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木槽搾りの酒粕とオーガニックカカオの至極の出会い。
新食感

”

和”スイーツ。酒粕好きにはたまらない！
芳醇な香りと、生チョコのような食感。

北欧・エストニア産のオーガニック・ヴィーガン・ローチョコレート。
伝統的な石臼で原料を混ぜ合わせるハンドクラフト製法
ムソーオリジナルの組み合わせの3種類のアソートギフトセットです。

国産の小麦、バター、粗糖など素材にこだわった
チーズケーキ専門店の人気焼き菓子セット!

思わずかぶりつきたくなる!
「有機玄米フレーク」とナナハコ特製「国産小麦の
ココアクッキー」でザクザク食感。

なめらかな口どけ。ブランデーが効いて、
カカオの風味が口いっぱいに広がります。

コクがありながらも甘さ控えめ、
抹茶の濃さと上品な味が魅力的です。

※乳成分を含む原材料を使用していない場合でも、製造ラインでの混入が避けられないものは記載しています。

オーガニック認証を取得したカカオのみを厳選して使用。

【アレルゲン】… 乳・卵・小麦・そば・落花生・えび・かにの７項目＋大豆を使用しているものについて記載しています。 乳

乳

卵 小麦

小麦

そば 落花生 えび かに 大豆

乳 卵 小麦

「香る酒粕チョコ」

16粒（約70g） 税込価格 ¥1,296 （本体価格¥1,200）
[箱サイズ] 約90×100×30mm
[原材料] チョコレート（有機砂糖、有機カカオマス、
有機カカオバター、全粉乳）、酒粕、ココアパウダー
[賞味期限] 常温60日

青砥酒造

国産有機栽培米の米粉、北海道クリームチーズ、
オーガニックチョコレートなどこだわりの厳選素材で贅沢に
焼き上げた滑らかな生チョコのような食感。相性の良い
ドライフルーツをあしらいました。

「リッチショコラテリーヌ」

1本 税込価格 ¥2,214 （本体価格¥2,050）
[箱サイズ] 約230×60×43mm 
[原材料] 生クリーム（生乳（北海道産））、クリームチーズ、卵、砂糖（粗糖）、
有機チョコレート、有機ココアパウダー、米粉、有機レモンピール、
有機ドライクランベリー、ゼラチン
[賞味期限] 冷凍60日

Seed 乳 卵

「ローシクオーガニック
　チョコレートギフトBOX」

3種各1枚 税込価格 ¥1,728 （本体価格¥1,600）
[箱サイズ] 約120×90×40mm
[原材料] 【ハイカカオ】有機カカオバター、有機カカオパウダー、
有機ココナッツパームシュガー、有機ヘーゼルナッツ、
有機バニラ
【ストロベリー】有機カカオバター、有機ココナッツ
パームシュガー、有機カシューナッツ、有機ストロベリー、
有機カカオパウダー、有機バニラ
【コーヒー】有機カカオバター、有機ココナッツパーム
シュガー、有機カシューナッツ、有機カカオパウダー、
有機コーヒー豆、有機バニラ
[賞味期限] 常温365日

トレテス

「ショコラ焼き菓子セット」

【チーズアーモンドリーフ（ショコラ）】（５枚入）×１袋、
【小枝ビスコッティ(ショコラ）】（2本入）×2袋、
【チーズの実（オーガニックチョコレート）】×2袋 
3種5袋入 税込価格 ¥1,188 （本体価格¥1,100）
[箱サイズ] 約165×165×45ｍｍ 
[原材料]【チーズアーモンドリーフ（ショコラ）】（5枚入）×1袋
粗糖（さとうきび（鹿児島県産））、卵白（卵を含む）、アーモンド、
バター、有機小麦粉、有機ココア、パルメザンチーズ、食塩
【小枝ビスコッティ（ショコラ）】×2袋
粗糖（さとうきび（鹿児島県産））、アーモンド、有機小麦粉、卵、有
機ココア、パルメザンチーズ/アルミフリーベーキングパウダー
【チーズの実（オーガニックチョコレート）】×2袋
有機小麦粉（小麦（北海道産））、バター、粗糖（さとうきび（鹿児島
県産））、アーモンド、有機チョコレート、牛乳、有機ココア、パルメ
ザンチーズ
[賞味期限] 常温60日

seed

「フォレストクランチバー」

1本 税込価格 ¥1,944 （本体価格¥1,800）
[箱サイズ] 約47×217×37mm
[原材料]有機チョコレート、小麦粉、有機玄米
フレーク、有機ココナッツオイル、有機ドライい
ちじく、有機砂糖、なたね油、有機ドライバナナ、
有機カシューナッツ、有機ココアパウダー、有機
クコの実、有機パンプキンシード
[賞味期限] 常温60日

ナナハコ

乳

「生チョコレート（ブランデー）」

15粒 税込価格 ¥1,944 （本体価格¥1,800）
[箱サイズ] 約142×97×24mm
[原材料] 有機砂糖（ブラジル製造）、有機ココアバター、有機カカオマス、
クリーム（乳成分を含む）、全粉乳、ブランデー、餅米飴、ココアパウダー、バター
[賞味期限] 常温2022年3月31日

むそう商事

乳

「生チョコレート（抹茶）」

15粒 税込価格 ¥1,944 （本体価格¥1,800）
[箱サイズ] 約142×97×24mm 
[原材料] 有機ココアバター（オランダ製造）、全粉
乳、有機砂糖、クリーム（乳成分を含む）、餅米飴、
抹茶リキュール、抹茶、油脂加工抹茶/香料
[賞味期限] 常温2022年3月31日

