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商 品 名：業務用アイス(ナチュラルベリー）
内 容 量：2,000ml
発送ロット：4本以上（混載可能）で送料弊社負担

発　送：クール宅急便
保　管：到着後の保管は冷凍庫でお願い致します。（-18℃以下）

※納品日時のご希望は承りますが、遅延が発生しご希望通りの納品が出来ない可能性もございます。
　在庫には余裕を持ってのご注文をお願い致します。尚、納品の遅延による売上損失の補償は出来かねます。宜しくお願い致します。

2020年 3月版

レックス・ベリー　業務用アイスカタログ

な に よ り も 素 材
太陽の恵みから生まれた、フレッシュアイス

～美味しいアイスには理由がある～

2 Lバルクから
こんなに作れます

2Lバルク1本より発送いたしますので、場所をとることもありません (※送料別 )

レックスの

強力
サポート

※2Lバルク 規格 / W170×D270×H80mm

ちょっとした
サービスに

2種盛りに
ぴったり

1種盛りに
ぴったり

POPを無料でご用意!!
アイスをご注文いただくと、ご希望の方にメニューもお作り致します。
数種類フォーマットをご用意しておりますので、お店の雰囲気にあった
メニューをお選びください!どうぞお気軽にご相談ください。

作成例 特注例

オリジナルアイスの企画・製造も行っております

株式会社 レックス・ベリー
営業本部 :〒110-0016 東京都台東区台東4-30-8 宮地ビル本館2階
T E L : 03-5812-9697　FAX:03-5812-9698
本　　社 : 〒110-0015 東京都台東区東上野1-12-5
U R L : http://www.rex-very.com/



Ａランク

ご注文ガイド

混載

送料

1

リードタイム
について
※大型連休
年末年始は別途

記載商品内での種類の混載は可能です。

2

3

午前中の発注締め切りで当日出荷可能。
※日曜日のみ出荷不可
出荷日の翌日着（地域により中一日かかります。）

4 本以上での発注で送料無料。
4 本未満 800円

※価格はすべて税別表記です。 ※写真はイメージです。 

無香料・無着色

※使用原材料由来からの香料を含む製品はあります。

自然豊かな嬬恋高原にある「松本牧場」は、有機牛乳にこだわり続け、日本で初めての
「無農薬・低温保持殺菌牛乳」を生み出した牧場です。飼料は無農薬の非遺伝子組み換
えの飼料を使用し、その証明として、牛の寿命も長いのです!美味しさと安心・安全をか
ねそなえた、まさにレックス・ベリーの探し求めた牛乳です。

ベテランのアイス職人が、心を込めて作っています。商
品によっては、仕込みから実際のアイスができるまで5
日間かけて作る商品もあります。大手様の大量生産で
は出せない味わいは、まじめな職人の手間と長年の経
験のなせる技なのです。

皆様に安心して食べていただきたいので香料・着色料
は使用しておりません。素材を生かしたナチュラルな味
わいをお楽しみください。

美味しさは安心・安全から

美味しさはまじめさから

美味しさは素材から

美味しさは安心・安全から

美味しさはまじめさから

美味しさは素材から
有機認定「松本牧場」の牛乳を使用。

2011年3月25日　有機JAS認定　日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会(NPO法人)

