★ 天然腸・⼈⼯ケーシングを10セット以上まとめ買いで5％OFF！ ★
ファイブラスケーシング
■紙等の天然材料(セルロース）を原料とした⼈⼯ケーシングです。 ■⻑い繊維が含まれており、きつくぴっちりと充填しても破れません。
■燻煙(スモーク)も可能です。 ■1セット5枚⼊・⻑さ1枚60cm
■常温保存 ■使⽤する前に、30分〜40分程度ぬるま湯に浸してください。 ■安全ですがケーシング⾃体は⾷べれません。

ファイブラスケーシング クリア 38mm
■ペパロニサイズの細めのソーセージの充填に適しています。
■充填時の直径：約38mm
■⽇本製
■商品番号：24000

価格：\820
ファイブラスケーシング クリア 61mm
■リヨナー等の太物ソーセージの充填にピッタリです。
■充填時の直径：約61mm
■アメリカ製
■商品番号：88630

価格：\1,020
ファイブラスケーシング クリア 76mm
■リヨナーやビアシンケン等の太物ソーセージや細めのハムの充填にピッタリです。
■充填時の直径：約76mm
■⽇本製
■商品番号：110009

価格：\1,130
ファイブラスケーシング クリア 87mm
■やや細めのハムやリヨナーなどの太物ソーセージに適しています。
■充填時の直径：約87mm
■アメリカ製
■商品番号：88650

価格：\1,230
ファイブラスケーシング クリア 100mm
■太物ソーセージやハムの充填に適しています。
■充填時の直径：約100mm
■⽇本製
■商品番号：110008

価格：\1,330
ファイブラスケーシング クリア 101mm （⽳あきタイプ）
■ファイブラスケーシング クリア 101mmの全⾯に⼩さな⽳をあける加⼯をしたケーシングです。
■排⽔性・通気性が良く、ボイル後のケーシング内の⽔溜まりや空気溜まりができにくくなっています。
■充填時の直径：約101mm ■アメリカ製
■商品番号：886601

価格：\1,400

ファイブラスケーシング レッド ボロニア 124mm
■モルタディラ、ボロニアなどの太物ソーセージやハムの充填に適しています。
■充填時の直径：約124mm
■フィンランド製
■商品番号：24400

価格：\1,640
ファイブラスケーシング クリア 131mm
■モルタデラ、ボロニアなどの太物ソーセージやハムの充填に適しています。
■充填時の直径：約131mm
■アメリカ製
■商品番号：88690

価格：\1,540
ファイブラスケーシング キット
■キット内容：直径約61mm クリア → 様々なソーセージに利⽤できます/ 直径約76mm クリア→様々なソー
セージに利⽤できます/直径約76mm（ドライ⽤）クリア →（ドライ・セミドライ⽤）太⽬のサラミ、クックドサラミ他
/直径約88mm クリア →ボロニア、細めのハム他 /直径約124mm レッド → モルタデラ等太物ソーセージ、ハム
他
■ 上記5種それぞれ⻑さ60cm 5枚⼊り：計25枚⼊りのお得なキットです。
■フィンランド製 ■商品番号：27100

価格：\4,420
ドライソーセージ・セミドライソーセージ専⽤ ファイブラスケーシング
■サラミなどドライソーセージ専⽤のケーシングです。■紙等の天然材料(セルロース）を原料とした⼈⼯ケーシングです。
■ケーシングの内側にプロテインコーティングしてあり、乾燥時の縮みにも原料と分離せず浮上がりません。
■⻑い繊維が含まれており、きつくぴっちりと充填しても破れません。
■燻煙(スモーク)も可能です。 ■1セット5枚⼊・⻑さ1枚60cm（ファイブラスケーシングキットのみ25枚⼊り）
■常温保存 ■使⽤する前に、30分〜40分程度ぬるま湯に浸してください。 ■安全ですがケーシング⾃体は⾷べれません。(不可⾷性ケーシング）

