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カフェメニューにコクと風味をプラスし、” 混ぜる” “かける” “飾る” など、
アイディア次第で様々な使い方が可能。デザートにもオススメです。

1 安心感と需給の安定性の確保 国内製造品の為、需給の変化に柔軟に対応可能です。

《3つの特長》

保存方法：直射日光を避けて常温保存 
荷　　姿：L- アルミカートン 300ml×12 本／ケース
　　　　　    （ピスタチオ、珈琲（エスプレッソタイプ）、さくら、ほうじ茶、
　　　　　　  北海道あずき、和栗、種子島安納いも、種子島紫いも）

保存料
無添加

3 本物素材の使用 厳選した本物素材を使用しており、ワンランク上のカフェメニュー開発にお役立ちします。

2 リーズナブルな価格設定 確かな品質と味を、リーズナブルな価格でご提供させて頂きます。

 

基本レシピ

本商品紹介ページ 当社取扱い商品
ご案内

カフェ用フレーバー
　　　　　　ソース
エスプレッソ
牛乳

カフェ用フレーバーソースと
エスプレッソを混ぜ合わせ、
牛乳を加える。

・・・
・・・
・・・

  15g
  30ml
120ml

L- アルミカートン 500ml×12 本／ケース（その他）

アレンジレシピ
カフェ用フレーバーソース
　　　　　
黒糖ゼリー
白玉
氷　　　　　　　　
①黒糖ゼリーをダイスカットする。
②かき氷に①、白玉をトッピングし、
カフェ用フレーバーソースをかける。

・・・
・・・
・・・

  40ml
  30ml

　   ・・・ 160g

京都宇治抹茶

16g

商品名 JANCODE 糖度特長

4978534020039 68°アーモンドのペーストを使用し、コクと香ばしさにこだわりました。コーヒーの香りを一層引き立てるフレーバーです。アーモンド

4978534020015 68°キャラメルの香り高い風味にバターをプラス。特にミルクたっぷりのカプチーノにマッチするフレーバーです。キャラメル

4978534020022 65°

4978534020046 68°

ココアパウダーを使用したリッチな風味のチョコレートソースです。コーヒーの苦味とぴったりマッチするフレーバーです。

ホワイトチョコレートのまろやかさと、深みのあるココアバターの風味が特長です。
牛乳で希釈してホワイトチョコレートドリンクとしてもお楽しみ頂けます。

チョコレート

ホワイト
チョコレート

4978534020053 68°ピュアメープルを使用した香り高いメープルソースです。コーヒーだけでなく、様々なデザートに豊かな風味と
華やかさをプラスするフレーバーです。メープル

4978534200103 68°国産の黒糖を使用し、コクのあるやさしい甘さに仕上げています。黒みつ

4978534201148 60°国産の抹茶を使用し、抹茶本来の渋みが甘みの中に引き立ったソースです。京都宇治抹茶

国産の桜の花ペーストを使用し、さくらをイメージした本格的な味わいと、華やかな桜色が特長です。 65°4978534200684さくら

国産のかぼちゃペーストを使用し、かぼちゃの風味と甘さが特長です。 4978534200325 65°北海道かぼちゃ

ほうじ茶 国産のほうじ茶エキスを使用し、深煎りしたほうじ茶の風味が特長です。 4978534200837 60°

60°ビター感のあるカラメルソースです。コーヒーだけでなく、様々なドリンクやデザートにカラメルのほろ苦さを
プラスするフレーバーです。ビターカラメル 4978534200639

