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－4ℓ
64632ℓ

さくらさくら

春

冷たい桜餅を食べているような春を感じさ
せるジェラート。自然な色合いと上品な口
当たりが程良くお口の中で広がります。

冷たい桜餅を食べているような春を感じさ
せるジェラート。自然な色合いと上品な口
当たりが程良くお口の中で広がります。

63184ℓ
65182ℓ

コーヒーコーヒー
やや深煎りのコーヒーの豊かな香りと深い
コク、すっきりした後味を楽しめるコーヒ
ージェラートです。

やや深煎りのコーヒーの豊かな香りと深い
コク、すっきりした後味を楽しめるコーヒ
ージェラートです。

62304ℓ
64302ℓ

宇治抹茶宇治抹茶
こだわりの京都宇治抹茶を贅沢に使用し、
抹茶の優しい甘さと、後からくるほろ苦い
味わいがとても心を癒してくれます。

こだわりの京都宇治抹茶を贅沢に使用し、
抹茶の優しい甘さと、後からくるほろ苦い
味わいがとても心を癒してくれます。

－4ℓ
65022ℓ

いちじくいちじく

秋

ヘルシーでやさしい味わいを持つ石川県押
水産の完熟いちじくの果肉をふんだんに使
用したまろやかなジェラート。

ヘルシーでやさしい味わいを持つ石川県押
水産の完熟いちじくの果肉をふんだんに使
用したまろやかなジェラート。

－4ℓ
65002ℓ

栗栗

秋

２種類のマロンペーストを贅沢に練り込ん
だ、つぶつぶ食感が楽しめるまろやかで深
いコクをもつ栗ジェラートです。

２種類のマロンペーストを贅沢に練り込ん
だ、つぶつぶ食感が楽しめるまろやかで深
いコクをもつ栗ジェラートです。

62624ℓ
64622ℓ

塩（奥能登の大谷塩）塩（奥能登の大谷塩）

揚げ浜式製塩法で作られている能登の大谷
塩を使用。ミネラルたっぷりでまろやかな
味わいです。

揚げ浜式製塩法で作られている能登の大谷
塩を使用。ミネラルたっぷりでまろやかな
味わいです。

62444ℓ
64442ℓ

クリームチーズクリームチーズ
フランス産とオーストラリア産の、贅沢に
２種類のクリームチーズを使用した、とて
もリッチな濃厚ジェラート。

フランス産とオーストラリア産の、贅沢に
２種類のクリームチーズを使用した、とて
もリッチな濃厚ジェラート。

62194ℓ
64192ℓ

黒ごま黒ごま
栄養豊富な煎り黒胡麻をたっぷり練り込ん
だ、芳ばしい香りと上品な味わいが特徴。
つぶつぶ感も残っています。

栄養豊富な煎り黒胡麻をたっぷり練り込ん
だ、芳ばしい香りと上品な味わいが特徴。
つぶつぶ感も残っています。

－4ℓ
64672ℓ

桃桃
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

夏

甘くてジューシーな果肉をそのままシャー
ベットにしました。ほのかな淡いピンクの
色と味は保存料を使わずに仕上げました。

甘くてジューシーな果肉をそのままシャー
ベットにしました。ほのかな淡いピンクの
色と味は保存料を使わずに仕上げました。

62134ℓ
64132ℓ

いちごミルクいちごミルク
ミルクジェラートに苺ピューレをマーブル
状に仕立てた優しい口当たりのジェラート
です。

ミルクジェラートに苺ピューレをマーブル
状に仕立てた優しい口当たりのジェラート
です。

62654ℓ
64652ℓ

生チョコいちご生チョコいちご

冬

高級いちごとクーベルチュールチョコをベ
ースとしたジェラートに、かわいいキュー
ブ型の生チョコをデコレーション。

