～ご自宅をレストランに～
レストランの美味しさをそのままに、
食材選びから調理工程まで
こだわったシェフの一皿
“食卓に彩りを添える特別な1品”を。

笑顔で食卓を囲む喜びを
１つのテーブルを囲み食事をする時間は
何ものにも替え難い心豊かな時間。
おうちでもレストランのような食卓を囲み、
笑顔溢れる時間になりますように。
キャンドルテーブル総料理長 大筆秀樹氏

001

002

食卓を彩る「イタリアン6品セット」 2-3名様用
6,804円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

総料理長の特製フレンチコースセット 2名様用
【キャンドルテーブル総料理長監修】

9,720円

内容：前菜3種・お肉・ピッツァ1種・パスタ1種
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し2日

内容：スープ・冷温菜5種・ハンバーグ・デセール2種
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

ご自宅での特別な日のお食事にもぴったりな「イタリアンセット」。 文京区小石
川にある「青いナポリ」の村山シェフが自信をもってお届けする「前菜３種、パ
スタ、ピザ、メイン」が詰まったイタリアン尽くしをお楽しみいただけます。

ご自宅での特別な日のお食事にもぴったりな「フレンチコース」。 総料理長
「大筆秀樹」が自信をもってお届けする「スープ・冷温菜5種・ハンバーグ・デ
セール2種」のプレミアムなコース料理をお楽しみいただけます。

003

004

ピザ職人が薪窯で焼く「マルゲリータ」
1,512円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

ピザ職人が薪窯で焼く「クワトロフォルマッジ」
1,512円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

内容： 285g×１枚
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

内容：300g×１枚
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

モッツァレラとバジル、トマトソースのシンプルなナポリピッツァの王道にして定番
ピッツァ。レンネット以外の添加物や保存料、着色料などは一切使わず、昔
から変わらぬ製法で作られたモッツァレッラチーズ。

「モッツァレラ（乳牛）、ゴルゴンゾーラ、リコッタチーズ、グラナパダーノ」の4種
の濃厚なチーズが薫る、チーズが主役のピッツァ。仕上げにハチミツをかけて
どうぞ。

005

006

ピザ職人が薪窯で焼く「マチェライオ」
1,512円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

ピザ職人が薪窯で焼く「チチニエッリ」
1,512円
[東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

内容：350g×１枚
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し2日

内容：295g×１枚
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

イタリア語で「肉屋風」を意味するマテェライオ。粗挽き豚肉・ピリ辛サラミ・パン
チェッタの肉系トッピング３種類に燻製モッツァレラを合わせた、お肉屋さんの
がっつりピッツァ。

たっぷりの釜揚げしらすとガーリック、ケッパー、オレガノ、バジリコ、トマトソース
を使った、シラスの塩気とトマトの相性が良いナポリの伝統的なピッツァです。

007

008

ボロネーゼソースとフェットチーネ（生パスタ）セット 972円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

魚介のラグーソースとタリアテッレ(生パスタ)セット
972円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

内容： パスタ100g、ボロネーゼ180g
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

内容：パスタ100g、魚介のラグーソース180g
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

玉ネギ、人参、セロリなど刻んだ香味野菜をオイルで長時間炒め、じっくりと焼
いた淡路牛と赤ワインを入れ、アクセントにポルチーニ茸を加えて煮込んだ香
り高いソース。茹でたてのフェットチーネを合わせてお召し上がりください。

肉や魚介類などを細かく切って煮込んで作るラグーソースと、エビ、イカ、小
柱、アサリの4種類の魚介をたっぷりと使用したトマトソースに平打ちの生パス
タ「タリアテッレ」を合わせ、本格的なレストランの味を再現。

009

010

牛肉煮込みのオムライス キット（2個セット）
1,728円
【大阪中之島ソーシャルイートアウェイクのシェフ監修】

但馬牛100％ハンバーグ（2個セット）
【キャンドルテーブル総料理長監修】

2,592円

内容：ビーフシチュー170g×2、トマトソース20g×2
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

