
こだわりのオレンジピール砂糖漬

原産国 :スペイン

本場スペイン産バレンシアオレンジの濃厚な原料をそのままに、水の豊かな蓼科工場で風味を逃がさま

じつくりと時間をかけて漬け込んだ、こだわりのオレンジピール砂糖漬です。

漂白斉」・保存料・着色料・ポス トハーベス ト農薬は二切使用していません。

オレンジカツト3ミ リAンlD  ォレンジカット5ミ リA オレンジカット7ミ リAA オレンジカツト10ミ リAA

lkgパック ×6

10kg箱
角切リ

lkgパ ック ×6

10kg箱
角切り

lkgパック ×6

10kg箱
角切り

lkgパック ×6

10kg箱 ―

角切り

オレンジスライス A オレンジスライス S オレンジスライス SS オレンジママレードS

lkgパック ×6

10kg箱
11 25kg缶  医∃

幅 1ミ リ 長さ約 1セ ンチ以下

l kP`Y結 6囲
幅 1ミ リ長さ約 3～ 7センチ

オレンジミンチ SS

10kg箱  田∃
12ミ リメッシュ

lkgパック ×6

3kg袋 ×3

レンジピールのフラベ ド部分のペース ト

10kg箱  田∃
幅 1ミ リ 長さ 3セ ンチ以下

lkgパック ×6

10kg箱
19ミ リメッシュ

3kg袋 ×3  匠∃
オレンジの外皮のすりおろし

ジェストタイプ

オレンジミンチC

lkgパック ×6

10kg箱
45ミ リメッシュ

l kDパ ツク ×6

10kg箱
⊃

800gパ ック ×6

8kg箱
パンの練り込みに最適

5ミ リ角切り

オレンジ細切リ

60g× 3迎 ッヾク×9[夏]
オレンジの外皮約 1ミ リの細切り

ジュリエンヌタイプ

オレンジミンチ S セミドライオレンジ

オレンジクリーミーペース ト オレンジペーストBx50 オレンジバタークリーム用



80¶
x×

6囲
オレンジのホール 1/4位のピール

2kgパ ック×8 匝_□

(固形 lkg、 シロップ lkg)
1パ ック /80枚以上 。低糖度タイプ

焼菓子に最適

lkgパ ック ×8 1D l
lパ ック/80枚以上 。高糖度タイプ

チョコレート掛けに最適

lkgパック ×6

lkgあ たり約 300本以上

幅約 6ミ リ 長さ約 70ミ リ

lkgパック ×8

lkgあ たり約400本以上

幅約 6ミ リ 長さ約 70ミ リ

※ 商品写真下部の [≡ i¬ ～ IR⊇]は＼製品の容器、ダンボール等を指す表示です。

18、 19Pの包装仕様一覧表に掲載されている 容器番号 IAJ」 ～ 圧 ]と 照 らし合せ確認下さい
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LEMON みずみずしい地中海産レモン