国産のくりペーストを使用し、香り高いくりの風味が特長です。 4978534200912 68°和栗

種子島安納いも 国産の安納いもペーストを使用し、蜜芋をイメージした濃厚な風味が特長です。 4978534201117 61°

4978534200080 68°マロンペーストを使用。特に、秋・冬に人気の栗は季節感のあるカフェメニュー開発に活躍するアイテムです。マロン

国産の生姜ペーストを使用し、生姜本来の風味と辛さを引き出したフレーバーです。 4978534200363 60°ジンジャー

4978534200196 65°

4978534200202 65°

果汁を使用し、鮮やかな赤が映えるソースです。紅茶に加えるだけで、手軽にストロベリーティーが味わえます。

バナナピューレを使用し、香りの豊かなソースです。チョコレートドリンクとは黄金の組合せ。

ストロベリー

バナナ

ほどよい苦みのあるエスプレッソタイプの珈琲ソースです。 4978534201087 61°珈琲（エスプレッソタイプ）

和シリーズ　　～和素材を使用～

4978534201001 68°ヘーゼルナッツプラリネを使用し、香り豊かな風味が特長です。ヘーゼルナッツ

4978534201025 66°ピスタチオのペーストを使用した、独特のコクと香味、鮮やかな緑色のソースです。ピスタチオ

国産の紫いもペーストを使用し、濃く鮮やかな紫色が特長です。種子島紫いも 4978534200936 65°



300 口栓付きﾋﾟﾛｰﾊﾟｳﾁ

果汁

200121

メープルシロップ・黒みつ
チョコレートシロップ・キャラメルソース

トッピングチョイストッピングDXフルーツデザート
トッピングスクイズボトル

ファッジトッピング

・肉
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フルーツトッピングマップ

…
…

多少

低

高高

・トッピングチョイス
・スクイズボトル

※詳細は裏面をご確認下さい。

・トッピングDX

・フルーツデザート



乳酸発酵パインアップル果汁（殺菌）に4種の
フルーツと植物性乳酸菌（殺菌）をブレンド
した乳酸発酵シロップ。
※無香料・砂糖不使用

からだまもる素材として
注目されている「乳酸発酵素材」に着目！

乳酸発酵フルーツミックス
【ラインナップ】

【製法】

乳酸発酵黒糖液（殺菌）に、黒糖や糖類、
植物性乳酸菌（殺菌）をブレンドした
乳酸発酵シロップ。
※無香料

乳酸発酵黒糖みつ

様々なシーンでご利用いただけます。
飲み物にまぜる・デザートにかける・料理の素材として使うなど

大 さ じ 1 杯 の 幸 せ

大さじ1杯（15ml）でヨーグルト1日分の摂取量（200ml）の乳酸菌（殺菌）20億個配合。

「モナウェル　」の思い
「ココロとカラダ喜ぶ」素材のおいしさにひと手間加えて、
素材のチカラを引き出しました。カラダを気づかい、ココロを楽しくする。
毎日の生活に笑顔をお届けしたい、そんな思いから「モナウェル　」をつくりました。

乳酸発酵素材（殺菌）

ブレンド乳酸発酵用原料
パインアップル果汁

/黒糖

乳酸菌
（発酵用）

乳酸発酵シロップ

おいしく

使いやすく
＋＋



商品名 荷姿糖度

20°

65°

L-アルミカートン
500ml×12本

保存方法

直射日光を
避けて常温保存

JANコード

4978534201315

4978534201308
モナウェル
ハーダース  乳酸発酵フルーツミックス

 乳酸発酵黒糖みつ
当社ホームページ本商品紹介ページ
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大さじ１杯（15ml）入れるだけでいつものメニューが「おいしさ+カラダまもる」メニューへ

料 理 の 材 料 と し て

料 理 や デ ザ ー ト に か け て

飲 み 物 に ま ぜ て

・オリーブオイル…2g 
・すりおろしにんにく…適量
・塩…適量
・乳酸発酵フルーツミックス…大さじ1杯（15ml）
①全ての材料を混ぜ合わせる。

かぼちゃの煮付け
（4人分）
・かぼちゃ…500g　　　・水…300ml 
・和風だし…小さじ 1杯 ・しょうゆ…大さじ2杯 
・酒…大さじ3杯
・乳酸発酵黒糖みつ…大さじ4杯（60ml）
①かぼちゃはワタと種を取り除き食べやすく切って
　面取りする。
②鍋にかぼちゃ・水・和風だしを入れて火にかけ、
　煮立ったら中火で5分煮る。
③しょうゆ、酒、本品を加え落としぶたをして弱火で
　10分弱煮る。