内容：国産牛肉160g×2、ソース
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

ホロホロと柔らかく仕上がった牛肉煮込み、 “焦がし蜂蜜”を加えたハーブや
スパイスで風味をつけたデミグラスソース、白ごはんに混ぜるだけで簡単にレス
トランのトマトライスが再現できるソース。こだわりの味をぜひご堪能ください。

但馬牛100%のミンチを使用。備長炭で焼き目をつけることで香ばしさが加わり、
本格フォンドヴォーに焦がし蜂蜜、バターなど加えた絶品デミグラスソースとの
相性は抜群。

011

012

人気の4品セット「シビれるアタックBOX」
4,860円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

お子様でも召し上がれる「王道リバヨンＢＯＸ」
4,860円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

内容：麻婆豆腐×２、トンポーロー570g、海老チリ350g、肉焼売30g×8
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

内容：海鮮餡680g、蒸し麺140g、酢豚450g、海老チリ350g、肉焼売30g×8
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

本場四川の辛さを体感できるように試行錯誤を重ねて完成したグルメセット。
お酒にも合う大人の旨辛をご賞味ください。

お肉や海老、野菜と具材にこだわったご満足頂けるお料理をご家庭で簡単
にお楽しみ頂けます。 来客時のおもてなしや持ち寄りパーティーなど、ちょっと
自慢できるお料理のラインアップです！

013

014

海鮮あんかけ焼きそば
1,620円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

バルサミコ酢を使った「黒酢スブタ」
1,080円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

内容：餡680g、蒸し麺140g
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

内容：450g
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

大きなむき海老、ホタテの貝柱、イカの3種の海鮮と白菜や人参など10種類
の彩り具材が入ったあんかけ焼きそばです。海鮮の旨味と野菜の甘味が溶け
込んだ餡はボリュームたっぷり.

北イタリアのモデナ産のブドウで作った「侯爵の酢」とも呼ばれるバルサミコ酢。
「中国香酢三大名酢」に挙げられる鎮江黒醋。二つの良さを兼ねそろえた
ソースは豚肉の旨味との素敵なマリアージュを奏でます。

015

016

トンポーロー
1,512円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

自家製肉焼売（8個入り）
864円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

内容： 570ｇ
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

内容：30g×8個
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

皮目は箸がスッと入るほど柔らかく仕上げており、タレがしみ込んだお肉はご飯
にもよく合います。お肉の旨味を味わっていただきたい為、香辛料はあまり効
かせず中国醤油と氷砂糖でコクを出しています。

玉ねぎをお肉の1.2倍の量使用することで甘みが口いっぱい広がるアタックの
肉焼売。お肉は豚肩ロースの粗挽きを使い、赤身のうまみと脂身のコクのバ
ランスがとれた配合にしています。

017

018

麻婆豆腐ソース・四川山椒・自家製辣油(2セット) 1,296円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

大海老のチリソース炒め
1,296円
【東京 日本橋 四川料理RIBAYON ATTACK料理長監修】

内容：麻婆豆腐ソース300g×2、自家製辣油5g×2、四川山椒1g×2
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

内容：350ｇ
賞味期限：商品に記載 解凍、開封後はお早めにお召し上がり下さい。

3種の豆板㓿をブレンドする事で他にはない辛み、コク、風味が味わえます。
肉味噌に自家製甜㯚㓿を使い、より味わい豊かなソースとなりました。四川
山椒と自家製辣油は仕上げにお好みでかけてお召し上がり下さい。

大きなむき海老とたっぷりのチリソースを使用した食べ応えのある一品。 この
チリソースは普通のチリソースよりも辛味がしっかりとしているのが特徴です。ニ
ンニクと生姜の香味も効かせ、より深い味わいに仕上げおります。