原産国 :スペイン

原産国 |チ リ

スペイン産のみずみずしいレモンは、地中海に面した温暖な気候、豊かな

産地で収穫され、鮮度を保ちながら水の豊かな蓼科で砂糖漬になりま丸

漂白斉」・保存料・着色料・ポストハーベスト農薬は一切使用していません。

レモンカット5ミ リAレモンカット3ミ リA

lkgパック ×6

10k9箱
角切リ

レレモン

囲
lkgパック ×6

10kg箱
角切り

レモンミンチ S

lkgパック ×6

10kg箱
1.9ミ リメッシュ

セニドライレモン

800gパ ック ×6

8kg箱
5ミ リ角切リ

10kg箱
角切り

lkgパック ×6

10kg箱
幅 1ミ リ長さ約 3～ 7セ ンチ

lkgパ ック × 6

3kg袋 × 3

レモンピールのフラベド部分の

レモン細切リ

レモンミンチ SS レモンミンチ ⊂

10kg箱   田∃
2ミ リメッシュ

3kg袋 ×3【コ
レモンの外皮部分のすりおろし

ジェストタイプ

囲
lkgパック ×6

10kg箱
4.5ミ リメッシュ

lkgパック ×8 □
lkgあ たり約400本以上

幅6ミ リ 長さ70ミ リ

60g× 3連パック×9 □
レモンの外皮約 1ミ リの細切り

ジュリエンヌタイプ

レモンクォーター

8009パ ック ×6

7kg箱
レモンのホール 1/4位のピー



薇言写 鮮やかなシ トロングリーン

原産国 :フ ランス

kgパ ック ×6 Al
1 0 k gtt  Bl
角切り

原産国 :プエル トリコ

フランス語でI―
/ドラ(⊂ edrat)と呼ばれるシ

トロン (⊂ ltro∩ )は＼主にイタリアのシチリア島＼

コルシカ島などが産地です。

日本語では杓橋 (くえん)と呼ばれ、クエン酸

の原料にもなりま丸 果皮が厚く酸味が強い

ので砂糖漬に適していま丸 製品は透明感が

ある薄いグリーンになり、ヨーロッパでは古

くから洋菓子の材料として使われているポ

ピュラーな柑橘類で現

苦味をほどよく残した
グレープフルーツ

原産国 :チ リ

グレープフルーツは、ひとつの枝でたくさ

んの実が結実し、ぶどうの房のように付く

のでこの名が付いたとされています。

独特の酸味と苦味がほどよく残ります。

漂白斉J。  料 0着色料 。ポストハーベスト

農薬は一切使用していません。

※ 受注生産品
10kg箱
角切り

B111    lkgパ ツク×6 A二
1

10kg箱   IB l
角切り

※ 受注生産品

7kg箱 I B11

グレープフルーツのホール
1/4位のピール



一粒ずつの味がしっか りしています

それぞれのフルーツの味が生きるよう別々に砂糖漬にし、熟成させた後にブレンドしています。

季節、用途、糖度、重量に応じ、さまざまな種類のミックスフルーツをご用意しています。

特注の製品もぜひご相談ください。

ミックスフルーツA ミックスフルーツ⊂ ミツクスフルーツD ミックスフルーツシュトーレン

lk

オレンジ、

チェリー

gパック ×6

10kg箱
レーズン、アツプル、

(1/2カ ット)、 パイン

l kP`Y結 6囲
オレンジ、チエリー、レモン

lkgパック ×6

10kg箱
オレンジ、レーズン、レモン、

チェリー (1/2カ ット)、 パイン

lkgパック ×6

10kg箱
ミックスフルーツDのチェリーを

5ミ リカットにしたタイプ

gパック ×6

10ko箱
レーズン(ア ツプル、

レモン

10kg箱  田∃

オレンジ、レーズン、チエリー

lk

オレンジ、

ミックスフルーツA⊂ 5 ミックスフルーツトロピカル ミックスフルーツD⊂ 5 ミックスフルーツパネトーネ

10kg箱  □

ミックスフルーツAのチェリーを

5ミ リカットにしたタイプ

レーズン丸ラム酒漬

9oogパ ック ×6

9kg箱
原型

lk

パイン、

パパイヤ、

gパック ×6

10kg箱
オレンジ、マンゴー、

アップル、パッション

自然な恵みを濃縮

原産国 :ア メリカ

レーズンは太陽の光に恵まれた南カリフォルニア産の

トンプソン種を使用しています。

食物躙 ポリフェノーノk鉄分なども多く含み、砂糖より

吸収されやすいため、効率のよいエネルギー源になります。

レーズン丸ラム酒漬サンド用 レーズンカット5ミ リラム酒漬 レーズンミンチ⊂ラム酒漬