高級いちごとクーベルチュールチョコをベ
ースとしたジェラートに、かわいいキュー
ブ型の生チョコをデコレーション。

62204ℓ
64202ℓ

ストロベリーストロベリー
旬に収穫された冷凍いちごとナチュラルピ
ューレがバランスよく混ぜ合わさった、甘
酸っぱい苺ジェラートです。

旬に収穫された冷凍いちごとナチュラルピ
ューレがバランスよく混ぜ合わさった、甘
酸っぱい苺ジェラートです。

62864ℓ
64862ℓ

沖縄黒糖きな粉沖縄黒糖きな粉
香ばしいきな粉ベースジェラートに黒糖み
つをマーブル状に絡ませました。沖縄県産
のコクのある最高級黒糖を使用してます。

香ばしいきな粉ベースジェラートに黒糖み
つをマーブル状に絡ませました。沖縄県産
のコクのある最高級黒糖を使用してます。

62214ℓ
64212ℓ

チョコレートチョコレート
スウィートチョコレートを使用し、甘さの
中にもしっかりとしたコクがある、チョコ
レートの美味しさが際立つジェラート。

スウィートチョコレートを使用し、甘さの
中にもしっかりとしたコクがある、チョコ
レートの美味しさが際立つジェラート。

62314ℓ
64312ℓ

ピュアミルクピュアミルク
牧場から届いたばかりの新鮮な搾りたての
牛乳の味が生きている、シンプルながら深
い味わいのとてもまろやかなジェラート。

牧場から届いたばかりの新鮮な搾りたての
牛乳の味が生きている、シンプルながら深
い味わいのとてもまろやかなジェラート。

62264ℓ
64262ℓ

リッチバニラリッチバニラ
近隣牧場のとれたての生乳とマダガスカル
産のバニラビーンズが入ったリッチでコク
があるバニラジェラート。

近隣牧場のとれたての生乳とマダガスカル
産のバニラビーンズが入ったリッチでコク
があるバニラジェラート。

62964ℓ
64962ℓ

メープルミックスナッツメープルミックスナッツ
香ばしいナッツの歯ごたえと、本場カナダ
産の豊かに香るメープルシロップがお口の
中で広がります。

香ばしいナッツの歯ごたえと、本場カナダ
産の豊かに香るメープルシロップがお口の
中で広がります。

63224ℓ
65222ℓ

アップルパイアップルパイ

夏

サクサクな歯ざわりのパイとシナモンの香
るジェラートに、甘く煮込んだカットりん
ごをたっぷりと混ぜ合わせました。

サクサクな歯ざわりのパイとシナモンの香
るジェラートに、甘く煮込んだカットりん
ごをたっぷりと混ぜ合わせました。

62184ℓ
64182ℓ

ココナッツミルクココナッツミルク
栄養価の高い南国のココナッツをベースに
練り込み、ローストされたココナッツを混
ぜ込みました。

栄養価の高い南国のココナッツをベースに
練り込み、ローストされたココナッツを混
ぜ込みました。

62334ℓ
64332ℓ

ヨーグルトブルーベリーヨーグルトブルーベリー
甘酸っぱいヨーグルトとカナダ産ブルーベ
リーを贅沢に使った、爽やかな味わいのジ
ェラート。

甘酸っぱいヨーグルトとカナダ産ブルーベ
リーを贅沢に使った、爽やかな味わいのジ
ェラート。

62514ℓ
64512ℓ

マンゴーマンゴー
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

完熟マンゴーはほとんど酸味が無く熟する
ほど甘味が増します。100%マンゴーピュー
レ使用の高級シャーベット。

完熟マンゴーはほとんど酸味が無く熟する
ほど甘味が増します。100%マンゴーピュー
レ使用の高級シャーベット。

62844ℓ
－2ℓ

メロンソーダメロンソーダ
