
製品規格書 メーカー名　：　株式会社岡畑農園

商品名 梅宝水（ストレート） 入数 -

名称 清涼飲料水 取扱期間 年間

容量 280ml JANコード 49168754

容器 ペットボトル 賞味期限 未開封180日

形態 - 保存方法 高温多湿、直射日光を避けて保存
開封後要冷蔵（10℃以下）

製品サイズ φ60mm×高さ138mm ケースサイズ -

製品重量 約320g ケース総重量 -

熱量 54kcal

たんぱく質 0g

脂質 0g

炭水化物 14g

PH 3.2以下 食塩相当量 0.5g

原料原産地名

原材料名

アレルギー物質情報

　　　　　　商品イメージ

商品特長

梅を漬け込む工程で、自然とにじみ出てくる梅酢に
は、クエン酸がたっぷり。その梅酢にビタミン C の
王様と呼ばれるカムカムの果汁（※ビタミン C 含有
量はレモン果汁の約６０倍）とオリゴ糖・グルコン酸
を加えて飲みやすくしました。摂取目安量：１日あた
り１本（２８０ｍｌ） 摂取の方法：薄めずそのままお飲
み下さい。

製造工程
梅酢→ろ過（1μｍフィルター）→梅酢透析→測定（pH・総酸・塩分・比重）→副原料添加→攪拌→殺菌（80℃、10分）→ろ過（5
μmフィルター→0.5μmフィルター×2)→計量・充填→密栓→倒置冷却→品質検査（pH・総酸・塩分・比重）→ラベルシュリンク
→梱包→出荷

基本情報

規格サイズ

成分表 栄養成分表示（1本あたり）

塩分 0.2%以下

酸度 0.8%±0.1

原材料表示

紀州（梅酢）

梅酢、カムカム果汁粉末、イソマルトオリゴ糖／トレハロース、グルコノラクトン、グルコン酸K、甘味料（キシリトール、スクラ
ロース）

なし

Okahata Nouen Co.,Ltd



製品規格書 メーカー名　：　株式会社岡畑農園

商品名 梅宝水（ストレート） 入数 12

名称 清涼飲料水 取扱期間 年間

容量 280ml JANコード 4970873001779

容器 ペットボトル 賞味期限 未開封180日

形態 - 保存方法 高温多湿、直射日光を避けて保存
開封後要冷蔵（10℃以下）

製品サイズ φ60mm×高さ138mm ケースサイズ 縦210mm×横280mm×高さ155mm

製品重量 約320g ケース総重量 約3,980g

熱量 54kcal

たんぱく質 0g

脂質 0g

炭水化物 14g

PH 3.2以下 食塩相当量 0.5g

原料原産地名

原材料名

アレルギー物質情報

　　　　　　商品イメージ

商品特長

梅を漬け込む工程で、自然とにじみ出てくる梅酢に
は、クエン酸がたっぷり。その梅酢にビタミン C の
王様と呼ばれるカムカムの果汁（※ビタミン C 含有
量はレモン果汁の約６０倍）とオリゴ糖・グルコン酸
を加えて飲みやすくしました。摂取目安量：１日あた
り１本（２８０ｍｌ） 摂取の方法：薄めずそのままお飲
み下さい。

製造工程
梅酢→ろ過（1μｍフィルター）→梅酢透析→測定（pH・総酸・塩分・比重）→副原料添加→攪拌→殺菌（80℃、10分）→ろ過（5
μmフィルター→0.5μmフィルター×2)→計量・充填→密栓→倒置冷却→品質検査（pH・総酸・塩分・比重）→ラベルシュリンク
→梱包→出荷