秋冬数量限定

秋冬数量限定

特選ランク

お濃抹茶

％
使
用

3.7
石
臼
挽
き

　
一
番
茶
葉

お濃茶をスプーンでいただく。
「良質な抹茶は苦くない。」

一番茶を石臼で丁寧に挽いた
お抹茶を使用しております。
良質な抹茶のうまみを引き出す為に
非加熱製法で作りました。

国産巨峰
シャーベット115％

プレミアム

国産巨峰果汁と国産巨峰濃縮果汁を
ふんだんに使用しました。
ナチュラルな巨峰の美味しさを
お楽しみください。

国産巨峰果汁と国産巨峰濃縮果汁を
ふんだんに使用しました。
ナチュラルな巨峰の美味しさを
お楽しみください。

プレミアムランク

ホワイトコーヒー

Ｂランク

独自製法で手間ひまかけて作っ
たコーヒーアイスです。

レアチョコレート
まろやかでちょっぴりビター
な本格派チョコレートアイス。

和みほうじ茶
苦味ではなく旨味をひきだした、
ほっと和む、ほうじ茶アイスです。

本練り黒ごま
ごまソムリエ監修の黄金の黒ご
まペーストを使用し、ごまの香
ばしさを引き立てました。

いちゴロみるく
たっぷりのいちご果肉が、おいし
さを引き立てたやさしい味わい。

＜京都府産石臼挽一番茶 2.0％使用＞

お抹茶
京都府産、一番茶のみを石臼挽きし
た抹茶を使用し、独自の熱製法によ
り抹茶の旨味を更にひき出しました。

＜新潟産洋ナシ＞

ルレクチェシャーベット
ルレクチエピューレを４０％使用
し、本物のルレクチェを食べてる
ような味わいです。

セレブモンブラン
上質な洋菓子の世界をアイスク
リームでご堪能ください。

ジャージー牛乳の特濃バニラ
有機牧場のジャージー牛
乳とバニラビーンズ、有精
卵、生クリームなど最高の
素材で作ったバニラです。
乳化剤、安定剤不使用！

＜有機認定「キープ牧場」＞

いもゴロジェンヌ
新潟産ブランドさつまいも
「いもジェンヌ」ペーストをあ
と混ぜしまるで焼き芋がゴロ
ゴロ入っているのや食感に仕
上げました。

Ｂランク
バラ＆ラズベリー
バラとラズベリーの真っ赤なコ
ラボレーション。バラのペース
ト、花びらを使用。やさしい酸味
があとをひきます。

バナナミルク
生バナナを丸ごと使い、バナナ
本来のおいしさを閉じ込めた
これぞ本物のバナナアイス。

シャーベット柚子
徳島県産の柚子の皮を使用。
口当たりさっぱりとした
シャーベットです。

ロイヤルミルクティー
ムレスナ社が厳選したフレッシュな新芽を
使って淹れたミルクティーを美味しいアイ
スに仕上げました。

本場スリランカのムレスナ社
最上級の茶葉を生産す
る、ヌワラエリア産の新
芽を使って作る絶品紅茶
メーカー。

杏仁豆腐
中華の定番「杏仁豆腐」を濃厚
なアイスにしました。フルーツ
との相性も抜群です。

信州駒ヶ根高原
ヨーグルトアイス

信州・駒ヶ根高原のすずらん牛乳を原
料とした「のむヨーグルト」を４０％使用。
ほど良い酸味が感じられます。

沖縄黒糖
沖縄県多良間島産黒糖を贅沢
に使用し、こだわりの香り豊か
な黒糖アイスに仕上げました。

奈良県三輪の日本最古の神社（大神
神社）の伏流水を使用し、300年続く
酒蔵今西酒造の純米吟醸三諸杉を使
用して大人のアイスを作りました。

純米吟醸日本酒

ロイヤルバニラ

Ｃランク
塩ミルク

平釜で時間をかけて炊き上げ
たこだわりの塩がマイルドな
甘みを引き立てます。

駿河とうふ
愛鷹山の伏流水と国産大豆で
作られた豆腐を丸ごと使用
しました。

バニラの中のバニラ。
バニラビーンズたっぷり入れ
ました。

大人気ロイヤルバニラに竹炭を
加えました。真っ黒の中にしっ
かりバニラビーンズたっぷり。

黒バニラ焦がしキャラメル
ビターなキャラメルが大人の
味わいを感じさせます。キャラメル
好きに一度は食べてもらいたい。

シャーベット南高梅
甘酸っぱく、さっぱりとした口
当たりは食前・食後のデザー
トにぴったり。

牧場ミルク
有機牧場の牛乳をたっぷり
使って作りました。パフェやフ
ロート類にも最適。

シャーベットすりおろしリンゴ
皮付きのりんごを丸ごと使用。
すりおろし果実感と見事に再
現しました。

アルフォンソマンゴーシャーベット
最高級アルフォンソマンゴーを
贅沢に使用。

シャーベット甘夏
愛媛県産の甘夏果汁をたっぷ
り使用し、果肉も味わえます。

春数量限定 春夏数量限定

桜の花
桜の花びらが入ったほんのり
塩味のアイス！春の不動の一
番人気です。

種類別：アイスクリーム
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：8.0%　乳脂肪分：11.0%

種類別：氷 菓
アレルゲン：ー

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳・大豆
無脂乳固形分：9.0%　乳脂肪分：5.0%
チョコレート脂肪分：4.5%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：8.0%　乳脂肪分：4.0%

※原料の一部に香料を使用しております。
種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：9.0%　乳脂肪分：6.0%

種類別：氷 菓
アレルゲン：ー

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：8.0%　乳脂肪分：7.0%

種類別：アイスクリーム
アレルゲン：乳・卵
無脂乳固形分：11.0%　乳脂肪分：13.0%
卵脂肪分：0.6%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：7.0%　乳脂肪分：5.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳・ごま
無脂乳固形分：11.0%　乳脂肪分：6.0%
植物性脂肪分：3.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：11.0%　乳脂肪分：5.5%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：11.0%　乳脂肪分：6.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：10.0%　乳脂肪分：6.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳・バナナ
無脂乳固形分：5.0%　乳脂肪分：5.0%

種類別：氷 菓
アレルゲン：ー

※原料の一部に香料を使用しております。
種類別：氷 菓
アレルゲン：ー

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：7.0%　乳脂肪分：4.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：8.0%　乳脂肪分：6.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：8.0%　乳脂肪分：6.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：10.0%　乳脂肪分：3.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：8.5%　乳脂肪分：7.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳・卵
無脂乳固形分：9.0%　乳脂肪分：4.0%
卵脂肪分：0.8%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳・卵
無脂乳固形分：9.0%　乳脂肪分：4.0%
卵脂肪分：0.8%

※原料の一部に着色料を使用しております。
種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：11.0%　乳脂肪分：6.0%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳・大豆
無脂乳固形分：8.0%　乳脂肪分：6.0%
植物性脂肪分：0.9%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：8.5%　乳脂肪分：5.5%

種類別：アイスミルク
アレルゲン：乳
無脂乳固形分：10.0%　乳脂肪分：4.0%

種類別：氷 菓
アレルゲン：ー

種類別：氷 菓
アレルゲン：ー

種類別：氷 菓
アレルゲン：りんご

種類別：氷 菓
アレルゲン：ー

※原料の一部に香料を使用しております。

秋冬数量限定
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