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

甘いメロンの香りと弾けるラムネをコラボ
したフルーティな仕上がりです。大人から
お子様まで人気を誇る固形ラムネ入り。

甘いメロンの香りと弾けるラムネをコラボ
したフルーティな仕上がりです。大人から
お子様まで人気を誇る固形ラムネ入り。

－4ℓ
64372ℓ

オレンジオレンジ
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

厳選されたオレンジ果実でさっぱりとした
味に仕上げています。オレンジ独自の酸味
を活かした爽やかシャーベットです。

厳選されたオレンジ果実でさっぱりとした
味に仕上げています。オレンジ独自の酸味
を活かした爽やかシャーベットです。

62054ℓ
－2ℓ

黒キャラメル焼きアーモンド黒キャラメル焼きアーモンド
人気の「黒○○○」と、スイーツでも人気カテゴリの「キャラメル味」。
その「黒」と「キャラメル」がコラボした、見た目の「黒」が目を引くジェラート。
食べるとホッと安心のキャラメル味と「黒」とのギャップが好評です。

人気の「黒○○○」と、スイーツでも人気カテゴリの「キャラメル味」。
その「黒」と「キャラメル」がコラボした、見た目の「黒」が目を引くジェラート。
食べるとホッと安心のキャラメル味と「黒」とのギャップが好評です。

いちごミックスフルーツいちごミックスフルーツ
ブルーベリーの果実とカットしたイチゴ、桃、キウイフルーツをデコレーションして見
た目も豪華。ほんのりと甘酸っぱい苺をミルクベースに混ぜた苺ジェラートは、果実を
彩りよく飾った、鮮やかでフレッシュなジェラートです。

ブルーベリーの果実とカットしたイチゴ、桃、キウイフルーツをデコレーションして見
た目も豪華。ほんのりと甘酸っぱい苺をミルクベースに混ぜた苺ジェラートは、果実を
彩りよく飾った、鮮やかでフレッシュなジェラートです。

63214ℓ
－2ℓ

業務用ジェラート業務用ジェラート For Pro Use GelatoFor Pro Use Gelato

62754ℓ
－2ℓ

アーモンドチョコクランチアーモンドチョコクランチ
カリカリクランチ＆つぶつぶアーモンド＆
さくさくビスケットが混ざり合った新食感
ジェラート。

カリカリクランチ＆つぶつぶアーモンド＆
さくさくビスケットが混ざり合った新食感
ジェラート。
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63234ℓ
65232ℓ

カスタードレモンカスタードレモン

秋 冬

やさしい甘さに仕上げたカスタードクリー
ムに、レモン果汁を独自の製法でブレンド
した濃厚レモンソースを絡めました。

やさしい甘さに仕上げたカスタードクリー
ムに、レモン果汁を独自の製法でブレンド
した濃厚レモンソースを絡めました。

ぶどうぶどう
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

秋

厳選された巨峰果汁に、まろやかな甘みのレッドグレープと、上品な香りでスッキリし
た甘さのホワイトグレープをブレンドした果汁を使用。
ほど良い甘さとルビーのような鮮やかな色を楽しんでいただける贅沢なソルベ。

厳選された巨峰果汁に、まろやかな甘みのレッドグレープと、上品な香りでスッキリし
た甘さのホワイトグレープをブレンドした果汁を使用。
ほど良い甘さとルビーのような鮮やかな色を楽しんでいただける贅沢なソルベ。