019

020

北イタリアの郷土鍋料理「ボリートミスト」
6,480円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

海老とレンコンとマッシュルームのカレー（2個セット） 1,512円
【ミシュランシェフとソーシャルイートアウェイクのコラボ監修】

内容：ボリートミスト、追加用出汁、サルサヴェルデ、マスタード、チーズ
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

内容：250ｇ×2
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

淡路産牛の牛ホホ肉、信州の米豚、鳥取の大山どり、牛タン、をイタリア産
の塩で丁寧にマリネしてたっぷりの香味野菜、人参、玉ネギ、セロリと香辛料、
そして水を鍋に入れて時間をかけてゆっくりとじっくり煮込んで作りました。

海老の粗ミンチとマッシュルーム、和食に多用されるレンコンがたっぷり入った
ここでしか味わえないAWAKEオリジナルの海老キーマカレー。まろやかで丸み
もある、奥行きのある味わいに仕上がっています。

021

022

野菜たっぷり「カポナータ」
1,296円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修]

イタリア伝統煮込み料理「カチャトーラ」
2,160円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

内容：250g
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し2日

内容：325ｇ
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し2日

シチリア島、ナポリの伝統的料理カポナータ。ゆっくりと時間をかけて炒めて、
野菜の味わいと甘みを最大限に引き出したナポリ伝統のカポナータをお召し
上がり下さい。 お好みで温めても、美味しく頂けます。

カチャトーラは、イタリア語で｢猟師風｣という意味の伝統的な煮込み料理。イ
タリアではウサギ肉や鶏肉で作るのが一般的ですが、こちらでは大山どりを白
ワインとアップルビネガー、鶏の出し汁で煮込みました。

023

淡路牛の炭火焼きハンバーグ（2個セット）
【キャンドルテーブル総料理長監修】

024

1,836円

サルシッチャとキノコのクリームソース
1,296円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

内容： ハンバーグ160g×2、デミグラスソース60g×2
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

内容：クリームソース220g、パスタ100g
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

淡路島の食材をふんだんに使ったジューシーな炭火焼きハンバーグ。湯煎で
温め直すだけで淡路玉ねぎの甘みと淡路牛の旨味、炭火の香ばしさが一体
となったレストランクオリティの味わいが楽しめます。

優味豚で作られたサルシッチャに焼き目を付けてからほぐすようにソテーし、に
んにくオイルでソテーした5種類のキノコを加え、軽く煮込んでソースに旨味と香
りを閉じ込めました。生パスタ「フェットチーネ」をご用意しました。

025

026

海老とインゲンのジェノベーゼソース
1,296円
【東京小石川イタリアレストラン青いナポリシェフ監修】

濃厚エビのクリュスタッセクリーム フィットチーネ

内容：ジェノベーゼソース120g、パスタ100g
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

内容：クリュスタッセクリーム250g、パスタ100g
賞味期限：冷凍保存で約1ヶ月／冷蔵解凍後、冷蔵庫で保管し3日

バジルの葉だけでなく、大葉とパセリを混ぜ、エメラルドグリーンのジェノベーゼ
に仕上げました。ぷりっとした海老とインゲン、グラナパダーノチーズなどを加え
コクのあるソースが完成しました。生パスタ「タリアテッレ」をご用意しました。

瀬戸内で採れた新鮮な川津海老を乾煎りして海老の風味を凝縮し、鶏の出
し汁と濃縮したトマト、淡路玉ねぎを加え雑味が出ない様に煮込み、殻ごと潰
した、海老の旨味を余す事なく抽出した濃厚なソースです。

1,512円

027

湯種ブリオッシュ

028

1,188円

ARINCOロールケーキ【京都 嵐山本店限定】
京ロール 百年蔵醤油

1,231円

内容： 335g
消費期限：冷凍1ヶ月（解凍後常温3日

内容：370ｇ
消費期限：商品に記載（解凍後1日）

バルニバービの開発部門が丁寧につくりあげた「湯種ブリオッシュ」。元来の
ブリオッシュのパサつきを無くすため、小麦粉を熱湯でこねる「湯種法」を採用。
湯種法により生地に保持させる水分量を上げ、しっとりかつふんわり食感に。

