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SDGsとは2015年9月の国連サミットで採択されました。
国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達
成するために掲げた目標です。

メーカーと卸売兼業の強みと創業65年で培っ
た幅広いネットワークを活かし、得意先や仕入
先だけでなく様々な企業･団体や自治体まで、
多様な連携に取り組んでいます。

SDGs達成に向けた山眞産業㍿ 花びら舎の主な取り組み

B級品･規格外農産物の有効活用や
皮ごと全部の農産物加工などで、食品
ロス削減に取り組んでいます。

｢桜の食文化｣の普及と桜の木の植樹や
栽培を通して、桜まつりや桜名所とその
地方･地域の活性化に取り組んでいます。

遊休農地･耕作放棄地の解消を目指した新たな
農産物の栽培を支援し、地方･地域および日
本農業の活性化に取り組んでいます。

世界を変えるための17の目標

地産農産物花 葉や と

ハーブ

スイーツ・料理素材カタログ

Herbs and fruits food material

2020
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若き農業法人
「J’Pumpkin（ジャ・パンプキン）」が
生産しています。

若き農業法人
「J’Pumpkin（ジャ・パンプキン）」が
生産しています。
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南紀

長野県

山眞産業（株）花びら舎は食
ユーザーと農業生産者との架
け橋をめざしています。
規格外農産物の有効利用や、
遊休農地・耕作放棄地を活用
した新たな農産物栽培の支
援に取組み、地方と日本の農
業の活性化に貢献します。
また、貴地方の地産農産物の
各種加工を小ロットでも承り
ます。

地産農産物
のスイーツ素材

愛知県産
を中心とした
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安心・安全

ミント
リラックス

洋と 和の

ミント・青しそ（大葉）生産者

生産者の顔の見える

私たちがつくっています!!

リフ
レッシュ効果

生菓子・
焼き菓子

・

デザート
に

いろいろ
使えます

!!

おすすめ素材

青しそ（大葉）

青しそ（大葉）ミント

愛知県東三河産

青しそシフォンケーキ青しそシフォンケーキ
青しそ（大葉）ピューレ、
または
青しそ（大葉）フレーク 使用

青しそ（大葉）ピューレ、
または
青しそ（大葉）フレーク 使用

しそのお稲荷さんしそのお稲荷さん
青しそ（大葉）ピューレ、
または
青しそ（大葉）フレーク 使用

青しそ（大葉）ピューレ、
または
青しそ（大葉）フレーク 使用

スイーツに

青しその焼き鳥 
青しそ（大葉）ピューレ、または
青しそ（大葉）フレーク 使用

カルシウムや、正常な血液凝固機能を維
持するビタミンK、動脈硬化予防に必要
とされる葉酸が多く含まれ、特にβカロ
テンの量は野菜の中でもっとも多く含ま
れています。また、ポリフェノールの一
種、ロスマリン酸には、花粉症などのアレ
ルギーを予防・改善する効果や、アルツ
ハイマー病の原因とされるアルミロイド
βの凝集を抑制する作用があると言わ
れています。

爽やかな香りが和食だけでなく
各種料理からスイーツまで使える
和のハーブです。愛知県は生産量
断トツNO.1!

ビタミンB2やナイアシン、葉酸、ビタミ
ンA、ビタミンCなどがあり、カリウムや
リン、鉄、マンガンなどのミネラルも豊
富。フラボノイド、タンニン、ミントポリ
フェノールなど複数のポリフェノール
が含まれます。また、清涼感の元であ
るメントールはリラックス効果と覚醒
効果の両方を持ち合わせるので、不安
やイライラを鎮静する一方で、頭を
スッキリさせる働きも期待できると言
われています。

おすすめ素材

青しそマカロン
青しそ（大葉）ピューレ、または
青しそ（大葉）フレーク 使用

青しそパフェ
青しそ（大葉）ピューレ、または
青しそ（大葉）フレーク 使用

青しそおにぎり
青しそ（大葉）ピューレ、または
青しそ（大葉）フレーク 使用

青しそみそ
青しそ（大葉）ピューレ、または
青しそ（大葉）フレーク 使用

東三温室農協
（愛知県東三河豊川市）

東三温室農協では、環境に優しい養液土耕・水耕栽培・高設
べッドなど最新の農業技術を導入し、安心・安全で管理の行
き届いたハウスで、ミント・レモングラス等20種類以上のハー
ブや大葉等が栽培されています。

摘みたての国産ミントの葉を加工
しているので、差別化が図れるプ
レミアム素材です。

青しそ（大葉）ピューレ 
スイーツメニュ－に混ぜ込んでも、
料理のアクセントに

選りすぐりのバラの高貴で上品な芳香と華やか
さで、プレミアムなスイーツの演出ができます 。

青しそ（大葉）フレーク
水戻しで香り豊かな大葉に!水分の
ある食材にはそのままいれるだけ

ミントのパウンドケーキミントのパウンドケーキ
生（フレッシュ） ミント・プラス
生（フレッシュ） ミントFDクランチ
使用

生（フレッシュ） ミント・プラス
生（フレッシュ） ミントFDクランチ
使用

ミントゼリーミントゼリー
生（フレッシュ） ミントシロップ
使用
生（フレッシュ） ミントシロップ
使用

料理に

カフェメニュー・ドリンクに

生 ミント・プラス
ミントの爽やかな味・色・香りを演
出できます。ケーキやムースに練り
込んで優しい風味に

フレッシュ

愛知県東三河産

（注）最終商品に国産を明示する際はパッケージに
%表示が必要です。（例）生ミント・プラス3％使
用の場合「国産ミント0.2%使用」となります。

スイーツに

ミントとライムの
ノンアルコールカクテル
ミントとライムの
ノンアルコールカクテル
生（フレッシュ） ミントシロップ
使用
生（フレッシュ） ミントシロップ
使用

生ミントの自然で
優しい香り！ 和ハーブの代表格!