－4ℓ
64682ℓ

秋

－4ℓ
65082ℓ

味噌（加賀味噌）味噌（加賀味噌）

創業1911年の老舗ヤマト醤油味噌の伝統製
法で作られたヤマト味噌を使用。優しく香
る老舗の味噌を使用したジェラート。

創業1911年の老舗ヤマト醤油味噌の伝統製
法で作られたヤマト味噌を使用。優しく香
る老舗の味噌を使用したジェラート。

63204ℓ
65202ℓ

キャラメルマキアートキャラメルマキアート

春

深入りの香り豊かなコーヒーをミルクジェ
ラートに混ぜ合わせ、キャラメルソースを
トッピング。

深入りの香り豊かなコーヒーをミルクジェ
ラートに混ぜ合わせ、キャラメルソースを
トッピング。

－4ℓ
64942ℓ

米粉大納言米粉大納言
焙煎した米粉と奥能登の大納言を贅沢に使
用した和テイストジェラート。クリーミー
でなめらかな食感が楽しめます。

焙煎した米粉と奥能登の大納言を贅沢に使
用した和テイストジェラート。クリーミー
でなめらかな食感が楽しめます。

62144ℓ
64142ℓ

かぼちゃかぼちゃ
甘味が強い北海道産かぼちゃのジェラート
はビタミンたっぷり、栄養満点な上にとて
も上品でとても素朴な味わいです。

甘味が強い北海道産かぼちゃのジェラート
はビタミンたっぷり、栄養満点な上にとて
も上品でとても素朴な味わいです。

62784ℓ
64782ℓ

ホワイトマカダミアホワイトマカダミア

冬

クリーミーなホワイトチョコをベースにし
たジェラートに、カリッカリッと香ばしい
マカダミアナッツがはじけます。

クリーミーなホワイトチョコをベースにし
たジェラートに、カリッカリッと香ばしい
マカダミアナッツがはじけます。

62224ℓ
64222ℓ

チョコチップチョコチップ
スイートチョコレートを細かくカットして
ミルクジェラートに混ぜ込んだ人気のジェ
ラート。

スイートチョコレートを細かくカットして
ミルクジェラートに混ぜ込んだ人気のジェ
ラート。

62344ℓ
64342ℓ

ラムレーズンラムレーズン
ラム酒に漬け込んだレーズンがたっぷり入
った大人向けのジェラート。洋酒の香りで
思わずふわ～っと心を酔わせます。

ラム酒に漬け込んだレーズンがたっぷり入
った大人向けのジェラート。洋酒の香りで
思わずふわ～っと心を酔わせます。

62284ℓ
64282ℓ

ビスコットビスコット
シンプルなミルクジェラートにブラックチ
ョコのビスケットが入った、楽しい食感の
ジェラート。

シンプルなミルクジェラートにブラックチ
ョコのビスケットが入った、楽しい食感の
ジェラート。

－4ℓ
64082ℓ

すいかすいか
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

夏

夏の人気デザートと言えばスイカ！甘くて
みずみずしい素材感を生かした夏限定のス
イカシャーベット。

夏の人気デザートと言えばスイカ！甘くて
みずみずしい素材感を生かした夏限定のス
イカシャーベット。

－4ℓ
65142ℓ

ミックスベリーミックスベリー
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

春

甘い香りのラズベリー、カナダ産ブルーベ
リー、苺をバランスよくミックスしたミッ
クスベリーソルベ（シャーベット）。

甘い香りのラズベリー、カナダ産ブルーベ
リー、苺をバランスよくミックスしたミッ
クスベリーソルベ（シャーベット）。

－4ℓ
65162ℓ

ピンクグレープフルーツピンクグレープフルーツ
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

夏

フレッシュのルビーグレープフルーツを贅
沢に絞った、暑い季節にお勧めの爽やかな
シャーベット。

フレッシュのルビーグレープフルーツを贅
沢に絞った、暑い季節にお勧めの爽やかな
シャーベット。

62364ℓ
－2ℓ

ラムネラムネ
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