ファイブラスケーシング ブラウン ドライ⽤ 39mm
■細めのサラミやペパロニなどドライソーセージ・セミドライソーセージの充填に適しています。
■充填時の直径：約39mm
■アメリカ製
■商品番号：70556

価格：\920
ファイブラスケーシング クリア ドライ⽤ 61mm
■サラミなどドライソーセージ・セミドライソーセージ充填に適しています。
■充填時の直径：約61mm
■⽇本製
■商品番号：25100

価格：\1,020
ファイブラスケーシング クリア 網⽬模様 ドライ⽤ 76mm
■サラミなどドライソーセージ・セミドライソーセージ充填に適しています。
■充填時の直径：約76mm
■フィンランド製
■商品番号：24207

価格：\1,230

カラーケーシング
■ファイブラスケーシングの内側をコーティングし、ファイブラスケーシング、プラスチックケーシング両⽅の⻑所を備えています。
■ヨーロッパの⾵合い、本場ドイツ発・重厚な⾼級感あふれる⼈⼯ケーシング ■強度と柔軟性を兼ね備え、密着性もバツグン！
■燻煙（スモーク）はできません。ボイルのみで仕上げるソーセージ専⽤のケーシングです。
■5枚⼊（カラーケーシング ブラウン カットループ60mmのみ10枚⼊り） ■⼀枚の⻑さ60cm（カラーケーシング ブラウン カットループ60mmのみ30cm）
■常温保存 ■使⽤する前に、30分〜40分程度ぬるま湯に浸してください。■安全ですがケーシング⾃体は⾷べれません。(不可⾷性ケーシング）

カラーケーシング ブラウン 55mm
■ノンスモークタイプのリヨナソーセージなど太物ソーセージにお使いください。
■充填時の直径：約55mm
■ドイツ製
■商品番号：110006

価格：\1,440
カラーケーシング ホワイト 55mm
■ノンスモークタイプのリヨナソーセージなど太物ソーセージにお使いください。
■充填時の直径：約55mm
■ドイツ製
■商品番号：110014

価格：\1,540
カラーケーシング ゴールド 55mm
■ノンスモークタイプのリヨナソーセージなど太物ソーセージにお使いください。
■充填時の直径：約55mm
■ドイツ製
■商品番号：110010

価格：\1,540
カラーケーシング ビアヴルスト 55mm
■ノンスモークタイプのビアヴルストなど太物ソーセージにお使いください。
■ビアヴルストの⽂字と美しいイラストの⼊った⾒た⽬も楽しいケーシング。プレゼントやパーティー⽤にもオススメ！
■充填時の直径：約55mm ■ドイツ製
■商品番号：110011

価格：\1,540
カラーケーシング ゲルブヴルスト 60mm
■ノンスモークタイプのゲルブヴルストなど太物ソーセージにお使いください。
■ドイツ・バイエルン地⽅の伝統的なソーセージ「ゲルブブルスト」（リヨナーソーセージを無添加にしたもの）の⽂字
と美しいイラストが⼊った⾒た⽬も楽しいケーシング。プレゼントやパーティー⽤にもオススメ！
■充填時の直径：約60mm ■ドイツ製 ■商品番号：110013

価格：\1,640
カラーケーシング ブラウン カットループ 60mm
■カットループタイプ（⽚側の端をヒモでくくってあり吊るすことのできるタイプです）
■ノンスモークタイプのリヨナソーセージなど太物ソーセージにお使いください。
■充填時の直径：約60mm ■ドイツ製
■商品番号：110005

価格：\1,640

カラーケーシング ブラック 90mm
■ノンスモークのノンスモークのモルタデラ、ビアシンケン、ヤクートブルスト等太物ソーセージにお使いください。
■充填時の直径：約90mm
■ドイツ製
■商品番号：110012

