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自然の「食の力」を美と健康へ。タマチャンショップは「食べる幸せ」を提案する
宮崎県都城市の食品屋です。しょうが、ごぼう、コラーゲンなど、食材を提供していただきました。

平成18年に愛知県のエコファーマーに認定され
平成24年6月20日に有機ＪＡＳ規格の認定を取得したバラ農園。
バラの「本物の香り」を多くの人に届けたい。ゆるぎない信念のもと有機栽培を貫いています。

CREATO.は常に「モノを物語」というテーマのもと、新郎新婦お二人のブライダルを
お手伝いするプロデュースTEAMです。新郎・新婦様と1番近くでお仕事をする現場の意見を活かし、
P42～45を共同企画致しました。

www.dolce-style . l i fe
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ゴボウの皮には身体を内側か
らあたため、免疫力を高めてく
れる「サポニン」がたっぷり。

最中
（しょうが小豆餡）
北海道産小豆に『みらい
のしょうが』をプラス！心もカ
ラダもホッとあたたまろう！

ジンゲロールなどの辛味成分が
巡りをサポートしてくれます。
あたたかいハーブティーが

体を芯からあたためてくれるので、
冬の寒さ、冷房の冷え対策に

　オススメ。

良い１日だったと毎日思えるように、余分な老廃物を
ため込まない体づくりを目指し、排出・巡りをサポート
するブレンドです。毎日スッキリリセットしましょ。
※他ブレンドはP22、23でご紹介しております。

D2カフェ 
暖スイーツ+ハーブの力01
¥1,000 ［税抜］
●ミニバウム／（しょうが）3個〔小麦・卵・乳〕 ●クッキー／（し
ょうがごぼう）3枚〔小麦・卵・乳〕 ●ハーブティー／（グッドデ
イ・ラブ&ハピネス・グッドドリーム）各1袋（1.8g）●box size
／（約）20.5×9.5×h11.2cm ●賞味期限／20日 

のし 包 装

※商品写真は内容を見やすくするため商品以外のプレートも使用しています。ご注文の際は商品内容を必ずご確認下さい。



D2カフェ 
暖スイーツ+ハーブの力02
¥1,000 ［税抜］
●ボックスティッシュ／1個（約11×11×h11cm） ●ミニバウム／（しょうが）2個〔小麦・卵
・乳〕 ●クッキー／（しょうがごぼう）2枚〔小麦・卵・乳〕 ●ハーブティー／（グッドデイ・ラブ&
ハピネス）各1袋（1.8g） ●box size／（約）22.9×11.7×h11.4cm ●賞味期限／20日 

D2カフェ 
ホッとあたたまる暖スイーツ02
¥1,200 ［税抜］
●最中／4個 ●しょうが小豆あん／4個 ●クッキー／（しょうがごぼう）4枚〔小麦・卵・乳〕 
●box size／（約）19×12.5×h5.8cm ●賞味期限／20日 

D2カフェ 
ホッとあたたまる暖スイーツ01
¥1,000 ［税抜］
●ミニバウム／（しょうが）2個〔小麦・卵・乳〕 ●クッキー／（しょうがごぼう）2枚〔小麦・卵・
乳〕 ●最中／2個 ●しょうが小豆あん／2個 ●box size／（約）19×12.5×h5.8cm
●賞味期限／20日 

※商品写真は内容を見やすくするため商品以外のプレートも使用しています。ご注文の際は商品内容を必ずご確認下さい。

のし 包 装

のし 包 装 のし 包 装



純粋なコラーゲンとして、体内に入れてもい
いほどの純度。専門分野でも使われており、
体内で溶ける糸としても使用されます。

D2カフェ 
ハリ艶スイーツ+ハーブの力01
¥1,000 ［税抜］
●ミニバウム／（コラーゲン）3個〔小麦・卵・乳〕 ●クッキー／（コラーゲン）3枚〔
小麦・卵・乳〕 ●ハーブティー／（グッドデイ・ラブ&ハピネス・グッドドリーム）各1
袋（1.8g） ●box size／（約）20.5×9.5×h11.2cm ●賞味期限／20日 