フレッシュ

ミント
レシピはこちら

青しそ
レシピはこちら

生 ミントFDパウダー
フレッシュミントプラスをフリーズ
ドライ加工。チョコレートの混ぜ込
みやトッピングとして振りかけても

フレッシュ

フレッシュ

生 ミントシロップ
香料不使用で優しい香りと清涼
感。ドリンクベース、かき氷のソー
ス、ゼリーやムースに
（注）最終商品に国産を明示する際はパッケージに
%表示が必要です。（例）4倍希釈で使用する場
合「国産ミント0.5%使用」となります。

生 ミントFDクランチ
フレッシュミントプラスをフリーズ
ドライ加工。チョコレートの混ぜ
込み、スイーツやドリンクのトッピ
ングに

フレッシュ

ミントのギモーブ
生（フレッシュ） ミント・プラス
生（フレッシュ） ミントFDパウダー

使用

ミントパンナコッタ
生（フレッシュ） ミント・プラス

使用

ミントかき氷
生（フレッシュ） ミントシロップ

使用

マドレーヌミント
生（フレッシュ） ミント・プラス

使用

3
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美容
・健康・癒し

レッドハーブレッドハーブ

ハ ーブの

ブルーハーブブルーハーブ サクラサクラレッドハーブレッドハーブ

レッドハーブ
/ハイビスカス

ブルーハーブ
/バタフライピー

おすすめ素材

ブルーハーブブルーハーブ

桜桜

おすすめ素材

スイーツに

天然の鮮やかな青色を演出でき
るブルーハーブ（バタフライ
ピー）と、トロピカルで鮮やかな
赤色を演出できるレッドハーブ

ブル-レモンンショコラ
バタフライピーパウダー、
マイヤーレモンペースト 使用

ハイビスカスゼリーの
南国杏仁

ハイビスカスペースト 使用

バタフライピーソフト
バタフライピーパウダー
使用

生（フレッシュ）桜の花
エキスシロップ　使用
生（フレッシュ）桜の花
エキスシロップ　使用

青いたい焼き
バタフライピーパウダー 使用

ドリンクに

パン・菓子に

スイーツに

料理・カフェメニューに

ハイビスカスブラウニー
ハイビスカスペースト 使用

ハイビスカスソースの
パンナコッタ
ハイビスカスソース 使用

おすすめ素材

ブルーハーブエキスシロップ
バタフライピーとレモングラスの2種
のハーブにライチ果汁を加えました

ハイビスカスのゼリードリンク
ハイビスカスエキスシロップ 使用

ハイビスカスソース
トロピカルなデザートソースとして

ハイビスカスエキスシロップ
ドリンクの割材やかき氷のシロッ
プなどに

ハイビスカスソース
そのままかけてトロピカルに

ハイビスカスペースト
ゼリーや焼き菓子にも

おすすめ素材

バタフライピーパウダー
焼成しても独特な色味を表現した
い時に

デザート・ドリンクに

クズシャリクズシャリ
（左）ハイビスカスエキスシロップ
（右）ブルーハーブエキスシロップ
使用

（左）ハイビスカスエキスシロップ
（右）ブルーハーブエキスシロップ
使用

ミントペースト：サンデン商事(株)ミントペースト：サンデン商事(株)

ハー
ブの

自然
の色

で

プレ
ミア

ムか
き氷

を！ハー
ブの

自然
の色

で

プレ
ミア

ムか
き氷

を！

Step
2

Step
3

Step
1パフェパフェ

四季のゼリー バタフライピー
四季のゼリー クリアハーブ 使用
四季のゼリー バタフライピー
四季のゼリー クリアハーブ 使用

ハイビスカスのギモーブハイビスカスのギモーブ
ハイビスカスペースト 使用ハイビスカスペースト 使用

ローストビーフ ハイビスカスソース添えローストビーフ ハイビスカスソース添え
ハイビスカスソース 使用ハイビスカスソース 使用

グラニータグラニータ
バタフライピーシロップ 使用バタフライピーシロップ 使用

ブルーハーブうずまきパンブルーハーブうずまきパン
バタフライピーパウダー  使用バタフライピーパウダー  使用

おすすめ素材

ハイビスカスソース
肉料理のアクセントに

ハイビスカスペースト
混ぜ込みやアクセントに

バタフライピーシロップ
レモンミント香料で風味づけした
お徳用版

四季のゼリー バタフライピー
バタフライピーを使用したゼリー
です。取り扱いに便利なスパウト
パウチ入りです

四季のゼリー クリアハーブ
どんな素材にも合わせられるクリ
アタイプ。国産レモングラスで風味
付けをしました。スパウトパウチ入
りです

バタフライピーはレモン果汁など 酸で色が変わります!