かぼちゃと黒みつのスイーツサラダ
・かぼちゃサラダ…1人前
・乳酸発酵黒糖みつ…大さじ1杯（15ml）
①かぼちゃサラダに本品をかける。

黒糖みつきなこカップケーキ
（4人分）
・薄力粉…100g
・きな粉…40g
・ベーキングパウダー…5g
・無塩バター（常温）…100g
・乳酸発酵黒糖みつ…大さじ5杯（75ml）
・溶き卵（常温）…2個分
①ボウルに無塩バター、本品を入れやわらかく
　なるまですり混ぜる。
②溶き卵を2回に分けて入れて混ぜる。
③粉類を振るい入れて混ぜ合わせる。
④マフィンの型に入れ180℃に予熱したオーブン
　で20分焼き、粗熱を取る。
⑤きな粉（分量外）をかける。

乳酸菌入り黒糖みつカフェオレ
・乳酸発酵黒糖みつ…大さじ1杯（15ml）
・氷…適量
・牛乳…120ml
・濃縮コーヒー…40ml
①グラスに本品、氷、牛乳の順で入れ、濃縮コーヒー 
　をそっと注ぐ。
※よく混ぜてお召し上がり下さい。

（2人分）
・豆乳…300ml
・乳酸発酵黒糖みつ…大さじ2杯（30ml）
・粉ゼラチン…5g
・お湯…50ml
・黒豆…適量
①お湯に粉ゼラチンを振り入れ溶かす。
②鍋に豆乳を入れて中火にかけ、煮立ったら火を止め
　①と本品を加える。
③鍋底に氷水をあて、混ぜながらとろみがつくまで
　冷やし、器に入れ冷蔵庫で冷やし固める。
④黒豆をトッピングする。

乳酸菌入りドレッシング

わらび餅
・わらび餅…1人前
・きな粉…適量
・乳酸発酵黒糖みつ…大さじ1杯（15ml）
①わらび餅にきなこと本品をかける。

黒みつ豆乳プリン

・焼酎…30ml
・炭酸水…90ml
・ゴールデンパインアップルジュース…90ml
・乳酸発酵フルーツミックス…大さじ1杯（15ml）
・IQFカットフルーツ
　ゴールデン パインアップルダイス…20g
① Ⓐを混ぜ合わせ、IQFカットフルーツゴールデ  
　 ンパインアップルダイスをトッピングする。

・青森りんごジュース…160ml 
・乳酸発酵フルーツミックス…大さじ1杯（15ml）
①全ての材料を混ぜ合わせる。

乳酸菌入りりんごジュース
元気野菜の乳酸菌入り
フローズンスムージー
・フローズンスムージーベース
　赤の元気野菜or緑の元気野菜…160ml
・乳酸発酵フルーツミックス…大さじ1杯（15ml）
・氷…160g
①ブレンダーに全ての材料を入れ、30秒混ぜ合わせる。
※左…フローズンスムージーベース赤の元気野菜使用
　右…フローズンスムージーベース緑の元気野菜使用

､

発酵果汁入りフルーツサワー

Ⓐ
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ストロベリー マスカット 白桃

赤メロン風味 巨峰風味 抹茶チョコレート
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美味しさを広げる多彩なフレーバー
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ソフトクリーム用シロップ



商品ページを
ご覧頂けます

当社取扱い商品
ご案内

220805

アレンジレシピ

特徴

■荷姿：100ml   4方ピローパック×6×10／ケース

：10 1

乳製品との相性は抜群　アイデア次第でアレンジ自在 ! ！

A 
A 

B 

表 ( 印
字面） 裏

■保存方法：直射日光を避けて常温保存

商品名

ストロベリー
マスカット
白桃
赤メロン風味

チョコレート

巨峰風味
抹茶

糖度

24°

64°
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