京都産米粉、京都産の卵白と老舗の醤油店である京都の老舗「澤井醤油
本店」の醤油を使用したふんわり芳ばしい香りを感じる生地に、クリームにはサ
トウキビからつくられる和三盆、もろみを練りこみました。

029

ARINCOロールケーキ【京都嵐山本店限定】
京ロール 抹茶づくし

030

1,534円

ARINCOロールケーキ 塩キャラメルロール

1,534円

内容：370ｇ
賞味期限：商品に記載（解凍後1日）

内容：350ｇ
賞味期限：商品に記載（解凍後1日）

生地にもクリームにもまろやかな味わいが特徴の京都産宇治抹茶を使用した
抹茶尽くしのロールケーキ。クリームの中には、丹波産大納言かのこ豆、京都
産丹波栗の甘露煮をアクセントに包みました。

クラッシュしたカラメルを包み込んだロールケーキをイタリアはサルデーニャ島原
産の天然塩を使ったキャラメルソースでコーティングした贅沢な一品です。

032

031

抹茶のバスクチーズケーキ
【DRAWING HOUSE OF HIBIYAパティシエ監修】

2,592円

ハチミツ芋のバスクチーズケーキ
【DRAWING HOUSE OF HIBIYAパティシエ監修】

2,592円

内容： 440g
賞味期限：商品に記載（解凍後1日）

内容：460g
賞味期限：商品に記載（解凍後1日）

チーズケーキの濃厚な味わいと八女茶の香り、旨みが合わさった抹茶スイー
ツとチーズケーキの両方の良さが味わえる贅沢な逸品。配合のバランスを何
度も試行錯誤して作り出した、DRAWINGのパティシエによる自身作です。

鹿児島県の「ハチミツ芋」は、甘みの強い「紅はるか」を徹底した温度管理の
元で長期熟成し、甘みを最大限に引き出したサツマイモです。チーズの濃厚
な味わいの後にふわりと香るハチミツ芋の優しい甘みが広がります。

033

【送料込】フレッシュグループ淡路島の香るハーブと彩り野
菜（スタンダードセット）
4,320円
詰め合わせ例：【夏-Summer-】
カラースティックニンジン パープル/イエロー/オレンジ
カラフルラディッシュミックス
バジリコ-スイートバジルイタリアンパセリ/ルッコラセルバチコ
リーフレタスミックス
ピーマン/スティックパプリカ/ししとう
フェンネルフィノッキオセルバチコ
スペアミント/ペパーミント/ローズマリー
その他
詰め合わせ例：【冬-Winter-]
カラースティックニンジン パープル/イエロー/オレンジ
カラフルラディッシュミックス
紫ダイコン/黄カブ/桃カブ
イタリアンパセリ/ルッコラセルバチコ
リーフレタスミックス
スティックブロッコリー
チーマディラーパ西洋菜花
芽キャベツグリーン/パープル/プチベアード
スイスチャード/赤からし菜
カーボロネロ-黒キャベツその他 ※天候や生育状況により野菜ハーブの内容に変更の可能性がございます。

フレッシュグループ淡路島のこだわり野菜＆ハーブ詰め合わせ野菜セット。香り高いバジルや彩り溢れるカラースティックニンジン、サラダにおすすめなリーフレタスミッ
クスや、ファイトリッチな赤からし菜など、淡路島の太陽と潮風を浴びて育った野菜＆ハーブをたっぷりとおとどけします。
【フレッシュグループ淡路島】
兵庫県淡路島の若手農家の想いがつながるフレッシュグループ淡路島。それぞれの農園を営みながら、個々ではできないことをグループで助け合い、切磋琢磨す
ることを目的として組織されました。20-50代の経歴も多岐にわたるメンバーが活躍しています。
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