D2カフェ 
ハリ艶スイーツ+ハーブの力02
¥1,000 ［税抜］
●ボックスティッシュ／1個（約11×11×h11cm） ●ミニバウム／（コラーゲン）
2個〔小麦・卵・乳〕 ●クッキー／（コラーゲン）2枚〔小麦・卵・乳〕 ●ハーブティ
ー／（ラブ&ハピネス・グッドドリーム）各1袋（1.8g） ●box size／（約）22.9×
11.7×h11.4cm ●賞味期限／20日 

※商品写真は内容を見やすくするため商品以外のプレートも使用しています。ご注文の際は商品内容を必ずご確認下さい。

のし 包 装 のし 包 装



D2カフェ DRESS UP デニッシュ
¥1,000 ［税抜］
●ハートのデニッシュパン／（バラ×ダージリン×コラーゲ
ン）4個〔小麦・卵・乳〕 ●box size／（約）23.2×23.1×
h5.7cm ●賞味期限／20日 

のし 包 装 のし 包 装



のし 包 装

アフガニスタン原産の緑黄色野菜であるにんじんは、カロテンが豊富
な野菜です。にんじん100gのカロテン含有量をビタミンAに換算する
と成人男性の一日の必要量の約2倍に匹敵します。カロテンの他に
もビタミンB1、Cなどのビタミン類、カリウム、鉄、カルシウムなどのミネ
ラル類をバランスよく含み、食物繊維も豊富です。

D2カフェ
まるでサンドイッチな
サラダデニッシュ
¥1,000 ［税抜］
●デニッシュパン／（サラダ）1個
（約400g）〔小麦・卵・乳〕●box 
size／（約）20.5×11×h9.5cm
●賞味期限／20日 



のし 包 装

のし 包 装 のし 包 装

D2カフェ 
キレイになるハーブ習慣01
¥1,100 ［税抜］
●マグカップ／2個（約φ7.3×h10.1cm）（340ml） ●ハ
ーブティー／（グッドデイ・ラブ&ハピネス・グッドドリーム）各
1袋（1.8g） ●box size／（約）22.9×11.7×h11.4cm 
●賞味期限／365日 

D401

D2カフェ 
キレイになるハーブ習慣02
¥1,000 ［税抜］
●マグカップ／1個（約φ7.3×h10.1cm）（340ml） ●ミニバウ
ム／（しょうが・コラーゲン）各1個〔小麦・卵・乳〕 ●クッキー／（し
ょうがごぼう・コラーゲン）各1枚〔小麦・卵・乳〕 ●ハーブティー／
（グッドデイ・グッドドリーム）各1袋（1.8g） ●box size／（約）
20.5×9.5×h11.2cm ●賞味期限／20日 

D2カフェ 
キレイになるハーブ習慣03
¥1,000 ［税抜］
●マグカップ／1個（約φ7.3×h10.1cm）（340ml） ●ミニバウ
ム／（しょうが・コラーゲン）各1個〔小麦・卵・乳〕 ●クッキー／（し
ょうがごぼう・コラーゲン）各1枚〔小麦・卵・乳〕 ●ハーブティー／
（グッドデイ・ラブ&ハピネス）各1袋（1.8g） ●box size／（約）
20.5×9.5×h11.2cm ●賞味期限／20日 



のし 包 装

のし 包 装

のし 包 装

ディップでもサンドしても!お好きなアレンジを楽しんで!

生姜とごぼうの風味豊かな
サックサク食感のクッキーと女性が喜ぶ
しっとり食感のコラーゲンクッキー。

あなたはどちらがお好み?!

