
柑橘王国アメリカ・フロリダ州産果汁を使用し、
糖度（Brix) もフロリダ仕様の少し高めに設定。
パルプリッチなテクスチャーにより
手搾り感を実現しています。

アルフォンソ
    マンゴー
   果汁 30％

インド産
ピューレ使用

フィリピン産
ピューレ使用

フロリダ産
果汁使用

コスタリカ産
果汁使用

Aomori
Apple

青森県産
果汁使用

Premium

 Juice＆Drink

産地にこだわった厳選果汁を使用した
　　　プレミアムジュース・ドリンク

青森県産りんご果汁を使用し、りんご本来の
甘みと、口の中にふわっと広がる豊かな香り
を楽しめます。
飲みごたえのある混濁タイプで、ホットでも
お楽しみ頂けます。

ペリカンのくちばしに似た形状で日本でもお
なじみのフィリピンのカラバオ種マンゴーを
使用し、豊潤な甘みとすっきりとした酸味の
ある味わいが特徴です。

『マンゴーの王様』と呼ばれるインド産のアル
フォンソ種マンゴーを使用し、甘み、酸味、
香りの絶妙なバランスが濃厚な味わいをもた
らします。

自然を愛する楽園として有名なコスタリカで育った
ゴールデンパインアップルは、鮮やかな黄色、
華やかな香り、バランスの取れた甘みと酸味が
特徴です。
果肉だけを贅沢に搾った果汁を使用した、すっき
りとした風味をお楽しみいただけます。

Florida
Orange

Golden
Pineapple

100％ジュース

ゴールデン
パインアップル

カラバオ
マンゴー
果汁 30％

100％ジュース

青森
りんご

フロリダ
オレンジ

100％ジュース



ご用命は当店まで。

190826

荷姿

 L-アルミカートン

 1000ml×12本／ケース

保存方法

直射日光を避けて
　　  常温保存

フロリダオレンジ100％ジュース

ゴールデンパインアップル100％ジュース

アルフォンソ・マンゴー 果汁30％

カラバオ・マンゴー 果汁30％

青森りんご100％ジュース

JANコード商品名

4978534400152

4978534400046

4978534400114

4978534400121

4978534400251

商品ページを
ご覧頂けます

オレンジセパレートティー ホットアップルシナモン

アップル＆ウイスキー

ダブルマンゴーラッシー

・フロリダオレンジ
　100％ジュース

・ローズヒップティー

・ガムシロップ
・シナモンパウダー 

1、ジュースを温め、シナモンパウダーをかける。

・青森りんご
　100％ジュース  

・ウイスキー

・IQF カットフルーツ
　アップルダイス 

Recipe

・アルフォンソマンゴー果汁 30％ 
　
・カラバオマンゴー果汁 30％

・ヨーグルト
・牛乳　
・ガムシロップ

1、全ての材料を混ぜ合わせる。

1、グラスにジュース、ガムシロップを入れ、
　    ローズヒップティーをゆっくり注ぐ。

・・・ 120ml

・・・ 60ml

・・・ 適量

ゴールデンパインの
　　　　　　　  サングリア
・ゴールデンパインアップル
　100％ジュース
・ワイン（赤／白） 

    ・・ 60ml

・・・ 30ml
・IQF カットフルーツ
   ゴールデンパインアップルダイス 30g

・青森りんご
　100％ジュース ・・・ 120ml

・・・  適量

50ml

50ml

・・・ 50g
・・・ 50ml
・・・ 適量

・・・ 150ml

・・・ 20ml

・・・ 30g

1、全ての材料を混ぜ合わせる。1、全ての材料を混ぜ合わせる。

マンゴーババロア
・アルフォンソマンゴー果汁 30％

・ホイップクリーム

・ゼラチン

1、ゼラチンをお湯で溶かし、マンゴードリンク
　   に混ぜ合わせる。

・お湯

2、1にとろみが出てきたら,ホイップクリームと
　   混ぜ合わせ冷やし固める。
3、IQFフルーツをトッピングする。

・IQF カットフルーツ
   マンゴーチャンク

150ml
・・・

・・・
・・・

　5g
30ml
60g

適量・・・

・フロリダオレンジ
　100％ジュース 

・バター
・砂糖

クレープシュゼット

・クレープ　
・バニラアイス
・IQF カットフルーツ
   オレンジセグメントチャンク 
1、鍋にバターを溶かし、砂糖、ジュースを
　   入れて煮立てる。
2、クレープを4つ折りにして入れ、裏返す。
3、お皿に移し、バニラアイス、IQFフルーツを添える。