お口の中でシュワーっと弾けるラムネがシ
ャーベットになりました。白い固形ラムネ
入り。

お口の中でシュワーっと弾けるラムネがシ
ャーベットになりました。白い固形ラムネ
入り。

62354ℓ
－2ℓ

ホワイトソルベホワイトソルベ
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

昔馴染みのカルピスジュースが食べるシャ
リシャリシャーベットになりました。想像
通りのカルピス味です。

昔馴染みのカルピスジュースが食べるシャ
リシャリシャーベットになりました。想像
通りのカルピス味です。

－4ℓ
64592ℓ

りんごりんご
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

秋

厳選した甘味豊かな赤いりんごを皮もまる
ごとシャーベットにしました。シャリシャ
リとした食感はまるですりおろしりんご。

厳選した甘味豊かな赤いりんごを皮もまる
ごとシャーベットにしました。シャリシャ
リとした食感はまるですりおろしりんご。

－4ℓ
64582ℓ

焼きいも（五郎島金時いも）焼きいも（五郎島金時いも）

甘みが強い加賀伝統野菜「五郎島金時いも
」を使用した、焼きいものような味わいを
楽しめるジェラート。

甘みが強い加賀伝統野菜「五郎島金時いも
」を使用した、焼きいものような味わいを
楽しめるジェラート。

62024ℓ
64022ℓ

ほうじ茶（加賀棒ほうじ茶）ほうじ茶（加賀棒ほうじ茶）

加賀棒ほうじ茶を使用したとても芳ばしい
香り豊かな味わいが特徴。上品な仕上がり
でイチオシの一品です。

加賀棒ほうじ茶を使用したとても芳ばしい
香り豊かな味わいが特徴。上品な仕上がり
でイチオシの一品です。

－4ℓ
64392ℓ

パイナップルパイナップル
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

完熟パインの甘い香りと強い風味がシャー
ベットには最高です。南国の日差しをたっ
ぷり浴びたパイナップルシャーベット。

完熟パインの甘い香りと強い風味がシャー
ベットには最高です。南国の日差しをたっ
ぷり浴びたパイナップルシャーベット。

－4ℓ
65242ℓ

シトラスシトラス
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

夏

爽やかなシトラスソルベは、ほどよい酸味
の「さっぱりシャーベット」。夏の暑い時
期にピッタリの爽快感です。

爽やかなシトラスソルベは、ほどよい酸味
の「さっぱりシャーベット」。夏の暑い時
期にピッタリの爽快感です。

－4ℓ
65092ℓ

みかんみかん
ソルベ（シャーベット）ソルベ（シャーベット）

冬

甘い甘いみかんをそのままソルベにしまし
た。みかんの甘みを堪能できる、冬に是非
食べておきたい逸品です。

甘い甘いみかんをそのままソルベにしまし
た。みかんの甘みを堪能できる、冬に是非
食べておきたい逸品です。

ピスタチオピスタチオ
世界最高品質と言われるシチリア島ブロンテ産ピスタチオのペーストを贅沢に混ぜ込み
ました。
ナッツの女王とも言われるピスタチオを使ったジェラート。

世界最高品質と言われるシチリア島ブロンテ産ピスタチオのペーストを贅沢に混ぜ込み
ました。
ナッツの女王とも言われるピスタチオを使ったジェラート。

62924ℓ
64922ℓ

プリンブディーノプリンブディーノ
濃厚な甘～い香りを漂わせるプリン仕立てのジェラートに、ほろ苦～いリッチなカラメ
ルソースをマーブル状に絡ませた高級プリンジェラート。
ちなみにブディーノ（Budino）とはイタリア語で「プリン」という意味です。

濃厚な甘～い香りを漂わせるプリン仕立てのジェラートに、ほろ苦～いリッチなカラメ
ルソースをマーブル状に絡ませた高級プリンジェラート。
ちなみにブディーノ（Budino）とはイタリア語で「プリン」という意味です。

