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商品名
輸入・販売元

内容
容量

カルディ販売価格

ＵＳＡライス連合会
国農務省の管轄のもとで活動を⾏う、非営利の外郭団体です。⽶国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、
各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は⼀切⾏っておりません。
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カルローズの150g サンプルパック
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月に商品化された『
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【カルディコーヒーファーム
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名様にカロルーズのサンプリングを実施
KALDI」50 店舗

いものをされた方を対象に先着
「カルローズ」の情報を記載したリーフレット付きで、基本の調理法の他、⼈気の料理ブロガー“ヤミーさん”

考案のレシピが掲載されています。

カリフォルニア生まれの新感覚ライス
リゾットやカレー、ライスサラダ

PR と販促活動を推進してまいります。
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商品名 
輸入・販売元 

※随時、
内容 カリフォルニア産
容量 

カルディ販売価格 

ＵＳＡライス連合会(本部：⽶国バージニア州アーリントン
国農務省の管轄のもとで活動を⾏う、非営利の外郭団体です。⽶国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、
各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は⼀切⾏っておりません。
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サンプルパック 

新感覚ライス
「カルディコーヒーファーム」でも

ＵＳＡライス連合会日本代表事務所(本部：⽶国バージニア州
ォルニア産中粒種｢カルローズ｣の450g
材を扱う「カルディコーヒーファーム」

『SUNSHINE 
フーズ株式会社※

向けに販売していますが、昨年末より
【カルディコーヒーファームHP http://www.kaldi.co.jp/

Wismettac フーズ株式会社：

名様にカロルーズのサンプリングを実施
店舗ではプロモーションとして

いものをされた方を対象に先着100 名、合計
「カルローズ」の情報を記載したリーフレット付きで、基本の調理法の他、⼈気の料理ブロガー“ヤミーさん”

考案のレシピが掲載されています。(※実施期間は

カリフォルニア生まれの新感覚ライス
リゾットやカレー、ライスサラダなどに最適です

と販促活動を推進してまいります。
http://www.usarice-

■当プレスリリースに関するお問い合わせ先■
ＵＳＡライス連合会日本代表事務所

㈱プラネックス内/
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現⾏：⻄本貿易株式会社

※随時、ウィズメタックフーズ
カリフォルニア産
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本部：⽶国バージニア州アーリントン
国農務省の管轄のもとで活動を⾏う、非営利の外郭団体です。⽶国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、
各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は⼀切⾏っておりません。
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新感覚ライス カリフォルニアの中粒種「カルローズ」
「カルディコーヒーファーム」でも

本部：⽶国バージニア州
450g パッケージ商品

材を扱う「カルディコーヒーファーム」(株式会社キャメル珈琲／本社

SUNSHINE カリフォルニアライス』
※ (東京都中央

昨年末より「KALDI」の
http://www.kaldi.co.jp/

フーズ株式会社：

名様にカロルーズのサンプリングを実施 
プロモーションとして

名、合計5000 名
「カルローズ」の情報を記載したリーフレット付きで、基本の調理法の他、⼈気の料理ブロガー“ヤミーさん”

実施期間は店舗によって異なります。
問い合わせ先

カリフォルニア生まれの新感覚ライス｢カルローズ｣は、
などに最適です

と販促活動を推進してまいります。HP
-jp.com/recipe/calbowl/index.html

■当プレスリリースに関するお問い合わせ先■
ＵＳＡライス連合会日本代表事務所   電話03

/清(すが) 電話

SUNSHINE カリフォルニアライス
現⾏：⻄本貿易株式会社
ウィズメタックフーズﾞ株式会社

カリフォルニア産 中粒種「カルローズ」
450ｇ（約3 合）

300 円(税込)

本部：⽶国バージニア州アーリントン
国農務省の管轄のもとで活動を⾏う、非営利の外郭団体です。⽶国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、
各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は⼀切⾏っておりません。
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カリフォルニアの中粒種「カルローズ」
「カルディコーヒーファーム」でも新パッケージ（４５０ｇ）

 
本部：⽶国バージニア州)が、日本市場で販促・ＰＲ活動を展開している
パッケージ商品『SUNSHINE 
株式会社キャメル珈琲／本社

カリフォルニアライス』
東京都中央区)が企画・開発をし、

の⼀部店舗（
http://www.kaldi.co.jp/ 】 

フーズ株式会社：IPM ⻄本㈱が⻄本貿易㈱の⼀部事業を吸収し、

プロモーションとしてサンプリングを順次
名様に「カルローズ」のサンプル⽶

「カルローズ」の情報を記載したリーフレット付きで、基本の調理法の他、⼈気の料理ブロガー“ヤミーさん”
店舗によって異なります。

問い合わせ先:

｢カルローズ｣は、粒が⼤きく軽い⾷感とア
などに最適です。ＵＳＡライス連合会では、

HP では、“カル
jp.com/recipe/calbowl/index.html

■当プレスリリースに関するお問い合わせ先■
03-3292-5507 メ

電話03-5411-3981 

カリフォルニアライス 
現⾏：⻄本貿易株式会社 

株式会社へ変更予定
中粒種「カルローズ」

合） 
) 

本部：⽶国バージニア州アーリントン)は、⽶国のコメ産業界の中核
国農務省の管轄のもとで活動を⾏う、非営利の外郭団体です。⽶国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、
各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は⼀切⾏っておりません。
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カリフォルニアの中粒種「カルローズ」
新パッケージ（４５０ｇ）

が、日本市場で販促・ＰＲ活動を展開している
SUNSHINE カリフォルニアライス』

株式会社キャメル珈琲／本社:東京都世田谷区

カリフォルニアライス』は、⻘果物・農産加⼯品を中⼼とした⾷材商社事業
が企画・開発をし、

⼀部店舗（全国約１００
 

⻄本㈱が⻄本貿易㈱の⼀部事業を吸収し、

 
 
 
 

 

サンプリングを順次実施
「カルローズ」のサンプル⽶

「カルローズ」の情報を記載したリーフレット付きで、基本の調理法の他、⼈気の料理ブロガー“ヤミーさん”
店舗によって異なります。) 

:キャメル珈琲お客様相談室

粒が⼤きく軽い⾷感とア
ＵＳＡライス連合会では、

カル・ボウル“などのトレンディ
jp.com/recipe/calbowl/index.html

■当プレスリリースに関するお問い合わせ先■ 
メールinfo@usarice

3981 メールsuga@plx.co.jp

 

へ変更予定 
中粒種「カルローズ」 

は、⽶国のコメ産業界の中核
国農務省の管轄のもとで活動を⾏う、非営利の外郭団体です。⽶国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、
各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は⼀切⾏っておりません。
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料理研究家・ブロガーのヤミーさん
考案の
リーフレット

カリフォルニアの中粒種「カルローズ」
新パッケージ（４５０ｇ）

が、日本市場で販促・ＰＲ活動を展開している
カリフォルニアライス』
東京都世田谷区)でも買えるようになりました

⻘果物・農産加⼯品を中⼼とした⾷材商社事業
が企画・開発をし、同社直営のネット通販を通して⼀般消費

全国約１００店舗）での取り扱い

⻄本㈱が⻄本貿易㈱の⼀部事業を吸収し、

実施します。各店舗で
「カルローズ」のサンプル⽶(150g:

「カルローズ」の情報を記載したリーフレット付きで、基本の調理法の他、⼈気の料理ブロガー“ヤミーさん”
 

キャメル珈琲お客様相談室

粒が⼤きく軽い⾷感とアルデンテの⻭ごたえが特⻑で、
ＵＳＡライス連合会では、今後もレシピ提案等を通して「カル

・ボウル“などのトレンディ
 

info@usarice-jp.com
suga@plx.co.jp 

は、⽶国のコメ産業界の中核 4 団体で構成されている全国組織です。⽶
国農務省の管轄のもとで活動を⾏う、非営利の外郭団体です。⽶国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、
各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は⼀切⾏っておりません。 

      2015 年

料理研究家・ブロガーのヤミーさん
考案の「鶏肉のガンボ
リーフレットを同梱

カリフォルニアの中粒種「カルローズ」 
新パッケージ（４５０ｇ）を販売

が、日本市場で販促・ＰＲ活動を展開している
カリフォルニアライス』が、コーヒーや輸入⾷

でも買えるようになりました

⻘果物・農産加⼯品を中⼼とした⾷材商社事業
ネット通販を通して⼀般消費

での取り扱いを開始

⻄本㈱が⻄本貿易㈱の⼀部事業を吸収し、2015 年１月１日より商号変更
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が、コーヒーや輸入⾷

でも買えるようになりました

⻘果物・農産加⼯品を中⼼とした⾷材商社事業
ネット通販を通して⼀般消費

開始しています

年１月１日より商号変更
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