・・・ 100ml
・・・ 30g
・・・ 10g
・・・   2 枚
・・・ 適量

適量

    タピオカマンゴードリンク

1、ブラックタピオカ、アルフォンソマンゴー果汁30％、
　   氷を入れる。

・アルフォンソマンゴー果汁 30％ 
　

150ml

・ブラックタピオカ ・・・ 30g

〒131-8527 

   

TEL 06-6301-1266

TEL 028-663-1211

 

TEL 03-3617-0122 

TEL 03-3617-0124 

〒532-0011

〒131-8527

〒321-0905

大阪市淀川区西中島 3-3-4 ＳＰビル 5 F 
東京都墨田区立花 4-7-8 

東京都墨田区立花 4-7-8

栃木県宇都宮市平出工業団地 45-11

東日本営業部

開発営業部
西日本営業部

宇都宮工場

www.marugen.com
TEL 03-3617-0121(代表)



210105

商品ページを
ご覧頂けます

■保存方法:直射日光を避けて常温保存

商品名

20％クランベリードリンク

20％ブルーベリードリンク

30％白桃ドリンク（国産白桃使用）

70％ホワイトグレープドリンク

100％ザクロジュース

荷姿

L-アルミカートン
1000ml×12本入/ケース

500ml×12本入/ケース

JANコード

4978534042017

4978534042000

4978534400329

4978534400077

4978534042109

5×20％ブルーベリードリンクベース

5×20％クランベリードリンクベース

3×30％マンダリン&オレンジ

4978534010207

4978534100816

4978534100908

グレープフルーツ100％ジュース 4978534400336

100％
ザクロジュース

30％白桃ドリンク
( 国産白桃使用）

ラズベリーケトン

70％ホワイト
グレープドリンク

3×30％
マンダリン＆オレンジ

20％
クランベリードリンク

（3倍希釈 本品1: 水 or炭酸水他2）

20％
ブルーベリードリンク

グレープフルーツ
100%ジュース

フルーツの力を活かしたハーダースの差別化ドリンクフルーツの力を活かしたハーダースの差別化ドリンク

こだわりドリンクこだわりドリンク

クランベリーサワー

ザクロソーダ

〈 使用例 〉

〒131-8527 

   

TEL 06-6301-1266

TEL 028-663-1211

 

TEL 03-3617-0122 

TEL 03-3617-0124 

〒532-0011

〒131-8527

〒321-0905

大阪市淀川区西中島 3-3-4 ＳＰビル 5 F 
東京都墨田区立花 4-7-8 

東京都墨田区立花 4-7-8

栃木県宇都宮市平出工業団地 45-11

東日本営業部

開発営業部
西日本営業部

宇都宮工場

www.marugen.com
TEL 03-3617-0121(代表)

エストロゲン

キナ酸
ポリフェノール

5×20％コンクタイプもあります。
（5倍希釈 本品1: 水 or炭酸水他4）

アントシアニン

国産白桃ピューレを使用。
瑞々しく完熟した甘みが特徴です。

クランベリー特有のやや渋みの
ある風味が味わえます。

ブルーベリーの酸味・渋みを
バランスよく表現しました。

白ワインを飲んでいるかのような
色合いとすっきり感が特長です。

赤みのあるマンダリンと、糖酸バランスの
とれたオレンジをミックスしました。

パルプリッチなテクスチャーにより
手絞り感を実現しました。

果汁由来の深い赤色に、ザクロ独特の
酸味のきいた爽やかな風味が味わえます。
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