価格：\1,740
天然ケーシング（天然腸）
■飽和状態の塩漬にて2mごとにアルミフィルムで個別に密封。衛⽣⾯でも安⼼してお使いいただける使いきりタイプです。
■⻑期保存可能(冷蔵⼜は直射⽇光を避け涼しい場所での常温保存)
■腸詰め時にスムーズにソーセージスタッファーなどの器具に装着できる、軟らかいガイド芯が通った使いやすい天然腸です。
■充填する前に、予め⽺腸を芯を通したまま30分間程度⽔に浸してください。 ■2m×3パック⼊り

天然ケーシング ⽺腸

天然ケーシング 豚腸

■ウインナーソーセージ⽤
■充填時直径⽬安：約22〜24mm
■ニュージーランド産
■商品番号：120001

■フランクフルトソーセージ⽤
■充填時直径⽬安：約32〜34mm
■アメリカ産
■商品番号：120002

価格：\1,590

価格：\1,180

ホグリング
■サラミ、その他ソーセージなどを充填した⼈⼯ケーシングを縛る際、ホグリングプライヤーにセットし使⽤すると、ケーシングを強く絞り込んだままワンアクションで簡単に縛ることが
できます。 ■100個⼊り ■アメリカ製

ホグリング 3/8" (0.95cm)

ホグリング 1/2" (1.27cm)

■使⽤ケーシングの⽬安：
充填時⼝径50〜61mm位
■商品番号：29160

■使⽤ケーシングの⽬安：76mm位
■商品番号：29130

価格：\1,130

価格：\1,130

ホグリング 5/8" (1.59cm)

ホグリング 3/4" (1.9cm)

■使⽤ケーシングの⽬安：
充填時⼝径87mm〜101mm位
■商品番号：29140

■使⽤ケーシングの⽬安：
充填時⼝径100mm〜131mm位
■商品番号：29150

価格：\1,130

価格：\1,230

ホグリングプライヤー

ケーシングクリップ（底部結索⽤）

■ホグリング専⽤のプライヤー
■⼨法：17cm×4.5cm
■商品番号：29100 ■アメリカ製

■使⽤ケーシングの⽬安：
充填時直径60mm〜124mm位
■商品番号：29931

価格：\4,010

価格：\1,230
（2014年11⽉現在）

ご注⽂・お問い合わせは...

⼿作りソーセージ・ハム⽤品通販 ガーデンクック
■TEL/FAX : 06-7174-9933 ■e-mail : info@garden-cook.com
■ホームページ : http://www.garden-cook.com
■Yahooショッピング店OPEN！:http://store.shopping.yahoo.co.jp/gardencook/
■Facebook：https://www.facebook.com/gardencook

スマートフォン⽤

★は必ずご記入ください。

ご注文日：

年

月

日

ガーデンクック FAX 注文書 (宛先 FAX 番号：06-7174-9933)
★ お名前
★ ふりがな
★ ご住所

〒

★ TEL
FAX
メールアドレス
受注・発送連絡をさせていただく場合、ご希望の方法にチェックを入れてください。
FAX
メール
お電話 (希望時間等ご記入ください：

)

不要

※お届け先がご注文者様のご住所と異なる場合以下もご記入ください。
お届け先 お名前
お届け先ふりがな
お届け先ご住所

〒

お届け先 TEL
■ご注文内容
★ 商品番号

★ 品名

★ 個数

■ご希望の方法を○でお囲みください。
★ お支払方法
★ 発送方法

銀行振込

・

郵便振替

１．宅配便（ゆうパック）
３．メール便（代引不可）

・

代金引換

２．定形外＋代金引換扱い
４．レターパックプラス（代引不可）

５. 送料の一番安いものでおまかせ
※送料・免責事項等、詳細は当店ホームページ内ご利用案内をご参照ください。
その他ご要望

・FAX でのご注文は 24 時間受付しております。ご注文後、翌営業日までに当店からご連絡させていただきます。
・お問合せ、ご不明の点は、下記までご連絡ください。
《 ガーデンクック TEL：06-7174-9933 営業日及び時間：土、日、祝を除き AM10:00～PM6:00 まで 》