北海道産の小豆を使い、京都で
丁寧に炊き上げた風味豊かな餡。

滑らかな舌触り、上品な
甘みが口の中にふわりと

広がります。

D2カフェ クッキー de どら焼き01
¥1,000 ［税抜］
●クッキー／（しょうがごぼう・コラーゲン）各4枚〔小麦・卵・乳〕 ●あずきジャム／2袋（
35g） ●ハーブティー／（ラブ&ハピネス・グッドドリーム）各1袋（1.8g） ●box size／
（約）19×12.5×h5.8cm ●賞味期限／20日 

D212

D2カフェ クッキーde どら焼き02
¥1,000 ［税抜］
●マグカップ／1個（約φ7.3×h10.1cm）（340ml） ●クッキー
／（しょうがごぼう・コラーゲン）各2枚〔小麦・卵・乳〕 ●あずきジ
ャム／1袋（35g） ●ハーブティー／（グッドデイ・ラブ&ハピネス
）各1袋（1.8g）●box size／（約）20.5×9.5×h11.2cm 
●賞味期限／20日 

D213

D2カフェ クッキーde どら焼き03
¥1,000 ［税抜］
●マグカップ／1個（約φ7.3×h10.1cm）（340ml） ●クッキー
／（しょうがごぼう・コラーゲン）各2枚〔小麦・卵・乳〕 ●あずきジ
ャム／1袋（35g） ●ハーブティー／（グッドデイ・グッドドリーム）
各1袋（1.8g）●box size／（約）20.5×9.5×h11.2cm 
●賞味期限／20日 

D214
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ハーブには、自然のさまざまなチカラが詰まっています。子供から年配の方ま
で、安心してハーブティーをお楽しみ下さい。ハーブの健康作用を実感する
には継続して飲むことが大切です。そのため、ティーカップ1杯のハーブティー
を1日に数回、まずは30日間続けて飲むことをオススメします。

�థơঋӄ§ƴƐƥ��థգƇƜАǉƝƵƴƍƽż

ハーブには、フラボノイド、タンニン、ビタミン類、ミネラルなど、健康や美容に役
立つさまざまな成分が含まれています。これらの成分は水に溶けるものも多い
ため、ハーブティーにすることで普段のライフスタイルに気軽に取り入れる事
ができます。



D2 カフェ
キレイになるハーブの力
¥1,000 ［税抜］
●ハーブティー／（グッドデイ・ラブ&ハピ
ネス・グッドドリーム）各3袋（1.8g） ●box 
size／（約）25×13.2×h3cm ●賞味
期限／365日 

D402
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クエン酸・ビタミンＣ等が
豊富な天然の美容ドリンク。

赤い色素はアントシアニン系色素によるものなので、
眼精疲労の多い方にもオススメ。
ローズヒップとブレンドする事で、

ハイビスカスのクエン酸がビタミンＣを
吸収しやすくしてくれます。

ハイビスカス

南アフリカでは「不老長寿のお茶」
「伝説の健康茶」として親しまれているルイボス。

活性酸素の除去をサポートする
フラボノイドも含まれるため、

毎日の健康茶として習慣にすると
ＧＯＯＤ。

ルイボス

ローズが「香りの女王」なら、
ジャスミンは「香りの王」と呼ばれる

甘い優雅な花の香り。
ベンジルアセテートという香り成分が

右脳を刺激して緊張を和らげ、
気分を落ち着かせてくれます。

ジャスミン

イライラ・興奮・緊張・不安を
鎮めたいときにオススメのジャーマンカモミール。
ホットで飲むと安眠をサポートしてくれます。

飲みやすく、世界中で
最も飲まれているハーブティーの

1つです。

ジャーマンカモミール

おやすみ前のくつろぎタイムや
リラックスしたい時にぴったりのハーブティー。

華やかな花の香りと、
かすかな甘味が古くから

多くの人に親しまれています。

ラベンダー

ビタミンＢ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｋやカロテンなどを
多く含むため「ビタミンの爆弾」と

呼ばれるハーブティー。
特にビタミンＣが豊富なので美容が

気になる方の栄養補給に
オススメです。

ローズヒップ

花の女王ローズの花びらを
乾燥させたもので、

特に赤い花びらを用いたものが「ローズレッド」。
ビューティケアをサポートしてくれ、
心を癒してくれる優雅な香り。

ローズレッド

LOVE&HAPPINESS（1.8ｇ） 

ルイボス 

ハイビスカス 

ローズヒップ 

ローズレッド

GOOD DREAM（1.8ｇ） 

ジャスミン 

ラベンダー 

カモミール

毎日を幸せな気分で過ごせるように、ビタミンＣやクエ
ン酸などの美容成分たっぷりのハーブをブレンド。飲
む美容習慣始めましょ。

『美』のキープには癒しが不可欠。充実したリラックスタイ
ムを過ごせるように、鎮静作用に優れたハーブをブレン
ド。その日のストレス、その日にリセットして良い夢見ましょ！！

