
アイガー商品規格書（業務⽤）
画像 名称／商品説明 規格 表⽰
731 種類別：アイスクリーム   NZ⼯場

無脂乳固形分：10.0%

乳脂肪分：10.0% 

容量：2000ml  ケース：6⼊り

商品サイズ：178×178×88mm 1150ｇ エネルギー 196Kcal
ケースサイズ：536×182×182mm 7.3kｇ たんぱく質 3.5ｇ

脂質 10.4ｇ
炭⽔化物 22.3g
⾷塩相当量 0.2g

747 種類別：アイスクリーム   NZ⼯場

無脂乳固形分：7.0%

乳脂肪分：8.0%

容量：2000ml  ケース：6⼊り

商品サイズ：178×178×88mm 1175ｇ エネルギー 202Kcal
ケースサイズ：536×182×182mm 7.3kｇ たんぱく質 3.3ｇ

脂質 8.5ｇ
炭⽔化物 27.6g
⾷塩相当量 0.1g

775 種類別：アイスクリーム  NZ⼯場

無脂乳固形分：9.0%

乳脂肪分：9.5％

容量：800ml  ケース：12⼊り

商品サイズ：124×180×60mm  494ｇ エネルギー 213Kcal
ケースサイズ：248×528×130mm 6256ｇ たんぱく質 3.3ｇ

脂質 9.9ｇ
炭⽔化物 27.8g
⾷塩相当量 0.2g

ニュージーランド エメラルド
ホーキーポーキー

⽣乳、乳製品、砂糖、キャラ
メル（砂糖、⽔飴、植物油
脂、バター、⾷塩）、⽔飴、
デキストロース／⾹料、安定
剤（増粘多糖類）、乳化剤、
着⾊料（カロテン）、（⼀部
に乳成分・ゼラチンを含む）

乳・ゼラチン

酪農⼤国ニュージーランドの天然の牧
草で育った乳⽜から搾った安全で新鮮
な⽣乳を５０％使⽤したキャラメル⾵
味アイスクリームにバター・砂糖・⽔
飴等を主成分とするキャラメル粒をい
れました。

栄養成分（100g当たり）

２Ｌ業務⽤ 抹茶（宇治抹茶）
⽣乳、乳製品、砂糖、デキス
トリン、⽔飴、抹茶／乳化剤
安定剤（増粘多糖類）、（⼀
部に乳成分含む）

乳

酪農⼤国ニュージーランドの新鮮な⽜
乳を４８％配合したアイスクリームに
京都宇治の⽼舗の⾼級抹茶を空輸して
ふんだんに混ぜ込んで抹茶の美味しさ
を表現した乳脂肪８％のアイスクリー
ムです。

栄養成分（100ｇ当たり）
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２Ｌ業務⽤ バニラ
⽣乳、乳製品、砂糖、⽔飴、
デキストロース／乳化剤、⾹
料、安定剤（増粘多糖類）、
着⾊料（アナトー）、（⼀部
に乳成分を含む）

乳

酪農⼤国ニュージーランドの新鮮で安
全な⽜乳を５２．２％使⽤したアイス
クリームです。ミルク感のあるなめら
かな⾆触りのバニラアイスクリームで
す。

栄養成分（100ｇ当たり）

4934397250020

4934397250013

4934397305607
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774 種類別：アイスクリーム  NZ⼯場

無脂乳固形分：9.5%

乳脂肪分：10.0％

容量：800ml  ケース：12⼊り

商品サイズ：124×180×60mm  490ｇ エネルギー 199Kcal
ケースサイズ：248×528×130mm 6010ｇ たんぱく質 3.5ｇ

脂質 10.3ｇ
炭⽔化物 23.3g
⾷塩相当量 0.2g

890 種類別：氷菓    国内⼯場

無脂乳固形分：-%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：2000ml  ケース：4⼊り

商品サイズ：270×170×80mm 1297ｇ エネルギー 168Kcal
ケースサイズ：337×272×159mm 5.5kｇ たんぱく質 2.6ｇ

脂質 8.8ｇ
炭⽔化物 19.8g
⾷塩相当量 0.1g

890 種類別：ラクトアイス   国内⼯場

無脂乳固形分：7.0%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：7.5%

容量：2000ml  ケース：4⼊り

商品サイズ：270×167×80mm 1400ｇ エネルギー 162Kcal
ケースサイズ：337×272×159mm 5.8kｇ たんぱく質 3.3ｇ

脂質 7.9ｇ
炭⽔化物 19.7g
⾷塩相当量 0.1g

ニュージーランド エメラルド
バニラ

⽣乳、乳製品、砂糖、⽔飴、
デキストロース／安定剤（増
粘多糖類）、乳化剤、⾹料、
着⾊料（カロテン）、（⼀部
に乳成分を含む）

乳

酪農⼤国ニュージーランドの新鮮で安
全な⽜乳を５0％使⽤したアイスクリー
ムです。ミルク感のあるなめらかな⾆
触りのバニラアイスクリームです。

栄養成分（100g当たり）

京都のお茶屋さんの
ほうじ茶アイス

砂糖、乳製品、植物油脂、⽔
飴、ほうじ茶/乳化剤、安定剤
（増粘多糖類）、⾹料、（⼀
部に乳成分を含む）

乳

京都府京⽥辺市にある株式会社⻄村幸
太郎商店の厳選された京都府産の煎茶
や番茶を丁寧に強い⽕で焙って仕上げ
たほうじ茶（パウダー加⼯）を使⽤し
た、⾵味豊かなほうじ茶アイスです。

