
【一括表示記載内容】 【栄養成分　１００ｇ当り】

アメリカ（ブルーベリー）

砂糖不使用ながら、これまでのブルーベリーよりも食感のよい商品です。
暫く噛むと、本来のブルーベリーの香りが広がり、自然な味わいが感じられます。
砂糖を使用していないので、お酒や果汁など液体の漬け込みも容易になり、味付けの
バリエーションが広がります。
砂糖を使った一般的なブルーベリーは機械乾燥ですが、こちらのブルーベリーは
天日で乾燥した、環境にやさしい商品です。

ポリフェノールが420mg／100g（分析値）含まれております。
※ポリフェノール量を表示する場合には、
　食品表示基準に定められていない成分のため、
　栄養成分表示の枠外に記載します。

【お問合せ先】

株式会社　三
サン

　海
カイ

東京都千代田区外神田５－４－９　ハニー外神田第２ビル１階
ＴＥＬ：０３－３８３４－１７５６　ＦＡＸ：０３－３８３４－１７５０

E-mail : sales@sankaico.com

商品番号： 104024021 2022年12月19日

【　商　品　概　要　書　】

商品名 ブルーベリー　砂糖不使用・無添加

名　称 乾燥果実 * カロリー 331 ｋｃａｌ

73.5

荷　姿 ９．０７ｋｇ

外　装
段ボール
サイズ：245×365×H200

ｇ
　－糖類 48.6 ｇ

原料原産地名 灰　分 1.3 ｇ

原材料名

ブルーベリー * たんぱく質 4.4 ｇ
* 脂　質 2.1 ｇ
* 炭水化物

賞味期限 製造日より１８か月 * 食塩相当量 0.03 ｇ
内容量 ９．０７ｋｇ 水分 18.7 ｇ

原産国 アメリカ
保存方法 冷蔵 ナトリウム 10 ｍｇ

遺伝子組み換え： データ元： 外部検査機関
アレルギー物質：



新商品のご提案

アメリカ産

砂糖不使用無添加
ブルーベリー

ドライフルーツ・ナッツ業界における

ワンストップショッピング ＆ お悩み相談所
株式会社 三海

©SANKAI CO.,LTD.

2023/01/27更新



ブルーベリー
について

ブルーベリーは、ツツジ科スノキ属に分類される北
米原産の低木性果樹です。その果実が青紫色に
熟すことから ブルーベリー と呼ばれます。
欧米では古くから野生のブルーベリーを食用として
いましたが、1900年代初期に品種改良されて栽
培が広まりました。

ブルーベリーは大きく分けて 栽培種（カルチベ

イト）と 野生種（ワイルド） に分類されます。

栽培種のブルーベリーは ハイブッシュブルーベリー
と呼ばれ、野生種に比べて果実が大きいのが特徴
です。野生種は ローブッシュブルーベリー と呼ば
れ、米国およびカナダ北東部などの限られた地域
のみで自生するブルーベリーです。

©SANKAI CO.,LTD.



ドライ
ブルーベリー
の種類

©SANKAI CO.,LTD.

糖液漬け

●

オイルコート／ノンオイル

●／×

果汁漬け

●

酸味料・香料

●
無添加

×

ノンオイル

×
オイルコート

●

加糖

添加物

オイル
使用

砂糖
不使用

×

ワイルド
（野生種）

カルチベイト
（栽培種）

糖液漬け

●

無添加

×
酸味料・香料

●

ノンオイル

×

ドライブルーベリーも カルチベイト（栽培種）と ワイルド（野生
種）の2種類あり、従来より一般的に流通している商品は、糖液
漬け、酸味料・香料添加でオイルコートされているものです。

砂糖不使用・無添加・オイルコートなしのドライブルーベリー
は、これまでほとんど日本国内で流通していませんでした。



アメリカ産

砂糖不使用無添加
ブルーベリー
※カルチベイト（栽培種）

©SANKAI CO.,LTD.