基本情報

規格サイズ

成分表 栄養成分表示（1本あたり）

塩分 0.2%以下

酸度 0.8%±0.1

原材料表示

紀州（梅酢）

梅酢、カムカム果汁粉末、イソマルトオリゴ糖／トレハロース、グルコノラクトン、グルコン酸K、甘味料（キシリトール、スクラ
ロース）

なし

Okahata Nouen Co.,Ltd



製品規格書 メーカー名　：　株式会社岡畑農園

商品名 梅宝水（ストレート） 入数 24

名称 清涼飲料水 取扱期間 年間

容量 280ml JANコード 4970873001755

容器 ペットボトル 賞味期限 未開封180日

形態 - 保存方法 高温多湿、直射日光を避けて保存
開封後要冷蔵（10℃以下）

製品サイズ φ60mm×高さ138mm ケースサイズ 縦270mm×横410mm×高さ155mm

製品重量 約320g ケース総重量 約7,900g

熱量 54kcal

たんぱく質 0g

脂質 0g

炭水化物 14g

PH 3.2以下 食塩相当量 0.5g

原料原産地名

原材料名

アレルギー物質情報

　　　　　　商品イメージ

商品特長

梅を漬け込む工程で、自然とにじみ出てくる梅酢に
は、クエン酸がたっぷり。その梅酢にビタミン C の
王様と呼ばれるカムカムの果汁（※ビタミン C 含有
量はレモン果汁の約６０倍）とオリゴ糖・グルコン酸
を加えて飲みやすくしました。摂取目安量：１日あた
り１本（２８０ｍｌ） 摂取の方法：薄めずそのままお飲
み下さい。

製造工程
梅酢→ろ過（1μｍフィルター）→梅酢透析→測定（pH・総酸・塩分・比重）→副原料添加→攪拌→殺菌（80℃、10分）→ろ過（5
μmフィルター→0.5μmフィルター×2)→計量・充填→密栓→倒置冷却→品質検査（pH・総酸・塩分・比重）→ラベルシュリンク
→梱包→出荷

基本情報

規格サイズ

成分表 栄養成分表示（1本あたり）

塩分 0.2%以下

酸度 0.8%±0.1

原材料表示

紀州（梅酢）

梅酢、カムカム果汁粉末、イソマルトオリゴ糖／トレハロース、グルコノラクトン、グルコン酸K、甘味料（キシリトール、スクラ
ロース）

なし

Okahata Nouen Co.,Ltd



製品規格書 メーカー名　：　株式会社岡畑農園

商品名 梅宝水（濃縮） 入数 6

名称 清涼飲料水 取扱期間 年間

容量 720ml JANコード 4970873001717

容器 ビン 賞味期限 未開封180日

形態 化粧箱入 保存方法 高温多湿、直射日光を避けて保存
開封後要冷蔵（10℃以下）

製品サイズ 縦90mm×横90mm×高さ270mm ケースサイズ 縦185mm×横355mm×高さ325mm

製品重量 約1,310g ケース総重量 約8,270g

熱量 16kcal

たんぱく質 0g

脂質 0g

炭水化物 4.4g

PH 3以下 食塩相当量 0.3g

原料原産地名

原材料名

アレルギー物質情報

　　　　　　商品イメージ

商品特長

梅を漬け込む工程で、自然とにじみ出てくる梅酢に
は、クエン酸がたっぷり。その梅酢にビタミンCの王
様と呼ばれるカムカムの果汁（※ビタミンC含有量
はレモン果汁の約60倍）とオリゴ糖・グルコン酸を
加えて飲みやすくしました。5～7倍に薄めてお飲み
下さい。

製造工程
梅酢 → ろ過 → 透析による脱塩濃縮 → 測定 → 酸度調整 → 副原料添加 → 攪拌 → 測定 → 加熱 → ろ過 → 計量充填
→ 密栓（スクリューキャップ） → 倒置冷却 → ラベルシュリンク → 梱包 → 出荷

基本情報

規格サイズ

成分表 栄養成分表示（5倍希釈液100ml 当たり）

塩分 1.0%以下

酸度 6.3%±0.5

原材料表示

紀州（梅酢）

梅酢、カムカム果汁粉末、イソマルトオリゴ糖／グルコノラクトン、グルコン酸K、 甘味料（キシリトール、スクラロース）

なし

Okahata Nouen Co.,Ltd