レモン汁等
を入れる

ハーブの自然の色でラグジュアリークリームソーダーを！

ハーブの自然の色でラグジュアリークリームソーダーを！

混ぜると
紫に変身

ブルーハーブエキスシロップ バタフライピーシロップの違いは?
ブルーハーブエキスシロップ 

水・炭酸での割分量 約4~4.5倍 約5~6倍
〇 ◎

◎ 製品20g=約35円 〇 製品20g=約12円

酸での色変わり

おいしさ（味・香り）

コスト(参考価格）

バタフライピーシロップ

無香料なのにとっても美味し
い。香りはレモングラスで、味
はライチ果汁でつけました。

香料を使用、レモン、ミン
トのほのかな風味。

（ハイビスカス）。そして、バラや
桜、紅葉、どれもがアントシアニ
ンが織りなす自然色、美・健康・
癒しが期待できます。

ブルーハーブ
レシピはこちら

レッドハーブ
レシピはこちら

5
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おすすめ素材

金柑
宮崎特産

金柑ムース金柑ムース
完熟金柑ペースト 使用完熟金柑ペースト 使用

和洋菓子・デザートに

完熟金柑ペースト
和菓子にも洋菓子にも

金柑
レシピはこちら

温州みかん
料理

パフェパフェ
四季のゼリー 温州みかんゼリー
四季のゼリー クリアハーブ 使用
四季のゼリー 温州みかんゼリー
四季のゼリー クリアハーブ 使用

料理に 温州みかんの
ミニドーナツ

温州みかんミンチ（蒲郡産）
 使用

みかん
レシピはこちら

温州みかんクッキー
温州みかんミンチ（蒲郡産）
温州みかんソース（蒲郡産）

使用

健
康&
食品ロスなし

柑 橘
おすすめ素材

温州みかんペースト
（蒲郡産）
混ぜ込んでゼリーや焼き菓子に

温州みかんミンチ
（蒲郡産）
マーマレード風に仕上げたので
トッピングやフィリングに

温州みかんソース
（蒲郡産）
アイスクリームやかき氷に

蒲郡みかん生産者 マイヤーレモン生産者

温州みかん

皮ごと全部加工した 柑橘類の効能

マイヤーレモン

みかんなど、柑橘類の皮を剥くときに
発せられる爽やかな香気成分「リモネ
ン」には癒しの効果があり、気の巡りを
よくするとされています。
また、皮やすじ・袋に多く存在するポリ
フェノールの一種「ヘスペリジン」はビ
タミンPとも呼ばれ、中性脂肪を分解
したり、血圧を抑えたり、血管を丈夫に
する作用があるといわれ、私たちの健

レモンとオレンジの交雑種で香りは
レモンですが、オレンジに似て糖度
が高く酸味がおだやかでまろやかな
味わいです。皮ごと全部ペーストにし
たのでほんのり苦い大人の味です。

金柑とショウガのパウンドケーキ
完熟金柑ペースト 使用

デザート・ドリンクに カフェメニューに

鮭のソテー みかんソース鮭のソテー みかんソース
温州みかんミンチ(蒲郡産) 使用温州みかんミンチ(蒲郡産) 使用

焼き菓子・パンに

皮ごとみかんパウンドケーキ皮ごとみかんパウンドケーキ
温州みかんミンチ(蒲郡産) 使用温州みかんミンチ(蒲郡産) 使用

金柑
苦みが少なく、甘い宮崎特産金柑
を皮ごと全部使用しているため、ほ
のかな苦みがスイーツや料理のア
クセントにもご活用いただけます。

康を維持する働きが期待されていま
す。色の主成分「B-クリプトキサンチン
（B-カロテンの一種）」は、肝機能を守
る効果を始めとして、動脈硬化・インス
リン抵抗性といった生活習慣病のリス
ク低減や、骨粗しょう症の進行を抑制
したり、膝関節の機能をサポートした
りする効果などが期待されています。

安心・安全国内の生産地域で

爽やかな酸味上質な甘味!
三河湾に面して陽光たっぷりの蒲
郡で育まれた最上級の温州みか
ん。樹上で十分に熟した温州みか
んを皮ごと全部加工しました。だ
から、一般のみかん果汁とは異な
り、味に深みがでて、美味しさが違
います。
スイーツはもちろんお料理からドリ
ンクまではばひろくご活用いただ
けます。

金柑生産者

生春巻き
マイヤーレモンチリソース
マイヤーレモンペースト
マイヤーレモンソース 使用

三河湾の潮風と陽光豊かな自然が
育む大地を持つこの地だからこそ
生まれました。

JA蒲郡市 たかみ農園

JA宮崎経済連

「自分の娘と息子が皮ごと丸ごと丸
かじりしても安心なマイヤーレモン
をつくる」ことを園主は考えてます。

宮崎県でできた皮ごと美味しく食
べられる糖度の高い完熟金柑です。

マイヤーレモンのパウンドケーキ
マイヤーレモンペースト 使用

バターサンド
マイヤーレモンペースト 使用

おすすめ素材

マイヤーレモンソース
ドリンクやデザ－トに

マイヤーレモンペースト
焼成しても

三重県南紀特産愛知県蒲郡産

ハニージンジャー
レモンかき氷

マイヤーレモンソース 使用

ビターレモネード
マイヤーレモンペースト 使用

マイヤーレモンの
チーズケーキ
マイヤーレモンの
チーズケーキ
マイヤーレモンペースト
マイヤーレモンソース　使用
マイヤーレモンペースト
マイヤーレモンソース　使用