のし 包 装

（　　　　）



D301

D2 キレイになる贈り物
¥1,000 ［税抜］
●ハーブティー／（グッドデイ・ラブ&ハピネス・グッドドリー
ム）各1袋（1.8g）●シートマスク／3袋（23ml）●box 
size／（約）25×13.2×h3cm ●賞味期限／365日 

のし 包 装

のし 包 装

D2 LOVE MASK-愛の仮面-
¥1,000 ［税抜］
●シートマスク／5袋（23ml） ●box size／（約）25×13.2×
h3cm 

15～20分で
あなたも美しく！



のし 包 装

生くりうむクーヘン
（Antiqueな桐箱入）
¥1,000 ［税抜］
●バウムクーヘン／1個（北海道産生クリーム使用）（約
φ14.3×h5cm）（約300g）〔小麦・卵・乳〕 ●box size／
（約）19.7×17.8×h6.1cm ●賞味期限／20日 



Candy Jewel Box 77
¥1,000 ［税抜］
●キャンディ／（エキサイティングコーラ・マイルドミルク）
（616g） （個包装約77粒）［乳］ ●box size／（約）20.9×
13.9×h15.2cm ●賞味期限／365日 



のし 包 装

ジェントルマンからの贈り物
¥1,000 ［税抜］
●バウムクーヘン／1個（北海道産生クリーム使用）（約
φ14.3×h5cm）（約300g）〔小麦・卵・乳〕 ●box size／
（約）25.7×25.6×h6.1cm ●賞味期限／20日 
※こちらの商品は保護BOXに入れてお届けします



世界で1%へのこだわり
（DRIP COFFEE）
¥1,000 ［税抜］
●ドリップ式レギュラーコーヒー／10袋（8g） ●box size
／（約）21.1×12.6×h4.9cm ●賞味期限／300日 

のし 包 装



のし 包 装

Functional 4 Coffees
¥1,000 ［税抜］
●ドリップ式レギュラーコーヒー／（リラックス・フォーカス・
パワー・バーン）各2袋（8g） ●box size／（約）25×10.6×
h4.5cm ●賞味期限／300日 



のし

致し

D2 STYLE GIFT
¥1,000 ［税抜］
●スーパーストレッチアンダーウェア／（ユニ
セックス／フリーサイズ）1枚 ●box size／
（約）28.7×22.3×h1.3cm 



（詳細はP07、23へ）

（詳細はP07、23へ）（詳細はP35へ）

D2 お気に入りとの出逢い
¥1,800 ［税抜］
●ドリップ式レギュラーコーヒー／（カスティリアン・リラック
ス・フォーカス・パワー・バーン）各2袋（8g） ●ハーブティー
／（グッドデイ・ラブ&ハピネス・グッドドリーム）各2袋（1.8g
） ●box size／（約）20.5×9.5×h11.2cm ●賞味期限
／300日 

（詳細はP37へ）

（詳細はP15へ）

（詳細はP32へ）

D2 驚きとともに繋がる輪
¥1,300 ［税抜］
●スーパーストレッチアンダーウェア／（ユニセックス／フ
リーサイズ）1枚 ●ボックスティッシュ／1個（約11×11×
h11cm） ●box size／（約）22.9×11.7×h11.4cm 

D2 愛する方への贈り物
¥1,200 ［税抜］
●ハートのデニッシュパン／（バラ×ダージリン×コラーゲ
ン）3個〔小麦・卵・乳〕 ●ハーブティー／（グッドデイ・ラブ
&ハピネス・グッドドリーム）各2袋（1.8g） ●box size／
（約）23.2×23.1×h5.7cm ●賞味期限／20日 

（詳細はP07、23へ）

D2 特別な方への贈り物
¥1,600 ［税抜］
●デニッシュパン／（サラダ）1個（約400g）〔小麦・卵・乳
〕 ●ハーブティー／（グッドデイ・ラブ&ハピネス・グッドドリ
ーム）各2袋（1.8g） ●box size／（約）22.9×11.7×h
11.4cm ●賞味期限／20日 