62104ℓ
64102ℓ

62154ℓ
64152ℓ

焦がしキャラメル焦がしキャラメル

秋 冬

自家製焦がし風味のほろ苦いキャラメルソ
ースを、クリーミーなミルクベースに混ぜ
込みました。深みとコクが自慢です。

自家製焦がし風味のほろ苦いキャラメルソ
ースを、クリーミーなミルクベースに混ぜ
込みました。深みとコクが自慢です。

62474ℓ
－2ℓ

ベリーベリータルトベリーベリータルト
ブルーベリー味のジェラートに、サクサク
とした食感のクッキータルトを挟み、３種
のベリーでデコレーションしました。

ブルーベリー味のジェラートに、サクサク
とした食感のクッキータルトを挟み、３種
のベリーでデコレーションしました。

62244ℓ
64242ℓ

チョコミントチョコミント
爽やかな色のミント味のジェラートの中に
細かく刻んだチョコチップを入れた、人気
のチョコミントジェラート。

爽やかな色のミント味のジェラートの中に
細かく刻んだチョコチップを入れた、人気
のチョコミントジェラート。

62484ℓ
－2ℓ

ミルフィーユミルフィーユ
いちご風味のジェラートにサクサクパイと
苺スライスをサンドしてとても可愛いミル
フィーユ仕立てに仕上げました。

いちご風味のジェラートにサクサクパイと
苺スライスをサンドしてとても可愛いミル
フィーユ仕立てに仕上げました。

62464ℓ
－2ℓ

ティラミスティラミス
マスカルポーネ風味のジェラートに洋酒を
しみこませたスポンジを挟み、ココアパウ
ダーと香ばしいアーモンドをトッピング。

マスカルポーネ風味のジェラートに洋酒を
しみこませたスポンジを挟み、ココアパウ
ダーと香ばしいアーモンドをトッピング。

63194ℓ
65192ℓ

烏骨鶏烏骨鶏
純血種烏骨鶏の専門農園の烏骨鶏卵を贅沢
に使用し、濃厚でコクのある卵の味をご堪
能頂けるジェラートです。

純血種烏骨鶏の専門農園の烏骨鶏卵を贅沢
に使用し、濃厚でコクのある卵の味をご堪
能頂けるジェラートです。

－4ℓ
64872ℓ

くるみくるみ

秋

くるみを思いっきり贅沢に使用した濃厚で
コクのあるくるみジェラートに、さらに八
つ割くるみを混ぜ込みました。

くるみを思いっきり贅沢に使用した濃厚で
コクのあるくるみジェラートに、さらに八
つ割くるみを混ぜ込みました。

伝統的なイタリアン製法によって作られたハンドメイドジェラート。伝統的なイタリアン製法によって作られたハンドメイドジェラート。
厳選した素材と原料にこだわり、保存料、香料、
着色料はほとんど使用せず、素材そのものの味
と色を生かしています。
十分に衛生管理を徹底した生産ラインにて、そ
の日搾りたての生乳をベースに、恵み豊かな旬
の天然素材を贅沢に使用し、イタリア製アイス
クリームマシーンを使って、豊富なアイテムを
製造しています。こだわりをもって仕上げた、
濃厚でフレッシュな味わいのハンドメイドイタ
リアンジェラートをお届けさせていただきます。

厳選した素材と原料にこだわり、保存料、香料、
着色料はほとんど使用せず、素材そのものの味
と色を生かしています。
十分に衛生管理を徹底した生産ラインにて、そ
の日搾りたての生乳をベースに、恵み豊かな旬
の天然素材を贅沢に使用し、イタリア製アイス
クリームマシーンを使って、豊富なアイテムを
製造しています。こだわりをもって仕上げた、
濃厚でフレッシュな味わいのハンドメイドイタ
リアンジェラートをお届けさせていただきます。

－4ℓ
64092ℓ

醤油（加賀百万石醤油）醤油（加賀百万石醤油）

丸大豆醤油「加賀の醤蔵（ひしほぐら）」
を使用したジェラート。ほんのりキャラメ
ル風味がする和テイストに仕上げました。

丸大豆醤油「加賀の醤蔵（ひしほぐら）」
を使用したジェラート。ほんのりキャラメ
ル風味がする和テイストに仕上げました。

※一部の画像は使用原材料をトッピングしたイメージ画像です

4ℓ 266×165×H153mm
4,000ml
266×165×H153mm
4,000ml

は各季節の限定商品です秋 冬春 夏

2ℓ 266×165×H80mm
2,000ml
266×165×H80mm
2,000ml

容器のサイズ
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