冷やしレモン甘酒冷やしレモン甘酒
マイヤーレモンペースト
使用
マイヤーレモンペースト
使用

パスタサラダ
マイヤーレモンドレッシング
パスタサラダ
マイヤーレモンドレッシング
マイヤーレモンペースト
マイヤーレモンソース  使用
マイヤーレモンペースト
マイヤーレモンソース  使用

皮ごと全 部加工した

園主

焼き菓子・パンに

マイヤーレモン マイヤーレモン
レシピはこちら

スイーツ・ドリンクに

四季のゼリー
温州みかんゼリー（蒲郡産）
温州みかんを使用したゼリーです
取り扱いに便利なスパウトパウチ
入りです

四季のゼリー クリアハーブ
どんな素材にも合わせられるクリア
タイプ。国産レモングラスで風味付け
をしました。スパウトパウチ入りです

みかんラテ
温州みかんソース（蒲郡産）

使用

温州みかんのクリームパン
温州みかんミンチ（蒲郡産）

 使用

キャベツのマリネ
温州みかんミンチ（蒲郡産）
温州みかんペースト（蒲郡産）

 使用

7
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残暑の初秋に

タイや台湾などで親しまれている ハーブ=バタフ
ライピーはレモンの酸などに反応して色が変わる
フォト ジェニックなかき氷になります。

バタフライピーシロップ 使用
エスプーマ風生クリーム、
カットマンゴー、レモン果汁 

生（フレッシュ） ミント・プラス 使用
コンデンスミルク、チョコシロップ

バタフライピーかき氷

定番アイスをかき氷にしました。お手軽にチョコ
ミントアイスをかき氷で表現できます。

チョコミントかき氷

着色料を使わず自然色を生かしてい ます。甘酸っ
ぱい味がトロピカルな 雰囲気にピッタリ! 

ハイビスカスエキスシロップ 使用
ナタデココ、カットマンゴー

ハイビスカスかき氷

shaved 
ice

レモンで
色が変わる

いちごと桜の相性抜群！！
華やかなかき氷です。

桜あん、
桜花蜜漬シロップ入 使用
牛乳、いちごソース

いちごと桜モンブラン
のかき氷

蒸し暑い季節には、やっぱりひんやり
冷たいかき氷が食べたい！
見た目にもかわいいかき氷で、
フォトジェニック&クールに！

宮崎県産の完熟ペーストを使用しました。金柑特
有の甘みと香りが癖になる味わいです。

完熟金柑ペースト 使用
シロップ（Brix60）、
エスプーマ風生クリーム

金柑のかき氷

愛知県蒲郡産の温州みかんを皮ごと全部加工し
たソースです。

温州みかんソース（蒲郡産） 使用
みかん缶、コンデンスミルク

みかんたっぷりかき氷

新しい発見！紅葉（もみじ）はほうじ茶と紅茶
の中間のような香ばしさと渋味が合わさった
風味の和ハーブです。

もみじエキスシロップ、
乾燥もみじ（国産） 使用
コンデンスミルク

紅葉のかき氷
もみじ

優れた糖度の梨、長野県産の「南水」を使用しま
した。和梨独特のシャリシャリした食感でフレッ
シュな味わいです。

和梨すりおろしピューレ 使用
シロップ（Brix60）
エスプーマ風生クリーム
キャラメルパウダー
カット梨

●生クリーム…適量　　　　　　　　　　
●プチドリップ :伊那食品工業（株）
　…生クリームの７％
●グラニュー糖…生クリームの６％
材料をすべて合わせてお好みの固さに泡立てる。

和梨（南水）のかき氷

カラフルなハーブで !

! !

!

!