のし 包 装

のし 包 装

のし 包 装 のし 包 装



のし 包 装

BANDELスポーツタオルは綿100％の今治産タオルです。

BANDELのロゴを全面に使用し、スポーツの際に肩からかけて使用しやすいように、

幅は25cmと一般のフェイスタオル（34cm）より細く、ずり落ちにくいように110cmと長めの仕様となっております。

ジョギングやマラソンはもちろん、あらゆるスポーツシーンにてご使用いただけます。

BANDEL GIFT （POWER）
¥3,000 ［税抜］
●スポーツタオル／1枚（約25×110cm） ●ドリップ式レ
ギュラーコーヒー／6袋（8g） ●box size／（約）26×20.5×
h5.2cm ●賞味期限／300日 

1袋あたりに有機マカ200mg、L-アルギニン150mgを含有したPOWER COFFEE。
豆は南米コロンビア産の“スプモレ”（スペイン語で最上級の意味）を贅沢に使用。
最適なローストで気品高いコクとキレのある酸味を一層高めました。



D102

D103

ベイビー（RELAX）
¥3,000 ［税抜］
●アートフラワー（造花）／1セット ●フレグランスス
プレー／1本（20ml）●box size／（約）11.2×
9.7×h12.9cm 

ダーリン（RELAX）
¥3,000 ［税抜］
●アートフラワー（造花）／1セット ●フレグランスス
プレー／1本（20ml）●box size／（約）11.2×
9.7×h12.9cm 

で

ハニー（RELAX）
¥3,000 ［税抜］
●アートフラワー（造花）／1セット ●フレグランスス
プレー／1本（20ml）●box size／（約）11.2×
9.7×h12.9cm 

のし 包 装 のし 包 装 のし 包 装



ベイビー&ベイビー
¥3,000 ［税抜］
●アートフラワー（造花）／1セット
●box size／（約）15.2×15.2×h6.9cm 

のし 包 装 のし 包 装 のし 包 装 のし 包 装



D2café ディスコ
¥3,000 ［税抜］
●プレート／2枚（約φ22.8×h1.9cm） ●box size／
（約）23.7×23.7×h4.1cm 

D2café ピッコロピアット
¥3,000 ［税抜］
●プレート／3枚（約φ15.4×h1.5cm） ●フォーク／3本
（12cm） ●box size／（約）16.3×16.3×h4.3cm 

D2caféマチェドニア
¥3,000 ［税抜］
●マグカップ／2個（約φ7.3×h10cm）（320ml） ●プレ
ート／2枚（約φ15.4×h1.5cm）●box size／（約）
20.7×16.3×h10.5cm 

のし 包 装 のし 包 装 のし 包 装



ご注意いただくこと

商品について

・在庫状況や注文数量によって、手配に時間を要するものがございますので、事前にご確認頂き、お早めにご注文ください。
・商品の中には一部輸入品がございます。輸送の都合で商品がお届けできない場合、商品の変更をお願いすることがございますので、ご了承ください。
・印刷物のため、商品の色が多少違う場合がありますのでご了承ください。多少のサイズの違いはご容赦ください。
・このカタログの表示価格は税抜きです。消費税が別途課税されます。

商品交換について

・万が一お届けした商品が破損・汚損などによる不良品があった場合は、商品の到着より7日以内にご連絡ください。商品をお取替致します。
※上記以外の理由による商品の交換はできません。

商品毎にオススメのカテゴリーをご案内しております。

アイコンについて

お申込み締め切り及び変更について

1 .挙式日の14日前までにご注文ください

商品毎に熨斗・包装が可能な商品をご案内しております。
熨斗・包装は別途料金が発生する場合がございますのでご担当者にお問い合せ下さい。

カタログ有効期限 2015年10月～2016年12月末まで

2 .挙式日の7日前までに注文内容の最終確定をお願いします

「数量」「商品」に変更がある場合は、挙式日の7日前までにお伝えください。

※期日を過ぎてからの商品及び数量の変更はできませんので、予めご了承ください。

Creative Director

YUKI IMAI
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