1

4.5
Okg箱
ミリメッシュ

9kg箱 10kg箱 □



l kF`Y結 6囲
12ミ リメッシュ

機能性に富んだプルーン

原産国 :ア メリカ

カリフォルニア産プラムは、繊維質、

ビタミンA、 力ロチン、カリウム、

ミネラルを多く含み、 コレステロール、

脂肪分はゼ国という機能性に富んだ

フルーツです。

コクのあるアプリコット

原産国 :南 アフリカ

世界的にも有数な産地である南アフリ

カ産の杏は良質な果実です。

半乾燥にすることにより、甘みと濃厚

さが増し、フリュイ・コンフィにする

ことで更に旨みが増す―品です。

コプガ農錫 プロ

な辛味のジンジャー

原産国 :オース トラリア

豪州産ジンジャーは、繊維質が少なく筋が

国に残りません。

生姜の辛味はありますが癖がなく甘さを

ほどよく仕上げています。

ジンジャーミンチ⊂

缶
り胸創

×6 匝∃

GINGER 適度

lkgパック ×6
10kg箱

プラムミンチ SS

アプリコットカット5ミ リ アプリコットハーフ

10kg箱



紀州和歌山産の梅

日
財 国 :琳 卸 紬 曰

紀州和歌山産青梅の酸味を生かし、独自の製法で砂糖漬にしました。

梅はクエン酸などの有機酸が多く含まれる為、疲労回復・疲労防止に

効果があると言われています。

シソ梅製品は、風味と色をつけるために、赤紫蘇を使用しています。

青梅 ドレン丸

3.|む
異言喜

6 
□

粒数 Mサイズ
3.4kg缶  120個 前後
10kg缶 340± 20イ固

シソ梅 ドレン丸

3.|む
異言喜

6 
□

粒数 Sサイズ
3.4kg缶  160個 前後
10kg缶  440± 20イ固

50094虔 × 14
10kg箱

梅の果肉を種から景」がし
漬け込みました

パリつとした歯ごたえです

青梅ペース ト

50β♂亀響
4日

青梅 ドレン丸の裏ごしタイプ

梅果汁

33k9缶 ×6

22k9缶
生梅のエキスを砂糖で引き出

ろ過したタイプ

500g袋 × 14
10kg箱

青梅ドレン八ツ切を更に
小さくカットしたタイプ

シソ梅ペース ト

500g袋 ×14
10kg缶

シソ梅 ドレン丸の裏ごしタイプ

シソ梅エキス

緊二輿黒肛 3を
圧三□

砂糖で引き出し、ろ過 したタイプ

梅ジャム

3 5kg缶 ×6 匝∃

優 しい酸味が特徴のジヤム

シソ梅肉

5037ξ
喜
14日

シソ漬梅干を裏ごしして

加糖 したタイプ (塩度 10± 1)

梅ピューレ

3kg缶 ×6

18.5k9缶 ※

完熟梅の裏ごしタイプ

青梅 ドレンカット5ミ リ

※梅ピューレ18。 5kg缶は受注生産品です。
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香 りがほのかな一品

原産国 :日 本 (四国・九州産)

調理用として多用途に使われる柚子は、

砂糖漬にしても特別な―品です。

洋菓子、パン、シャーベットなど幅広い

用途にお使い下さい。

ユズペース トBx60

l kF`Y結 6目
角切り

l kF`Y結 6日
4.5ミ リメッシュ

ユズピールペース ト

lkg袋 ×12【∃
ユズピールをクリーム状に加工

3kg袋 ×3【ヨ
ユズ外皮部分のすりおろし

ジェストタイプ

伊予の国の柑橘

原産国 :日 本 (四国産)

伊予の国、愛媛県で広く栽培される伊予柑を

丁寧に砂糖漬にしました。ビタミン⊂や

カリウムが豊富に含ま社 ピーノИよ砂糖漬に

すると果実とは違う味わいが出ます。

イヨカンスライス SS

l kF`Y結 6囲
幅 1ミ リ 長さ 1セ ンチ以下

イヨカンスライス A

10kg箱

ユズカット5ミ リ ユズミンチ⊂

幅 1ミ リ 長さ約 3～ 7センチ
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クリーミーな肉質と

芳香のラ・フランス

原産国 :日本 (山 形産)

ラ・フランスは、フランス生まれ、山形育ち。

豊潤な味わい、クリーミーな肉質と独特の

芳香の一品です。生菓子、パイ、タル トなど

お好みに合わせお使いください。

ラ 0フ ランス

GINGE 辛味が美味しい国産生姜

原産国 :日 本 (九州産)