秋のハーブ

ジューシーな柑橘で爽やかに

バタフライピー

温州みかん

紅葉（もみじ）

ハイビスカス

ミント

サクラ

かき氷機提供 : 
株式会社中部コーポレーション

エスプーマ風生クリーム配合例

かき氷レシピはこちら！

桜色でかわいい
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おすすめ素材

バラ

桜とバラのタルト桜とバラのタルト
ローズ・プラス（国産）プレミアム 使用ローズ・プラス（国産）プレミアム 使用

ローズタルト 
バラの花びらペースト （国産）、
 バラの花びらシロップ漬（国産） 使用

バラのドリンクバラのドリンク
ローズソース
ローズ・プラス（国産）プレミアム 使用
ローズソース
ローズ・プラス（国産）プレミアム 使用

バラとクランベリーのカンパーニュバラとクランベリーのカンパーニュ
ローズ・プラス（国産）プレミアム 使用ローズ・プラス（国産）プレミアム 使用

焼き菓子に

デザート・ドリンクに

ローズのブールドネージュ
ローズ・プラス（国産）プレミアム、
乾燥バラの花パウダー  使用

バラのパフェ
ローズソース

バラの花びらシロップ漬(国産) 使用

バラのパフェ

ローズのカップデザート
ローズソース 使用

バラのメレンゲ 
ローズ・プラス(国産)プレミアム 使用

ローズ＆ベリーの
デザートプレート
ローズソース 使用

選りすぐりのバラの高貴で上品な芳香と華やかさで、
プレミアムなスイーツの演出ができます 。

バラ
レシピはこちら

ローズ・プラス（国産）プレミアム
クリームや生地に混ぜて手軽にバ
ラのスイーツに

ローズソース
ほのかに酸味のあるデザートソース

バラの花びらシロップ漬（国産）
花びらも柔らかく食べやすい

バラの花びらペースト（国産）

バラの香りと酸味がアクセントに

乾燥バラの花びら
トッピングや振りかけてバラの
お菓子の演出に最適

乾燥バラの花パウダー
バラの香りをアクセントに

原料バラの生産地は岐阜県山間部の豪雪地帯、
高山の北、白川郷の東に位置する飛騨市河合で
す。無数にある観賞用のバラの中から選定した
香り高く深みのある真紅のイングリッシュロー
ズを、農薬を使用しないで、飛騨牛の糞と山林の
端材等を発酵熟成させた堆肥を用いて栽培して

います。６月から９月の
寒暖差の大きい清涼な
気候の中で、咲いたば
かりの香り高い花弁だ
けを、早朝から丁寧に
手摘みしています。

食用バラについて

オールドローズの多弁で優雅な花形や芳醇な香
り、切り花で一般的なモダンローズの四季咲きで
病気に強い、両方の良さを併せ持った新しいバラ
の仲間で、「次世代のバラ」として今や世界的な
人気を博しています。

イングリッシュローズとは

岐阜県飛騨で農薬を使用しないで栽培

スイーツに
クズシャリクズシャリ
（左）いちじくピューレ
（右） マイヤーレモンペースト
（下）温州みかんミンチ（蒲郡産） 使用

（左）いちじくピューレ
（右） マイヤーレモンペースト
（下）温州みかんミンチ（蒲郡産） 使用

いちじくの白和えいちじくの白和え
いちじくピューレ 使用いちじくピューレ 使用

おすすめ素材
デザートに

いちじくピューレ
プチプチ感がアクセントに

料理に
いちじくとヨーグルトのスムージー

いちじくピューレ 使用

いちじくのグラニータ
いちじくピューレ 使用

いちじくのアイスゼリー
いちじくピューレ 使用

いちじくのパートドフリュイ
いちじくピューレ 使用

いちじくの寄せ豆腐
いちじくピューレ 使用

いちじく
愛知県産 生産量全国No.1!

畑で完熟したいちじくをまるごと加工したので、特有の風味と
プチプチとした食感を活かしたデザートやドリンクを楽しめます。

いちじく
レシピはこちら

おすすめ素材

和梨と紅茶のムース和梨と紅茶のムース
和梨すりおろしピューレ（南水） 使用和梨すりおろしピューレ（南水） 使用 和梨すりおろしピューレ

（南水）
シャリシャリ感を活かしたデザー
トに

和梨のグラニータ
和梨すりおろしピューレ（南水） 使用    

すりおろし和梨ゼリー
和梨すりおろしピューレ（南水） 使用    

和梨
南信州特産「南水」使用

糖度が高く香り高い新しい品種「南水」の豊かな風味と、
梨特有のシャリっとした食感が生きています。

和梨
レシピはこちら

デザートに

和梨のアイスゼリー
和梨すりおろしピューレ（南水） 使用    
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素材一覧

かぼちゃの飲むチーズケーキかぼちゃの飲むチーズケーキ
信州かぼちゃペースト
ジャ・パンプキンFDクランチ（長野県産）
ジャ・パンプキンFDパウダー（長野県産）
使用

信州かぼちゃペースト
ジャ・パンプキンFDクランチ（長野県産）
ジャ・パンプキンFDパウダー（長野県産）
使用

かぼちゃのドーナツかぼちゃのドーナツ
信州かぼちゃペースト
ジャ・パンプキンFDクランチ（長野県産）
ジャ・パンプキンFDパウダー（長野県産）
使用

信州かぼちゃペースト
ジャ・パンプキンFDクランチ（長野県産）
ジャ・パンプキンFDパウダー（長野県産）
使用

かぼちゃのクランチチョコ
ジャ・パンプキンFDパウダー
（長野県産） 使用

もっちりかぼちゃまんじゅう
信州産かぼちゃペースト

使用

おすすめ素材

ジャ・パンプキン
FDクランチ（長野県産）
トッピングやアクセントに

ジャ・パンプキン
FDパウダー（長野県産）
ふりかけたり練り込んだりして
かぼちゃ風味に

信州産かぼちゃペースト
焼き菓子やドリンクに混ぜて

焼き菓子・パン

初夏～初秋の自然素材を活かした豊富な素材を
使いやすく・美味しくし数多く取揃えています！

各種、業務用製品
の詳細はこちらかぼちゃ

信州特産
浅間山麓で農業法人ジャ・パンプキンにより手間ひまかけて育
てられたかぼちゃを使用。素材の特徴を十分に引き立てました。

かぼちゃ
レシピはこちら

粉類

蓮もち“蓮露”蓮もち“蓮露”

