
見積明細書 Commodity　Chart 1

出品者名 天然素材蔵

商品名
Name of the product(Brand)

ＪＡＮコード

ＨＳコード

[　]
Fruit

青果 [◎]
Processed
Product

加工品 [　]
Fresh Fish

鮮魚 [　]
Processed
Fishery
Product

水産加工品 [　]
Rice

米

[　]
Livestock
Profuct

畜産品 [　]
Forest
Product

林産品 [　]
Liquor

酒類 [　]
Tea/Ornam
ental Plant

茶・花卉 [　]
Other

その他

生産者名
Name of the producer

生産地（都道府県）
Place of Production(Prefectures)

国内小売単価
／小売単位　（税抜き）

フェア　納品単価　（税抜き）

ケースサイズ
（縦×横×高さｃｍ）

総重量

正味重量 １ケース入数

保存方法
Method of Preservation

[　]
Frozen
Storage

冷凍 [　]
Cold Storage

冷蔵 [◎]
normal
temperature

常温

出荷（販売）可能時期 最低ロット

賞味期限

出荷できない地域
（代理店契約をされている方はご記
入ください。）

主な原材料・添加物
（例えば甘草、紅こうじを含む場合
は必ず明記してください。）

商品説明
（PRポイント）

特記事項

ＭＥＭＯ ノンアルコール・サングリア 　　　として、ロックでお飲み頂く事を推奨しておりますが

炭酸水で割って スパークリング にしたり、カクテル にしてもおいしくお召し上がり頂く事ができます

※ 本見積もりは４ケース以上（２ケース単位）、一括納品／化粧箱・他備品を含まない価格となっております。

　【　但し、簡易手提げ袋　（ビニール／赤）　他、写真データ等　　　販促品としてご用意する事が出来ます。　】

〇 2017年5月 ＡＤＢ　アジア開発銀行　５０周年記念総会　（横浜）　ご採用商品

天然素材蔵　瀧永聡

神奈川県

458043504　２００ ５

※４ケース

２７　×　３９　×　３０

◎ 2017年11月16日 日本国大使館主催  「天皇陛下 お誕生日記念祝賀レセプション」 ご提供商品
※第１０３回　国慶双十節（大使館）ご提供商品・ 神奈川県／川崎市観光協会公認　・川崎市敬老祝事業選定商品・

セブン‐イレブンジャパン母の日ギフト全国発売商品

３６ヶ月

５００ｍｌ

メール／お電話にて　直接お問い合わせください

日本国内 貿易用/指定場所 １ヶ所直送価格　（ＲＷ 商品カルテ 兼 見積明細書）

RICE WINE  VINEGAR ＆ FRUITS 

2209

ケース出荷／４ケース以上＿２ケース単位

（個別包装は別途実費を頂いて承ることも出来ます）

りんご果汁・純米酢・穀物酢・ぶどう果汁・砂糖・りんご酢・レモン果汁・昆布エキス・食塩・香料

商品の写真の添付をお願いします。

オープンプライス

２４本

この商品はノンアルコールのサングリア（白）です。　国産無農薬米を原料にして作られた日本酒　　　　（ＲＩ
ＣＥ　ＷＩＮＥ）　を　さらに発酵させてノンアルコールにしました。 シャルドネぶどう　や　リンゴ・レモンと言ったフルー

ツ／深みを出す昆布だし／穀物酢・リンゴ酢等を加える事で　サングリアテイストに仕上がっています。　　フルーティーで甘く・
お酒が苦手な方でも飲みやすく作られていますので、贈答品としても勿論、パーティーや会合・公務中などでアルコールの取れない

方。　また未成年や高齢の方、妊婦さんといった方をからも広くご用命を頂いています

(                              ℃）

２３．４Ｋｇ

〇 2017年5月3日　在中国日本国大使館（北京）　日中友好４５周年記念　春の交流会　採用商品



性別

℃

月 ~ 月

商品ＰＲ、特徴、受賞歴、輸出先国での売れ具合等 （200字以内）※201字以上は入力できません（必須）
日本語

英語

当該商品の売り先　（選択式）（必須）

ターゲット層

年代（複数選択可）

男女両方

保存方法　（「その他」の場合は具体的に［］内にお書きください。）

所得層（複数選択可）

輸出時のラベル対応出荷可能時期

※本「企業情報・商品情報シート」は、事前調整のため商談相手に開示します。

※国産無農薬米 （お米を）原料にした　ノンアルコール・サングリアです。２０１５年１２月１０日　日本領事館主催　「天皇陛下

お誕生日記念パーティー」　にてご紹介頂きました。第１０３回　国慶双十節（大使館）・台湾経団連（三三会）ご用命／２０１５年

神奈川フェアーｉｎ　香港SOGO／ＪＥＴＲＯ ・ロンドン　Westfield Stratford 出品商品／神奈川県観光協会公認・川崎市敬老祝事

業選定商品

開封後冷暗所

This product is Non-alcoholic beverage and known as Sangria. Typically, “Rice Wine” goes well with Japanese

food, Washoku, so we made it with extra fermentation to make it better. Domestic pesticide-free rice is the

ingredient for pure rice based Japanese SAKE and “Acetic acid bacteria” was used to get rid of alcohol for this

Sangria. It is tasty and easy to drink, so it is perfect for any gifts or non-alcoholic beverage at any party.

Therefore, for underage child, elderly, and pregnant women can enjoy it, as well.

この商品はノンアルコールのサングリアです。和食に良くあう　「ＲＩＣＥ　ＷＩＮＥ」　を　さらに発酵させて作りました。　国産

無農薬米を原料に純米酒をつくり、酢酸菌の力でノンアルコールにし、サングリアに作りあげました。　おいしく・飲み易く作られて

いますので、贈答品としても勿論、パーティーや会合などでアルコールの取れない方。また未成年や高齢の方、妊婦さんといった女性

の方をからも広くご用命を頂いています。

Domestic pesticide-free rice is the ingredient for this Non-alcoholic Sangria. In December 10th, 2015,

Consulate of Japan organized “Emperor’s birthday party”, and introduced this product.

*Received orders for “National Day of China” at the embassy and “Federation of Economic Organizations

Taiwan”

*Product was presented and displayed at “Kanagawa fair in Hong Kong SOGO”, “JETRO”, “London Westfield

Stratford”

*Chosen/Recognized as special product at “Respect for the aged” day in Kawasaki city, which was certified by

Kanagawa tourism association.

レシピ事例/食べ方および商談相手であるバイヤーへのメッセージ・要望等　（200字以内）※201字以上は入力できません

日本語

英語

不可

業務用 ホテル レストラン 食品メーカー

家庭用 直販（自社店舗） 卸売業 百貨店 スーパー 食品専門店

乳幼児・子供 10代後半～20代 30代～40代 50代以上 全世代

富裕層 中間層 マスマーケット（大衆市場）

高温多湿を避ける 直射日光を避ける 冷暗所

乾燥した場所 設定温度帯

その他

通年可能 設定時期有




