
グァバ＆アセロラ

2017秋冬 業務用商品ラインナップ①

アサイーを中心とした、本格的なメニューを
手軽にご提供できる業務用商品をラインナップ。

170822 パッケージ画像は変更になる場合がございます。ご了承ください。

商品に関するお問い合わせ先 ／【AFM部】　TEL : 03-6272-5098   E-mail : afm@frutafruta.com

常温 割り材

お好みのジュースや牛乳などで割れば、簡単
にオリジナルのアサイードリンクができます。
リキュールで割ってカクテルにしても◎。

550g（口栓付きゲーブルパック）×12本
アサイードリンクベース

材料（1人分）
ドリンクベース
ライチリキュール
オレンジジュース

…50g
…50g
…100g

＊おすすめレシピ＊
アサイー
ライチ＆オレンジ

保存料・香料・着色料 不使用

賞味期限：D＋179日 材料（1人分）
ドリンクベース
ドリンクヨーグルト
クラッシュアイス

…50g
…150ml
…適量

アサイーヨーグルト

デザートソース

（100g×6個）×5ボール

デザートソース  アサイー
賞味期限：D＋239日

最高濃度グロッソアサイー
に、美容フルーツ「ゴジベ
リー」や、チアシードなどの
スーパーフードを贅沢に
ブレンド。

単品（100g）
JAN：4571196708224

砂糖・増粘剤・保存料・着色料 不使用

アサイーにバナナを加えたアサ
イードリンクの定番「エナジーオリ
ジナル」。糖度と酸度のバランス
を追求し、濃厚さとおいしさにこ
だわりました。

冷蔵 アサイードリンク

マイルドなグァバと爽やかな酸味のアセロラをブレ
ンド。さっぱりタイプでごくごくと飲めます。開封前は常温
保管できるので取り扱いも便利。

1000g（口栓付きゲーブルパック）×12本

賞味期限：D＋179日

フルッタアサイーディライト

常温アサイードリンク 

アサイーエナジー®

720g（口栓付きゲーブルパック）
×12本 賞味期限：D＋239日

材料（1人分）
アサイーエナジー®
オリジナル
バニラアイスクリーム
お好みのフルーツ

… 25g
… 60ml
… 適量

アサイーパフェ

材料（1人分）
アサイーエナジー®
オリジナル
牛乳

… 120g
… 80ml

アサイーラテ

オリジナル

砂糖・保存料・香料・着色料 不使用

砂糖・保存料・香料・着色料 不使用＊おすすめレシピ＊

ビネガー

賞味期限：D＋364日

アサイーから作ったお酢にザクロ果汁
などを加えて美味しく仕上げた、希釈
タイプのドリンクビネガー。アルコール
の割り材や、フルーツソース、ドレッシ
ングなどとしても◎