コーヒー牛乳プリンコーヒー牛乳プリン
ヌーベル白玉パウダー 使用ヌーベル白玉パウダー 使用

和三盆糖で仕上げた
上品な和菓子
和三盆糖で仕上げた
上品な和菓子

和菓子に

デザートに

スイーツ・ドリンクに

京風わらび餅
庄内わらび 使用

ハイビスカスゼリーの
南国杏仁

ヌーベル白玉パウダー 使用

和菓子だけでなく、洋菓子・デザートにも。もちもちとした食感が楽しめます。

おすすめ素材

庄内わらび
もちもち食感の本格派わらび餅が
簡単に

蓮餅粉（はすもちこ）
蓮露（れんろ）（耐冷凍）

独特の食感で上品な和菓子蓮餅に

ヌーベル白玉パウダー
庄内白玉粉
誰でも簡単にできる手作り白玉だ
んごの素

かぼちゃのねじりパン
ジャ・パンプキンFDクランチ（長野県産）
ジャ・パンプキンFDパウダー（長野県産）

使用

かぼちゃと小豆のパウドケーキ
信州産かぼちゃペースト
かのこ豆(大納言)  使用

パンプキンラテ
信州産かぼちゃペースト

ジャ・パンプキンFDクランチ（長野県産）
ジャ・パンプキンFDパウダー（長野県産）

使用

業務用

商品名 商品イメージ 商品説明 商品荷姿
（商品コード）

主要
原料産地 備考

ミント製品

生
フレッシュ

ミント・プラス
摘みたてのミントの葉をペースト加工して、砂糖や色素などを
加えました。これひとつでミントの味・香・色をつけられ、自然で
優しいミント風味を演出できます。

500g×20袋
（522500）

愛知県
東三河産

※ 香 料 不 使 用・ 
クチナシ色素使用

※1

生
フレッシュ

ミント 
FDクランチ

国産ミントの葉使用のペーストをもとに着色・着香しフリーズド
ライ加工しましました。チョコレート 等への混ぜ込みやパフェ、
ドリンクのトッピングにおすすめです。

30g×15袋×２合
（611101） 愛知県

東三河産

※クチナシ色 素 、 
香料使用

※砕けやすいため、
お取り扱いには 
ご注意ください。

500g×10袋
（611102）

生
フレッシュ

ミント 
FDパウダー

国産ミントの葉使用のペーストをもとに着色・着香しフリーズド
ライ加工したパウダーです。チョコレート 等への混ぜ込みや
パフェ、ドリンクのトッピングにおすすめです。

30g×15袋×２合
（611099） 愛知県

東三河産
※クチナシ色素、 

香料使用500g×10袋
（611100）

生
フレッシュ

ミントシロップ
香料不使用で、上品な生ミントの優しい香りと清涼感です。
国産ミントの葉を使用しました。ドリンクベース、かき氷や、ス
イーツのデザートソースに。

500g×10袋
（522409）

愛知県
東三河産

糖度　55±2 B゚x
※着色料 

(青1.黄4)使用
※1

※1： 最終商品に国産を明示する場合は、パッケージに%表示が必要です。

青しそ（大葉）製品

青しそ（大葉）
ピューレ

全国でダントツNo.1の生産量の愛知県東三河地方特産の
青しそ（大葉）を、繊維感を残したピューレにしました。爽やか
な香りが夏のスイーツにぴったり。和のハーブです。

500g×10袋
（506006）

愛知県
東三河

冷凍
無加糖

青しそ（大葉）
フレーク

新鮮な青しそ（大葉）を乾燥してフレーク状に粉砕しました。
そのままふりかけても、水で戻しても、水気のある生地などな
らそそのまま混ぜ込んでも…いろんな用途のある製品です。

15g×1５袋×2合
（506021） 愛知県

東三河
100g×10袋
（506022） ※受注生産品

ブルーハーブ/バタフライピー（蝶豆花）製品

ブルーハーブ 
エキスシロップ

バタフライピーとレモングラス、2種類のハーブから抽出したエ
キスにライチ果汁をプラスした爽やかでリッチな味わい。ドリン
クの割り材やかき氷などのシロップなどに。無香料、無着色。

500ｇ（口栓つき）×10袋
（508001）z ラオス、タイ 糖度 65±2°Bx 

バタフライピー
シロップ

バタフライピーから抽出したエキスにレモンミント香料で風味
づけしたお徳用版。ブルーハーブエキスシロップより酸の色変
りが良くコストも約1/4。ドリンクの割り材やかき氷のシロップ
などに。無着色。

1kｇ（口栓つき）×10袋
（508008）

ラオス、タイ 糖度 60±2°Bx 
※香料使用

バタフライピー
ホール

お湯を注ぐと天然の青色が楽しめるタイでポピュラーなハー
ブティーに。

50g×10袋
（508004） ラオス、タイ

バタフライピー 
パウダー

花びらの部分のみを使用した鮮やかな青色のパウダーです。
焼き菓子やチョコレートの練りこみに。

30ｇ×15袋×２合
（508003） ラオス、タイ

四季のゼリー
バタフライピー

バタフライピーから抽出したエキスにレモンミント香料で風味
付けしたゼリーです。取り扱いに便利なスパウトパウチ入りで
す。

５００ｇ×２０袋
（508010） ラオス、タイ 糖度 約18±２°Bｘ

※香料使用
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商品名 商品イメージ 商品説明 商品荷姿
（商品コード）

