
バーボン樽やシェリー樽などとして世界で最も使
用されているのがこの「アメリカンホワイトオーク」
です。強めのチャーリングを施すことでバニラやコ
コナッツのようなフレーバーを生み出します。

希望小売価格 ¥680
入数：12
弊社コード：993014
JANコード：4580509200010

タルフレーバー
アメリカン・ホワイト・オーク

日本

その他

TA RU FL AVOR
タルフレーバー

国内唯一の独立 洋樽製作所 有明産業謹製
自分で気軽にウッドフィニッシュ！
タルフレーバーは、スティーブに使われる良質な木材をそのまま使用し、実際のチャーリングを忠実
に再現する事で、洋樽の内面の焼き、香り、熟成による抽出を手軽に楽しんで頂けるフレーバリース
ティックです。

TARU FLAVOR
AMERICAN WHITE OAK

「やまざくら」はオークにはないバラ科特有の甘い
香気成分を含みます。それは桜餅に使われるオオ
シマザクラの塩漬けにされた葉の香りのように控
えめで和を感じるフレーバーを醸し出します。

希望小売価格 ¥880
入数：12
弊社コード：993012
JANコード：4580509200034

タルフレーバー
やまざくら

日本

その他

TARU FLAVOR
YAMAZAKURA

日本

「くり（チェスナッツ）」は、ヨーロッパでは古くか
らポートワインやシェリーなどの輸送に使用されて
いました。スパニッシュオークなどと比較しタンニ
ン分が少なく、熟成が進むにつれて特有のほくほ
くとした甘みをお愉しみいただけます。

希望小売価格 ¥880
入数：12
弊社コード：993045
JANコード：4580509200164

タルフレーバー
くり

日本

その他

TARU FLAVOR
CHESTNUT

スティックを瓶の中に
入れるだけ！

簡単に熟成感を楽しめます！
※写真はニューメイク（原酒）に漬けたイメージです。
　実際の変化度合とは異なる場合がございます。

1カ月後▶1週間後▶1日目▶

ジャパニーズウィスキーの世界的評価でそのポテ
ンシャルが認識されたジャパニーズオーク「ミズナ
ラ」は、長期熟成により伽羅や白檀などの香木の
ような芳香をもたらし、含有するバニリンとタンニ
ンのバランスが良くまとまりのある上品な仕上りが
期待出来ます。

希望小売価格 ¥880
入数：12
弊社コード：993013
JANコード：4580509200027

タルフレーバー
ミズナラ
TARU FLAVOR
MIZUNARA

日本

その他

輸入食品

世界各国の様々な食品を厳選！！

高品質でコストパフォーマンス抜群の食品を世界各国から厳選。お酒と一緒にお愉しみいただける
おつまみから冬季限定のチョコレートまで数多く取り揃えております。

化学調味料不使用。収穫から
瓶詰まで24時間以内に行う
ためパリパリの食感をお楽しみ
いただけます。日本人向けに
酢の量を抑えたマイルドな味
わいのピクルスです。

希望小売価格 ￥358
容量：700g
入数：12
弊社コード：926936
JANコード：4580404822041

オールグリーン
コルニッション
ピクルス

産地：インド

ALL GREEN
CORNICHON
PICKLES

ザワークラウトは、ドイツを中心
に食べられているキャベツの
漬物です。定番のホットドッグ
はもちろん、ソーセージや
ステーキなどの付け合せにも
最適です。

希望小売価格 ￥358
容量：660g
入数：12
弊社コード：926996
JANコード：4580404829491

オールグリーン
ザワークラウト

産地：ポーランド

ALL GREEN
SAUERKRAUT

ホワイトアスパラはヨーロッパ
各国の料理には欠かせない
人気高級食材です。長さ18cm
程のボリューム感たっぷりサイ
ズを水煮にしました。

希望小売価格 ￥550
容量：345g
入数：12
弊社コード：901598
JANコード：4580404820948

オールグリーン
ホワイトアスパラガス

産地：ペルー

ALL GREEN
WHITE
ASPARAGUS

ラトビアのリガ港で水揚げさ
れた鮮度の良いサーディンを
使用しています。香ばしい
燻製香はウイスキーやビールなど
お酒のお供にぴったりです。 

希望小売価格 ￥570
容量：270g
入数：24
弊社コード：926465
JANコード：4751017401743

バンガ
スモークオイル
サーディン

産地：ラトビア

BANGA
SMOKED OIL
SARDINES

ラトビアのリガ港で水揚げ
された鮮度の良いサーディン
を使用しています。唐辛子を
1本漬け込んだチリ味はお酒
が進むこと間違いないです。

希望小売価格 ￥570
容量：270g
入数：24
弊社コード：927312
JANコード：4751017402566

バンガ
スモークオイル
サーディンチリ

産地：ラトビア

BANGA
SMOKED OIL
SARDINES CHILI

輸入食品 輸入食品 輸入食品 輸入食品輸入食品

いつでも気軽に楽しめる食べ
きりサイズのスペイン産グリッ
シーニです。濃いめのチーズ味
が濃厚で、硬すぎず食べやす
いです。

希望小売価格 ￥128
容量：50g
入数：22
弊社コード：927282
JANコード：8411145202419

ケリーパリトス
グリッシーニ
チーズ

産地：スペイン

QUELY PALITOS
GRISSINI 
CHEESE

輸入食品

いつでも気軽に楽しめる食べ
きりサイズのスペイン産グリッ
シーニです。オリーブオイルの
風味がふわっと香ります。
生ハムとの相性も抜群です。

希望小売価格 ￥128
容量：50g
入数：22
弊社コード：927280 
JANコード：8411145202525 

ケリーパリトス
グリッシーニ
オリーブオイル

産地：スペイン

QUELY PALITOS
GRISSINI 
OLIVE OIL

輸入食品

いつでも気軽に楽しめる食べ
きりサイズのスペイン産グリッ
シーニです。地中海料理を
食べているような様々な美味
しさが広がります。

希望小売価格 ￥128
容量：50g
入数：22
弊社コード：927283 
JANコード：8411145202563 

ケリーパリトス
グリッシーニ
地中海風

産地：スペイン

QUELY PALITOS
GRISSINI 
MEDITERRANEAN

輸入食品

スコットランドのじゃがいも
農家が作った大人が楽しめ
る贅沢ポテトチップス。皮付
きのまま厚くカット、オレイン
酸を多く含むひまわり油を使
用しており、ポテト本来の自
然な味を引き立てます。