九州産の生姜の辛味をそのままに砂糖漬にし、

表面を乾燥させた特別な一品です。

ジンジヤーブレット、クッキス フルーツケーキなど

生姜を生かしたお菓子にぜひお試しください。

セミドライ生姜スティック

500g袋 ×8 匡∃



原産国 :チ リ

世界的なさくらんぼの産地であるフランス、ナポレオン種を厳選し、製造しています。

果肉は淡い黄白色で、果皮が適度に固く、歯ごたえがあり、ドレンチェリーには非常に適

している品種です。色素は天然の着色料を使用しています。

ナポレオン種を厳選 したチェ

|1 原産国 :フ ランス

リー

lkgパック ×6

9kg箱
ドレンチェリータイプ

南米チリ産のグラニースミスを選びました。

砂糖漬、ジャムなどに適しています。

チェリーカット1/2チェリーカット5ミ リ チェリーカット8ミ リ ナイスチェリー

lkgパ ック ×6

10kg箱
ドレンチェリータイプ

10kg箱
角切り

10kg箱  □

ドレンチェリータイプ

飾り」:饉[ξ5%前後回
入つています

砂糖漬けに適 したグラニースミス

原産国 :チ リ

りんごはフルーツの宝庫である、

酸味が強くペクチンも豊富な為、

アップルカット3ミ リ アップルカット5ミ リ アップルカット8ミ リ

□ lkOパツク×6

lpkg箱
角切 り

芳醇な味わいの自桃

原産国 :中国

白桃 (大久保種)は、果肉が柔らかく、多汁で甘味が多いデリケー トな果実です。

砂糖漬には加工しにくく、 ダイス状にカットされた形態を維持させるのが困難だつた

製品です。生菓子にはもちろん、あんこ、焼菓子の練り込み等幅広くご利用できます。

ピーチカットアミリ (白桃)