主要
原料産地 備考

レッドハーブ/ハイビスカス製品

ハイビスカス 
エキスシロップ

ハイビスカスから抽出したエキスの鮮やかな色と酸味に、パイ
ン果汁をプラスしたフルーティーでリッチな味わい。ドリンクの
割材やかき氷などのシロップなどに。無香料、無着色。

500g×10袋
（522371）

エジプト、
日本（沖縄） 糖度 65±2°Bx 

ハイビスカス
ペースト

エジプト産と沖縄産の２種類のハイビスカスをなめらかな加糖
ペーストにしました。自然の色・風味を生かした無着色・無香
料。鮮やかな赤色と爽やかな酸味が特徴です。

500g×20袋
（516518）

エジプト、
日本（沖縄）

冷凍
糖度 55±2°Bx 

ハイビスカス
ソース

ハイビスカスペーストを使用し、自然の色を生かした無着色
のデザートソースです。甘酸っぱくて夏にぴったりな味わい
です。

300g（口栓つき）×6袋
×4箱

（508005）

エジプト、
日本（沖縄）

糖度 65±2°Bx
※香料使用

クリアハーブ製品

四季のゼリー
クリアハーブ

どんな素材にも合わせられるクリアタイプのゼリー。風味づ
けに国産レモングラスを使用しました。スイーツはもちろんお
料理のトッピングにもお使いいただけます。

500g×20袋
（522419） 日本

糖度 20±2 B゚x
※香料不使用

バラ製品

バラの花びら
ペースト（国産）

岐阜県飛騨で、農薬を使用せず栽培したバラの花びらを丁寧
に摘み取り、独自の製法で加糖ペーストに仕上げました。バラ
の香りとさわやかな酸味が広がります。

500g×10袋
（516515）

岐阜県
飛騨産

冷凍
糖度 約60±2°Bx

バラの花びら
シロップ漬（国産）

バラの花びらをエキスシロップに漬け込みました。花びらもシ
ロップも両方使えます。
シロップに赤キャベツ色素を加えてあります。

500g×10袋
（516511）

岐阜県
飛騨産

冷蔵
糖度 約60±2°Bx
※赤キャベツ色素

使用

ローズ・プラス 
（国産）プレミアム

岐阜県飛騨産のバラの花びらを加糖ペーストにし、色素と香
料をプラスしました。クリームや生地に混ぜるだけで、手軽に
バラのスイーツを作れます。

500g×20袋
（516014）

岐阜県
飛騨産

冷蔵
糖度 約67±2°Ｂｘ
※クチナシ色素、

香料使用

ローズソース 岐阜県飛騨産の「バラの花びらペースト」が入ったほのかに酸
味のあるデザートソースです。

500g×20袋
（516016）

岐阜県
飛騨産

冷蔵
糖度 約52±2°Ｂｘ
※パープルキャロット

色素・香料使用

乾燥バラの花びら バラの花びらを一枚ずつ摘み、乾燥させました。優雅な香りが
特長です。

50g×10袋
（206643） パキスタン

※葉や枝等の夾雑
物が入っているこ
とがございます。

乾燥バラの花
パウダー

乾燥バラの花びらを粉末にしました。

30ｇ×15袋×2合
（516032）

パキスタン
250ｇ×10袋
（516010）

いちじく製品

いちじくピューレ
全国No.1の生産量を誇る愛知県産の畑で熟したいちじくを
皮ごと丸ごとピューレにしました。いちじく特有の風味とプチプ
チとした食感も残っています。

1㎏×10袋
（522128） 愛知県

冷凍
糖度 22±2°Bx

和梨製品

和梨すりおろし
ピューレ（南水）

長野県南信州地方生まれの豊かな香りで糖度の高い新品種
「南水」をピューレにしました。素材の風味と、梨特有のシャ
リっとした食感が残った粗めのピューレです。

1㎏×10袋
（522119）

長野県
南信地方

冷凍
糖度 18±2°Bx

温州みかん製品

温州みかんペースト
（蒲郡産）

愛知県を代表する柑橘の名産地・蒲郡の甘さの乗った温州
みかんを皮ごとまるごと使いやすいペーストに加工しました。
皮のほのかな苦みが豊かな旨みのある大人の味に仕上げて
います。

1ｋｇ×10袋
（522194） 愛知県 冷凍

糖度 18±2°Bx 

温州みかんミンチ
（蒲郡産）

みかんの皮の存在感を生かして、糖度を上げてママレード
風に仕上げました。トッピングやフィリングにどうぞ。

1ｋｇ×10袋
（522193） 愛知県 冷凍

糖度 50±2°Bx 

温州みかんソース
（蒲郡産）

温州みかんミンチを加工したフルーツソースです。トッピングと
して、アイスクリームやかき氷などにもどうぞ。

300ｇ（口栓つき）×6袋
×4箱

（522198）
愛知県

冷暗所
糖度 65±2°Bx 

※香料使用

四季のゼリー 
温州みかん 
（蒲郡産）

揉んで絞る簡単クラッシュゼリー。温州みかんを皮ごと加工
しているので味に深みがあり、美容健康成分たっぷりです。
産地明記可能。

500g×20袋
（522238） 愛知県

糖度 20±2 B゚x
※香料使用

※マリーゴールド色
素使

マイヤーレモン製品

マイヤーレモン
ペースト

マイヤーレモンはレモンとオレンジの交配種です。一般的なレモン
に比べると酸味が少なくまろやかで甘い香りがします。完熟する
と糖度も上がり、皮ごとでも美味しく食べられるマイヤーレモンを
皮ごとまるごとペーストにしました。

