.

27.
セミドライなので
食感が違います。
半解凍後小分け
にし冷凍すれば
便利です

28.

29.

\3,700(3,426)
\3,080(2,852)
30.

5mlｘ1本

￥1,404(1,300）

5mlｘ1本
5mlｘ1本
5mlｘ1本
5mlｘ1本

\1,100(1,000）
\1,100(1,000）
\1,430(1,300）
\1,980(1,800）

エアーフレッシュナーとしてお水に数滴入れたものをキッチンやテーブル、床、手すりにスプレーするなど、香りのほかに抗菌・消臭効果も合わせて
期待できます。またお風呂に数滴オイルをおとし、アロマバスとしてお楽しみいただいたり、洗面器に熱めのお湯を注いでオイルを2～3滴落としよ
くかき混ぜ、立ち上ってくる香りの湯気に浸りながら、両手首までお湯につけて温め指や手を揉みほぐすハンドバスなど、いろいろお楽しみいただけ
ます。モーツアルトを聴きながら、ユーカリ系の香りをかぐと脳の働きを良くするともいわれています。
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30.

31.

32.～36.
⑬

¥9,720→¥8,748(税込)
¥29,160→¥20,412(税込)

オーストラリア産のマヌカハニーは食
べやすいため、毎日の食習慣に取り
入れやすいのが特徴です。NPA、MGO
はマヌカの活性度を示す数値です。
NPA(UMF)とMGOが併記されてわかり
やすいパッケージです。
NPA(UMF)10+=MGO263+

¥7,948→¥6,500(税込)
訳ありの理由は少々の液漏れ、ヘコミ、在庫調整の為です。中身は勿論大丈夫です。賞味期限も十分にあります。ご自宅使いに最適です。
オーストラリアではハチミツ100%の場合賞味期限はありませんので、パッケージには製造日のみが記載されています。塩、砂糖と同じです。
輸入者シールには賞味期限が記載されています。

11月20日までの
ご注文は送料かかり
ません

11月20日までにご注文いただければ、送料はかかりません。

熱湯をそそぐだけで、日本の水でコクのあるおいしい紅茶が出来ます。渋みがありませ
ん。クィーンズランド州で殺虫剤を使わずに栽培された残留農薬ゼロの紅茶です。
オーストラリアンブッレクファスト（カンガルー）
原材料： 紅茶

お届けご希望日はご自由にご指定下さい。
ネラダティー、オーストラリア産ハニー他￥8,000相当が
入っている、大変お得なセットです。

アールグレイ ティー（ウォンバット）
原材料： 紅茶、ベルガモット香料

商品のうち、軽度の訳あり商品1～2個が入っている場合
があります。

レモンマートル紅茶（コアラ）
原材料： 紅茶、レモンマートル

在庫限りですので、お早めにお申し込みください。

バニラ紅茶（グレートバリアリーフ）
原材料： 紅茶、バニラ香料

1セット ¥8,000→¥4,000(税込)

何が入るか楽しみ！
（イメージ図です）

内容量： 50g(25袋)x 4箱
原産国：オーストラリア
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¥3,200(税込)

FAX ご注文用紙
FAX TO : 042-594-7680
ご注文方法のご案内： お申し込みはFAXかお電話でお願いいたします。
送料は全国一律￥970、ギフト包装は￥330、クール便は￥270(全て税込)です。
￥5,000（税込）以上お買い上げで、お届け先が1ヶ所の場合は送料無料（クール便代除く）となります。
冷凍品（セミドライトマト）と常温品は同梱できません。
￥10,800（税込）以上お買い上げで一箇所にお届けの場合、送料無料（クール便代除く）で、
さらに商品価格を10％引き（セール品は対象外）とさせていただきます。
日付：
ﾍﾟｰｼﾞ数：
ご注文主（請求先）
お送り先（左記と異なる場合のみ）
お名前（ﾌﾘｶﾞﾅ）：
お名前（ﾌﾘｶﾞﾅ）：
電話：

電話：

FAX：
日中ご連絡先：

ご住所（ﾌﾘｶﾞﾅ）：
〒

ご住所（ﾌﾘｶﾞﾅ）：
〒

emailｱﾄﾞﾚｽ：
商品名

数

単価

金額

ご記入ください
至急の場合のご希望配達日：

配達には３－４日余裕をみて
ください。至急の場合はご希望
配達日をお知らせください。

ご希望のお届け時間があれば、
下記にご記入ください。

ｷﾞﾌﾄ包装： ￥330/１個
送料
ｷﾞﾌﾄ包装
合計

□ 必要
□ 不必要
のし： □ 必要 □ 不必要

お支払方法

品切れの場合：
□ 要連絡
□ 無い物をのぞいた残りで
送る
□ 似ているものを送る
□ その他

□郵便振替

郵便振替用紙を同梱しますので、2週間以内に
お支払いください。振込手数料は弊社負担です。
□代引
現金かクレジットカードでお支払いいただけます。
（手数料￥330）￥5,400以上お買い上げの場合無料となります。
□銀行振込
振込手数料はご負担ください。
きらぼし銀行
王子支店 普通口座: ０３５６３２７
口座名義: (株)KOB
通信欄

株式会社KOB ｈｔｔｐs://www.kob.co.jp
〒 191-0041 東京都日野市南平２－１９－９ TEL: 042-594-7678 FAX: 042-594-7680
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