lkgパ ック ×6

10kg箱
角切り
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南国の太陽が

育んだパイナップル

ー
  原産国 :タ イ

トロピカルフルーツを代表するパイナップルは、

タイの農場で収穫されます。フレッシュな歯ごた

えが特徴で、砂糖漬にする時、色が変色しない

よう特にノいがけています。生食に近い色でみずみ

ずしさを保ちながらお届けします。

1 0 kgtt  Bl

「
ブリ

kgパ ック ×6 Al
1 0 kgtt  Bl
角切り

kgパ ック ×6 Al
l O kgtt  Bl
角切リ

kgパ ック ×6 Al
1 0 kgtt  Bl
角切リ

1 0 kgtt  Bl
角切り

シロップの量が少ないタイプ

-14-



マンゴーの王様

原産国 :イ ン ド

原産国 :フ ィリピン

原産国 iタ イ

アルフォンソマンゴーピューレは、そのまま

食べても後を引く濃厚な美味しさです。

鉄分、ビタミン A、 ⊂、天然のベータカロチン

も豊富です。マンゴーカットは、焼菓子、パン

の練り込みに最適です。

颯

厳選された完熟バナナ

原産国 :フ ィリピン

原産国 :タ イ

バナナピューレは完熟したバナナをクリーム状に

裏ごしし、黄色いバナナの色を損なわないように

加糖しました。変色の少ない、安定した品質で

ご提供します。アントルメ＼焼菓子はもちろん

アイスクリームなどにも幅広い用途でお使いいた

だけます。バナナカッ トは、焼菓子、パン、

チョコレー ト等にお勧めします。

lkg袋 × 10
イン ド産

⊂-2

濃厚アルフォンソマンゴー

lkg袋 × 12 El

3 2kg缶 ×6 Pl
バナナの裏ごしタイプ

(冷凍品)フ ィリピン産

600g袋 ×9 Ёll

水分 14%以下
加熱するメニューにのみ

ご使用ください
タイ産
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天然の色鮮やかなス トロベリー

原産国 :ア メリカ

原産国 :チ リ

カマロッサ種を主にス トロベ リーは、大粒で

色鮮やかな赤い色が特徴です。

食物繊維、ビタミン⊂を始め、注目される抗酸化

物質などの栄養素も多い製品です。

ポリフェノールを多く含んだ

ブルーベリー

原産国 :ア メリカ

原産国 1カナダ

大粒で甘みの強い、 柔らかな品種を限定 して

製造しています。

血中コレステロールを低下させるとされている

ポリフェノールを多く含んだブルーベ リーを

和洋菓子、パン作 りにお役立てください。

殺菌と抗菌作用のある

クランベリー

原産国 :ア メリカ

原産国 :カ ナダ

甘酸っぱいクランベリーはポリフェノールが多く、

抗酸化力にも優れています。

強い殺菌作用もあり老廃物の排出を助けてくれます。

曝然の赤色と酸味が特徴で、パンや生菓子、焼菓子

など何にでも合うフルーツです。

甘酸っぱく粒々のカシス

原産国 :ポーランド

==:  
原産国:デンマーク

カシスのアントシアニンはブルーベリーの 3倍 と

言われペクチンを大量に含んでいます。

独特の甘酸つぱさはバタークリーム、マロンクリーム、

チーズタル トや焼菓子等、他の素材との相性もよく

洋菓子にはよく利用されます。

BMBERRY

CRANBE

QSsI



ス ト国ヘリーミツチ

lkg袋 ×12 匡∃
ストロベリーをチョッパー

掛けしたタイプ

96ミ リメッシュ

カレ1-すミ19」 :う壬掌:;ノ 一`」I三三I]
掛けしたタイプ

75ミ リメッシュ

クランベ リーステイス

lkg袋 ×12 匡∃

lkg袋 ×12 匡∃
黒い小さな粒は、

選別対象外のカシスの種です

〔

ブルーベリーミンチN

カシス砂糖漬



荷姿 (サ イズ)

0包装仕様一覧表

鰺内容量 。入数

lkg パック

9oogパ ック ×6

800gパ ック

340g ×12

ロッ ト受注生産品

10kg箱

9kg 箱

8kg 箱

7kg 箱

3kg袋 ×3

lkg袋  ×12

2kgノ
lツ

ク
×8

lkgパック

lkgパック×6

609× 3連パック×9

1「γ288× D97× H55

1809パック×24

ロッ ト受注生産品

389× 1009× H100

389× 1009× H49

袋 (青色)

530間□×700ミ リ

W200× D470

W260× D205× H40

0容器・袋・材質

外蓋 IP E丁

内蓋 |ポ リプロピレン

本体 |ポ リプロピレン

外蓋 IP E丁

内蓋 |ポ リプロピレン

本体 |ポ リプロピレン

袋 (青色)iポ リエチレン

ナイロン

袋 |ポ リエステル

ナイロン

アルミ

ポリプロピレン

袋 :ポ リエステル

ナイロン

アルミ

ポリプロピレン

パック :ポ リプロピレン

上面シール !ナイロン

ポリプロピレン

本体 |ポ リプロピレン

上面シール :ナイロン

外蓋 IP E丁

内蓋 |ポ リプロピレン

本体 |ポ リプロピレン

外蓋 IP E丁

内蓋 :ポ リプロピレン

本体 |ポ リプロピレン

●開封状態 ●包装形態 (サイズ )

W420× D290× H12

b

W420× D290× Hl 20

a

W420× D290× H120

C

W475× D325× Hl 60

a

W420× D290× H12

90

a

a

Ｏ

　

　

ａ

120

lll1 2 0 0× D300

W2            0

Ｏ
　
　
Ｊ
ｕ

20× D330× Hl

959× 679× H53
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●容器番号  ●内容量・入数 ●荷姿 (サ イズ)

lkg袋  ×12

lkg袋   ×9

600g袋 ×9

5009袋 ×8

W180× H300

5009袋 ×14

5009袋  ×12

W180× H240

●容器・袋・材質

内側 |ナ イロン

外側 |ポ リプロピレン

内側 |ナ イロン

外側 |ポ リエチレン

内側 |ナ イロン

外側 |ポ リエチレン

●開封状態 ●包装形態 (サイズ )

W467× D317× H183

313× H×D 121

W315× D220× H205

1::: 
×50

卜受注生産品

3 75kg缶

3 5kg 缶

3.4kg 缶 ×6
3 3kg 缶

3 2kg缶
3,Okg 缶

4号缶×24

W120× H170

g

W467

瓶

h

※梅商品に関しましては中央部が金蓋になつております。

※梅商品に関しましては中央音ろが金蓋になつております。  W237× D237× H173

※原料 |よ 農産物の為、産地等を変更させていただく場合がございます。改めてご了承下さい。

※受注生産品はお問い合わせください。
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