商品特長

1. 砂糖不使用・無添加の自然な味わい
従来のドライブルーベリーは糖液漬け、または果汁漬けの加糖品
ですが、原材料はブルーベリーのみの商品で、酸味料や香料など
の添加物も使用していません。
ブルーベリーの自然な味わいが感じられます。

３. 天日乾燥
一般的なドライブルーベリーは機械乾燥
ですが、この商品は環境にやさしい 天日
乾燥 で製造されています。

２. 幅広い用途
糖漬けされていないので、リキュールや果汁など液体の漬け込みも
容易になり、味付けのバリエーションが広がります。
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一般ユーザーの評価
弊社ECサイトおよび、事務所直売店では 『忖度なしのご意見 お待ちしています』 の謳い文句で、
一般ユーザーの方々から［美女の間食アンバサダー］を募り、商品について忖度のないレビューをい
ただいております。

今回、2020年6月より実施してきた［美女の間食アンバサダー］において、過去にご協力いただい
た延べ200名以上の方々の中から再度ご協力をお願いし、輸入開始したばかりの当商品のレビュー
をいただきました。

2023年1月現在で集まった21件のレビューの集計となりますが、ポジティブ ＆ ネガティブ 両面でのご
意見・ご感想も併せてご紹介いたします。

レビュー点数

5 ★★★★★ 6 28.7%

4 ★★★★ 8 38.1%

3 ★★★ 7 33.3%

2 ★★ 0 0.0%

1 ★ 0 0.0%

計 21件
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砂糖不使用のため、その分ブルーベリーの香りが濃く感じる

（＋）ポジティブなレビューワード
噛むほどにほんのり自然な甘味と風味を感じる

果物のみで作られていることは、とても嬉しい

お菓子作りに役立ちそう

目がスッキリした感じを実感

ヨーグルトに一晩寝かせると良い感じ

砂糖・添加物不使用、ノンオイルならではのブルーベ
リー本来の自然な甘み・風味についての評価は高いよ
うです。

良く噛んで、咀嚼することで甘味・風味が感じられると
いう表現をしている方が多く、そこがよりナチュラルな印
象を与えているように感じられました。

また、ヨーグルトに入れたり、スムージー、お菓子作りに
活用できそうという意見もあり、商品特性である 幅広
い仕様用途 について可能性を感じるご意見をいただき
ました。

＜美女の間食アンバサダー ポジティブなご意見・ご感想＞
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＜美女の間食アンバサダー ネガティブなご意見・ご感想＞

味が薄く、酸味はなく、全体にぼけた印象

そのまま食べるには硬いように感じる

（－）ネガティブなレビューワード
味にもっと酸味やパンチが足りない気がしたポソポソして食べにくい

種が歯に詰まる

味は、薄く甘い。酸味はなく、全体にぼけた印象

もう少ししっとりしてると食べやすい

従来品のドライブルーベリーと比較して、甘味
や酸味が物足りない印象を持たれる声が多く
ありました。

また、粒サイズの小さいものは果肉が少なくな
りがちなため、しっとりさも少なく固く感じられる
ようです。

味にインパクトがないのは、砂糖および酸味料
などの添加物を使っていないため仕方ありませ
ん。

それを自然な味わいと感じる方がいる一方で、
味が薄いと感じられる方も一定数いらっしゃる
のは、好みの差になってしまうかも知れません。
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栄養成分（100g当たり）
カロリー 331kcal、たんぱく質 4.4g、脂質 2.1g、炭水化物 73.5g
（糖類 48.6g）、食塩相当量 0.03g

商品仕様
商品名 ブルーベリー 砂糖不使用・無添加

名称 乾燥果実

原材料名 ブルーベリー

原料原産地名 アメリカ（ブルーベリー）

内容量 9.07kg

賞味期限 製造日より18ヵ月

保存方法 冷蔵

原産国名 アメリカ

※ ポリフェノール 420mg
ポリフェノール量を表示する場合には、食品表示基準に定められていない成分のため、栄養成分
表示の枠外に記載する必要があります。



ドライフルーツ、ナッツ業界における

複雑な業界の取引構造において、
メーカーを含めた多様な調達網を持つ会社は限られます。

その調達網を活かし、お悩み事を解決します！

ワンストップショッピングモール
＆

お悩み相談所

©SANKAI CO.,LTD.

株式会社 三海
東京都千代田区外神田5-4-9 ハニー外神田第2ビル1階
TEL 03-3834-1756
mail sales@sankaico.com

お問い合わせ・サンプルのご依頼は