希望小売価格 ￥498
容量：150g
入数：12
弊社コード：926708 
JANコード：5012262010180 

マッキーズ
シーソルト

産地：スコットランド

MACKIE'S
SEA SALT

輸入食品

スコットランドのじゃがいも
農家が作った大人が楽しめ
る贅沢ポテトチップス。皮付き
のまま厚くカット、オレイン酸
を多く含むひまわり油を使用
しており、上品で、さっぱりと
した味わいです。

希望小売価格 ￥498
容量：150g
入数：12
弊社コード：926709
JANコード：5012262010197 

マッキーズ
シーソルト＆
ビネガー

産地：スコットランド

MACKIE'S
SEA SALT＆
VINEGAR

輸入食品

スコットランドのじゃがいも農家
が作った大人が楽しめる贅沢
ポテトチップス。皮付きのまま厚く
カット、オレイン酸を多く含む
ひまわり油を使用しており、羊の
内臓を使ったスコットランド伝統
料理ハギスを再現しました。

希望小売価格 ￥498
容量：150g
入数：12
弊社コード：926710
JANコード：5012262010210 

マッキーズ
ハギス＆
ブラックペッパー

産地：スコットランド

MACKIE'S
HAGGIS＆
BLACK PEPPER

輸入食品

IMPORTED FOODS
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ビターチョコの中にリキュール漬けの
甘酸っぱいチェリーが贅沢にも丸ごと一粒
入っています。豊かなフレーバーと共に広がる
苦味、酸味、甘味のバランスが絶妙です。

ザイニ
ボエリ
チェリーチョコ

産地：イタリア

希望小売価格 ￥450
容量：150g
入数：24
弊社コード：925911
JANコード：8004735093735

輸入食品

ZAINI
BOERI
CHERRY CHOCOLATE

ジャンドゥイオットは、ヘーゼルナッツペースト
を練り込んだ、イタリアトリノの伝統的な
チョコレートです。濃厚で滑らかな味わい
です。

ヘーゼルナッツを丸ごと1粒と、クラッシュ
したヘーゼルナッツを上品な甘さのミルク
チョコレートでコーティング。カリッとした
心地良い歯ざわりとナッツの香ばしさが
マッチしています。

ジャンドゥイオットは、ヘーゼルナッツペースト
を練り込んだ、イタリアトリノの伝統的な
チョコレートです。ほろ苦い大人の味わい
です。

ザイニ社の人気商品である卵の形をした
可愛いひとくちチョコレート。カカオ含有率
70％のリッチでほろ苦い大人な味わいを
お楽しみいただけます。

優しい甘さのミルククリームを、希少な
ルビーカカオを使用したチョコレートで包み
込んだ、甘酸っぱく爽やかでフルーティな
口当たりのチョコレートです。

ザイニ
ブルームーン

産地：イタリア

希望小売価格 ￥450
容量：150g
入数：24
弊社コード：906503
JANコード：8004735065107

輸入食品

ZAINI
BLUE MOON

ザイニ
ジャンドゥイオット
クラシック

産地：イタリア

希望小売価格 ￥550
容量：160g
入数：18
弊社コード：950054
JANコード：8004735108002

輸入食品

ZAINI
GIANDUIOTTO
CLASSIC

ザイニ
ジャンドゥイオット
ダーク

産地：イタリア

希望小売価格 ￥550
容量：160g
入数：18
弊社コード：950055
JANコード：8004735108026

輸入食品

ZAINI
GIANDUIOTTO
DARK

ザイニ
エッグチョコ
ダーク

産地：イタリア

希望小売価格 ￥550
容量：155g
入数：18
弊社コード：950098
JANコード：8004735100891

輸入食品

ZAINI
EGG CHOCOLATE
DARK

ザイニ
エッグチョコ
ルビー

産地：イタリア

希望小売価格 ￥550
容量：128g
入数：18
弊社コード：950099
JANコード：8004735100969

輸入食品

ZAINI
EGG CHOCOLATE
RUBY

トゥシェ、ブルームーン、ジャンドゥイオッティ、ク
レミノ ノッチョーラ、クレミノ ノワール、ファン
タシア アマレット、ファンタシア カフェの７種
のチョコレートのアソートパックです。

ザイニ
アソート チョコ

産地：イタリア

希望小売価格：￥1,080
容量：500g
入数：12
弊社コード：926294
JANコード：8004735064353

輸入食品

ZAINI
ASSORTED CHOCOLATE

〈 冬 季 限 定 〉

〒110-0005
東京都台東区上野6-16-17 朝日生命上野昭和通ビル1階

www.toko-t.co.jp

TEL 03-3833-3541 / FAX 03-3832-6930 

掲載内容は、2022年12月現在のものです。
写真のヴィンテージは実際と異なる場合がございます。
商品の外装（ラベル、ボトル、キャップシール等）については、
変更となる場合があります。
入荷数量に限りのある商品もございます。品切れの場合はご了承ください。

※未成年者の飲酒は、法律で禁じられています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。
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