栄養成分（100ｇ当たり）

京都のお⾖腐屋さんの⾖乳アイス
⾖乳、砂糖、⽔飴、植物油
脂、⾷塩/乳化剤、安定剤（増
粘多糖類）

⼤⾖

京都のお⾖腐屋さんで作った、素材の
⾵味豊かな国産⼤⾖１００％の⾖乳を
50%配合しています。(50％とはアイス
ミックス100％中の50%の意味）⿊蜜や
きな粉をトッピングするとさらに美味
しく頂けます。乳製品・卵を⼀切使わ
ずに、⾖乳で作り上げました。

栄養成分（100ｇ当たり）

4934397305904

4934397307960
新商品

4934397305591
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810 種類別：アイスミルク   国内⼯場

無脂乳固形分：7.0%

乳脂肪分：3.0%  植物性脂肪分：5.5%

容量：40ml  ケース：40⼊り

商品サイズ：130×100×50mm 28ｇ エネルギー 63Kcal
ケースサイズ：350×290×145mm 1.4kｇ たんぱく質 1.1ｇ

脂質 4.2ｇ
炭⽔化物 5.2g
⾷塩相当量 0.05g

442 種類別：ラクトアイス    国内⼯場

無脂乳固形分：5.0%

植物性脂肪分：6.0％

容量：10ml×25本  ケース：12⼊り

商品サイズ：200×260×50mm  250ｇ エネルギー 26kcal
ケースサイズ：406×243×224mm 3210ｇ たんぱく質 0.2g

脂質 2.0g
炭⽔化物 2.9g
⾷塩相当量 0.007g

829 種類別：ラクトアイス   国内⼯場

無脂乳固形分：6.0% 果汁果⾁：15%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：6.0%

容量：13ml×20個  ケース：10⼊り

商品サイズ：180×260×45mm 421ｇ エネルギー 53kcal
ケースサイズ：241×346×209mm 4.5kｇ たんぱく質 0.4g

脂質 3.5g
炭⽔化物 5.1g
⾷塩相当量 0.01g

フルーツティアラ
ひとくちマンゴ ー

チョコレートコーチング、マ
ンゴー加⼯品（マンゴー、砂
糖）、乳製品、⽔飴、植物油
脂、砂糖、異性化液糖、⾷塩
／乳化剤、⾹料、安定剤（増
粘多糖類）、酸味料、（⼀部
に乳成分・⼤⾖を含む）

乳・⼤⾖

冷凍の状態でも⾵味を保つように、シ
ロップに漬けしたマンゴをまるごと練
乳⾵味のアイスで包み、さらにホワイ
トチョコでコーティングしています。

栄養成分（1個当たり）

お徳⽤ミニチョコアイス ２５個
チョコレートコーチング、⽔
飴、砂糖、植物油脂、乳製
品、⾷塩／乳化剤、安定剤(増
粘多糖類)、⾹料、（⼀部に乳
成分・⼤⾖を含む）

乳・⼤⾖

⾵味豊かでくちどけの良いバニラアイ
スをチョコレートでコーチングしまし
た。ご家族のだんらんの⾷後のデザー
トタイムにご利⽤ください。

栄養成分（1個当たり）

北海道ミルクシューアイス
⽜乳、シュー⽪（全卵、植物
油脂、⼩⻨粉、⾷塩、乳製
品）、砂糖、乳製品、植物油
脂、異性化液糖、⽔飴／カゼ
イン、乳化剤、安定剤(増粘多
糖類)、⾹料、膨張剤、リン酸
Ｎａ、着⾊料（ベニバナ⻩、
アナトー）、酸化防⽌剤
（Ｖ、Ｅ）、（⼀部に乳成
分・卵・⼩⻨・⼤⾖を含む）

乳・卵・⼩⻨・⼤⾖

⼤⼈から⼦供まで幅広い年齢層に親し
まれるシュー⽪に北海道⽜乳を30%使⽤
したミルク⾵味豊かなアイスを注⼊し
ました。

栄養成分（1個当たり）

4934397302538

4934397307717
新商品

4934397303344
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566 種類別：ラクトアイス   国内⼯場

無脂乳固形分：6.5% 果汁果⾁：10%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：7.5%

容量：13ml×18個  ケース：10⼊り

商品サイズ：180×260×45mm 284ｇ エネルギー 57kcal
ケースサイズ：241×346×209mm 3.1kｇ たんぱく質 0.4g

脂質 4.0g
炭⽔化物 4.7g
⾷塩相当量 0.007g

種類別：ラクトアイス   国内⼯場

容量：80ml  ケース：36⼊り

商品サイズ：φ86×H45mm   ｇ エネルギー
ケースサイズ：未定 たんぱく質

脂質
炭⽔化物
⾷塩相当量

フルーツティアラ       ひ
とくちチョコバナナ

チョコレートコーチング、⽔飴、
ブラッククランチ（⼩⻨粉、砂
糖、ショートニング、ココアパウ
ダー、⽔飴、脱脂粉乳、⾷塩）、
バナナピューレ、砂糖、乳製品、
植物油脂、異性化液糖、乳化剤、
安定剤（増粘多糖類）、⾹料、酸
味料、着⾊料（カロテン）、（原
材料の⼀部に⼤⾖を含む）

乳・⼩⻨・⼤⾖

⾵味豊かなバナナアイスの底部分にブ
ラッククランチを引詰め、上下をチョ
コレートコーチングした三層仕⽴ての
ひと⼝アイスです。

栄養成分（1個当たり）

マグロやまかけ丼アイス

トッピングのやまかけ部分は植物油脂
のホイップクリーム、わさび部分は
キーウイフルーツ、まぐろ部分はスラ
イスしたストロベリーゼリーを改良し
てマグロの切り⾝のように⾒せまし
た。ベースはバニラアイスです。

栄養成分（1個当たり）

4934397304242

新商品予定