１㎏×10袋
（522191）

三重県
南紀地方

冷凍
糖度 20約±2°Bx

マイヤーレモン 
ソース

皮ごと食べても美味しいマイヤーレモンの特徴を活かした
夏にぴったりのさわやかなデザートソースです。

300ｇ（口栓つき）×6袋
×4箱

（522184）

三重県
南紀地方

冷暗所
糖度 65±2°Bx

金柑製品

完熟金柑ペースト 宮崎県特産の完熟金柑を皮ごと全部ペーストにしました。
甘くて香り高く、ほのかな苦さが特徴です。

1kg×10袋
（522864） 宮崎県 冷凍

糖度 約22±2°Bx 

粉製品

ヌーベル 
白玉パウダー 冷蔵・冷凍しても固くなりにくい、白玉だんごが作れます。自由

に味付け・色付けしたり、型抜きして、オリジナルの白玉だんご
が作れます。
また、焼き菓子にもおすすめです。いつもお使いの小麦粉を
全量置き換えるとモチモチ生地に、半量ほど置き換えると、
しっとり口どけよい生地に仕上がります。

1kg×15袋
（512098）

ー

庄内白玉粉

20kgクラフト袋
（512023）

5kg×3箱
（512021）

庄内わらび 離水がなく、老化・硬化の遅い、食感の良い京風わらび餅の
素です。

20kgクラフト袋
（512001）

ー
5kg×3箱

（512017）

蓮餅粉・蓮
れんろ

露 
（耐冷凍）

なめらかな透明感と独特の弾力が特徴の上品な和菓子
“蓮餅蓮露（れんろ）”がお作りいただけます。

5kg×3箱
（512090） ─

商品名 商品イメージ 商品説明 商品荷姿
（商品コード）

主要
原料産地 備考



色鮮やかな天然素材で

初夏～初秋も華やかに

色鮮やかな天然素材で

初夏～初秋も華やかに

桜製品以外のラインナップ・レシピもこちら 桜の食品 検 索検 索

URL : https://www.yamashin-sangyo.co.jp

初夏～初秋製品の
詳細はこちら！
今すぐチェック！！
2022.3.3000

●本 社・営業部
　名古屋市西区花の木二丁目22番1号　〒451-0062
　TEL（052）521-0500　FAX（052）531-5230
●小牧工場・物流センター　愛知県小牧市東二丁目325番地
●東京営業所 / ●大阪営業所

SDGsとは2015年9月の国連サミットで採択されました。
国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達
成するために掲げた目標です。

メーカーと卸売兼業の強みと創業65年で培っ
た幅広いネットワークを活かし、得意先や仕入
先だけでなく様々な企業･団体や自治体まで、
多様な連携に取り組んでいます。

SDGs達成に向けた山眞産業㍿ 花びら舎の主な取り組み

B級品･規格外農産物の有効活用や
皮ごと全部の農産物加工などで、食品
ロス削減に取り組んでいます。

｢桜の食文化｣の普及と桜の木の植樹や
栽培を通して、桜まつりや桜名所とその
地方･地域の活性化に取り組んでいます。

遊休農地･耕作放棄地の解消を目指した新たな
農産物の栽培を支援し、地方･地域および日
本農業の活性化に取り組んでいます。

世界を変えるための17の目標

地産農産物花 葉や と

ハーブ

スイーツ・料理素材カタログ

Herbs and fruits food material

2020

温州みかん産地温州みかん産地

いちじく産地いちじく産地

青しそ（大葉）産地青しそ（大葉）産地

蒲郡市

名古屋市

浜
名
湖

多治見市

食用紅葉産地食用紅葉産地

伊那市

松川町

飯田市

飛騨市

食用バラ産地食用バラ産地

和梨（南水）産地和梨（南水）産地

諏訪湖

御岳山

愛知県

三重県

岐阜県

静岡県

長野県

伊勢湾

中
央
ア
ル
プ
ス

南
ア
ル
プ
ス

ミント産地ミント産地豊川市

豊橋市

マイヤーレモン

産地

マイヤーレモン

産地

若き農業法人
「J’Pumpkin（ジャ・パンプキン）」が
生産しています。

若き農業法人
「J’Pumpkin（ジャ・パンプキン）」が
生産しています。

佐久市
かぼちゃ産地かぼちゃ産地

北
ア
ル
プ
ス

南紀

長野県

山眞産業（株）花びら舎は食
ユーザーと農業生産者との架
け橋をめざしています。
規格外農産物の有効利用や、
遊休農地・耕作放棄地を活用
した新たな農産物栽培の支
援に取組み、地方と日本の農
業の活性化に貢献します。
また、貴地方の地産農産物の
各種加工を小ロットでも承り
ます。

地産農産物
のスイーツ素材

愛知県産
を中心とした