むそう商事

思わずかぶりつきたくなる！

　　彩りが美しいチョコクランチ
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まろやかな口溶けと上品な甘さ

海外の有機格付けが行われた

カカオマス、ココアバター、砂糖を使用しています。

さっくりホロホロ食感が癖になる！１粒でプレーンとココアが両方味わえる！

2022St.Valentine's Day

３種類の味が楽しめる贅沢なおこし屋さんの
匠スイーツ！

香ばしく煎り上げたうるち米と
ローストアーモンドが香る歯応えが楽しい
「新感覚おこし」です

本　　　　社 大阪市中央区大手通2丁目2番7号
東日本営業部 東京都板橋区板橋3丁目9番7号板橋センタービルディング3F
西日本営業部 大阪府大阪市中央区南新町1丁目3番8号 MUSO BLDG
URL https：//muso.co.jp
Facebook https：//www.facebook.com/MUSOcorp

●ご注文・お問い合わせは・・・　※数に限りがございます。お早めにお申し込みください。

※商品はラッピング付きですが意匠等が変更になる場合もございます。

乳 大豆

創業百二十余年の

大阪銘菓「粟おこし」専門店の技が光る

匠スイーツ。玄米の精米から製品まで

一貫生産しています。

かわいい子ぶたのマフィン

乳 卵 小麦

いちご

チョコ

きなこ

コクを引き出した濃厚でマイルドな
ミルクチョコレート。

乳

「ナチュラルチョコレート・ミルク」

8粒 税込価格 ¥378 （本体価格¥350）
[袋サイズ] 約125×125×25mm 
[原材料] 有機砂糖（ブラジル製造）、
有機ココアバター、
全粉乳、有機カカオマス
[賞味期限] 常温180日

ムソー

Seed

思わず笑顔になれる一口サイズの
ココアマフィン。

「子ぶたココアマフィン」

10個 税込価格 ¥378 （本体価格¥350）　　
[袋サイズ] 約190×100×60mm 
[原材料] 卵（国産）、砂糖、小麦粉、植物性油脂、
有機マーガリン、有機ココアパウダー
（原材料の一部に卵、小麦粉、乳を含む）
[賞味期限] 常温60日

カシワラ

乳 卵 小麦

乳 小麦

厳選された原材料で作った、
ひとくちサイズのワッフル型クッキーです。

「ワッフルクッキー B＆W」

10個 税込価格 ¥378 （本体価格¥350）　　
[袋サイズ] 約120×160×30mm 
[原材料] 有機小麦粉（小麦（オーストラリア産））、
バター（乳成分を含む）、有機砂糖、
卵、有機ココアパウダー
[賞味期限] 常温120日

クロスロード 乳 卵 小麦

有機ココアパウダー、国産野菜パウダーなど
安心安全な素材で焼いたハートと
可愛い動物型クッキーです。

「ハート&アニマルクッキー」

7枚 税込価格 ¥378 （本体価格¥350）
[袋サイズ] 約120×160×30mm 
[原材料] 有機小麦粉
（小麦（オーストラリア産））、
バター（乳成分を含む）、
有機砂糖、卵、
有機ココアパウダー、
にんじん粉末、
紫芋粉末、食塩
[賞味期限] 
常温120日

クロスロード

和三盆糖に芳醇な香りのココアを
ブレンドし、型打ちした干菓子。
アレルギー物質不使用の他にはない
味わいです。

「ちょこわさん」

14粒 税込価格 ¥540 （本体価格¥500）　　
[袋サイズ] 約45×60×82mm 
[原材料] 和三盆糖（香川県製造）、ココアパウダー
[賞味期限] 常温180日

 ばいこう堂

香り豊かで上品な甘さのビターチョコレート。カカオ含有量70％

乳

「ナチュラルチョコレート・ビター」
8粒 税込価格 ¥378 （本体価格¥350）　
[袋サイズ] 約125×125×25mm 
[原材料] 有機カカオマス（オランダ製造）、
有機砂糖、有機ココアバター、全粉乳
[賞味期限] 常温180日

ムソー

「おこし屋さんの
　　サクッとショコラ」

30g 税込価格 ¥627 （本体価格¥580）
[箱サイズ] 約125×190×35mm 
[原材料] もち米(国内産）、チョコレート(有機
砂糖、有機カカオマス、有機ココアバター、全粉乳)、
ホワイトチョコレート(有機ココアバター、全粉乳、
有機砂糖）、いちごパウダー、きなこ（大豆を含む）
[賞味期限] 常温120日

粟新

「おこし屋さんの
　　スティックカカオ」

6本（約60g） 税込価格 ¥692 （本体価格¥640）　
[袋サイズ] 約155×35×90mm 
[原材料] 麦芽水飴、砂糖（甜菜糖）、うるち米（国産）、
有機アーモンド、有機ココアパウダー、生クリーム
（乳成分を含む）、バター
[賞味期限] 常温120日

チーズケーキ専門店のサクサク食感の
ミニサブレです。有機小麦粉や粗糖、
パルメザンチーズなどこだわりの
素材で焼き上げました。

「ミニチョコレートサブレ」

90g 税込価格 ¥648 （本体価格¥600）
[袋サイズ] 約140×115×70mm 
[原材料] 有機小麦粉（小麦（北海道産））、
バター、粗糖（さとうきび（鹿児島県産））、
アーモンド、有機チョコレート、牛乳、
有機ココアパウダー、パルメザンチーズ
[賞味期限] 常温60日
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