250ml（ビン）×6本
材料

（1人分）
アサイービネガー …25ml
ビール    …350ml

＊おすすめレシピ＊
アサイービール

常温

アサイービネガー

砂糖・保存料・香料・着色料 不使用

美容にうれしいビアカクテル！ フルーティーで
甘酸っぱい味わいと、きれいなピンク色が女性
に大人気です。 ビネガーに勢いよくビールを注ぐ
と、泡までピンクに♪

ビネガー7％が黄金比！！

JAN:4571196702826

アサイー本来の特長である”低糖
質”を十分に活かし、おいしさと飲
みごたえにこだわった健康志向
の方にもおすすめのドリンク
です。

720g（口栓付きゲーブルパック）
×12本 賞味期限：D＋239日

アサイー
低糖質

JAN:4571196708453JAN:4571196708460

JAN :4571196704325

冷蔵

JAN : 4571196703663

アサイー本来の奥深い味わいを
より感じられるよう、シンプルな
ブレンドにこだわり、素材本来
の良さを十分に活かした濃厚
ドリンクです。

720g（口栓付きゲーブルパック）
×12本 賞味期限：D＋239日

アサイーベーシック
ストレートタイプ

JAN:4571196710456
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冷凍ピューレ

アサイーを収穫後、搾汁・
殺菌・冷凍したフルーツ
パルプ。アサイーの栄養素と
おいしさをそのままお楽しみ
いただけます。

賞味期限：D＋1094日

（100g×4袋）×15袋

アサイーピューレにガラナ
シロップの甘みを加えたフ
ルッタオリジナルブレンドです。

賞味期限：D＋1094日

（100g×4袋）×15袋

フルッタスペシャル冷凍パルプ アサイー
無糖タイプ

加糖タイプ

アサイースムージーミックス

※無糖タイプで作るときは、はちみつ等お好みで甘みを加えてください。

＊おすすめレシピ＊

材料
（1人分）

作り方

冷凍パルプ
　　アサイー
調製豆乳
バナナ
クラッシュアイス
シロップ

＊おすすめレシピ＊
アサイーバナナスムージー

1） 凍ったままのパルプをあらかじめ
　  砕いておく。
2） 1）と他の材料をミキサーにかける。
3） グラスに盛りつけて出来上がり。

…1袋（100g）
…90ml
…1/3本
…80g
…12g

保存料・香料・着色料 不使用

「アサイーボウル」が、フ
ルーツやグラノーラをのせる
だけで手軽に作れる冷凍
ピューレです。そのままでも
おいしくお召し上がりいた
だけます。

賞味期限：D＋729日

賞味期限：D＋729日

（100g×30袋）×4ボール

（100g×30袋）×4ボール

「ピタヤボウル」が手軽に
作れる便利な冷凍ピューレ。
ピタヤとはドラゴンフルーツ
のことで、ベタシアニンや
カリウムを含んでいます。

お家でアサイーボウル

お家でピタヤボウル

パッケージ画像は変更になる場合がございます。ご了承ください。

冷凍ゼリー冷凍 香料・着色料 不使用

賞味期限：D＋540日

賞味期限：D＋540日

50g（プラスチック容器）×40個
アサイーゼリー

アサイーの風味をそのまま楽しめる、
お子様でも食べやすいゼリーです。
さっぱりとした爽やかな味わいです。

JAN :  4571196709375

アイス冷凍

最高濃度のグロッソアサイーをリッ
チに配合した本格アサイーアイス。
グラノーラをトッピングすればアサ
イーボウル風デザートにも！

フルッタアサイーグロッソ（アイス）
2L（プラスチック容器）×4個
賞味期限：なし

2L（プラスチック容器）×2個
賞味期限：なし

鮮やかなピンク色と、さっぱりとし
た甘みが特徴の本格ピタヤアイス。
ピタヤボウル、スムージーにもご使
用いただけます。

ピタヤアイス

＊おすすめレシピ＊

パンケーキにフルッタ
アサイーグロッソとお好み
のフルーツやホイップ
クリームをトッピング♪

パンケーキwith
アサイーアイス

グラノーラやフルーツを
トッピングするだけで、
ピタヤボウルが簡単に
作れます！

ピタヤボウル

ジンジャエールで
割って

＊  　　　　　　＊デザート、ドリンク、
カクテルに

アサイーとブルーベリーを合わせた、
フルーティーなゼリーです。自然な
ブルーベリーの甘さが、アサイーの風味
をより美味しく引き立てます。

JAN :  4571196709382

アサイー
ブルーベリーゼリー
50g（プラスチック容器）×40個

ヨーグルトと
一緒に

JAN : 4571196703830 JAN : 4571196708064

JAN:4571196707623JAN:4571196702963JAN:4571196702949

JAN:4571196705254

作り方 1） バナナ・牛乳、氷をミキサーにかける。
2） フルッタスペシャル1袋を凍ったまま
　 適当なサイズに割り、1）に加えて混ぜる。
3） 適度に固い状態になったらボウルに盛りつける。
     お好みでフルーツ、グラノーラをしてもOK！

材料 （1人分）

アサイーボウル

…1袋（100g）フルッタスペシャル
バナナ
牛乳
氷

…1/3本
…大さじ1
…3つ

フルーツ
グラノーラ

…適量
…適量

保存料・香料・着色料 不使用


