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ＰＥＲＯＮＩ（ペローニ）はロシア・モスクワ

発のはちみつブランドです。

ロシア人は、はちみつが大好きでデザート

や料理に使用するだけでなく、寒い日が

長いロシアでは健康意識が非常に高く、

風邪予防としても日頃から積極的にはち

みつを食べています。

ペローニ社は、「自然・おいしい・美しい」

を三原則に掲げ、はちみつを通して皆様

により健康で素晴らしい日々をお届けし

たいと願っています。

ロシアの伝統的なはちみつを、ロシア人

シェフのレシピを元に健康的で美味しく

華やかなホイップハニーに作り上げました。

今まで味わった事のない新感覚のはちみ

つです。ロシアの伝統と革新を込めたペ

ローニのホイップハニーを是非ご賞味く

ださい。

FROM FOUNDER.FROM FOUNDER.

創設者

(左)Roman

(右)Maria Petchenko



ペローニのはちみつは、中央ロシア・アルタ

イ・カザフスタンの天然の花のはちみつを使

用しています。

低温繊細撹拌(かくはん)技術という特別な

技術を使用し、長時間一定の速度で12℃～

14℃を維持し十分にこねることで柔らかな

ホイップ状にしました。

ホイップ状にすることで、ロシアの寒い環境

下でも固まらずに柔らかい状態のはちみつ

にしました。

またこの技術は、はちみつ本来が持つ有効

成分を保たせることができ、尚且つドライフ

ルーツ・ベリー・ナッツを加えることで原料の

もつ有効成分をさらに増すことが出来ます。

これらの特殊な製造工程により、舌ざわりな

めらかで優しい口どけが味わえる、健康的

なホイップハニーが出来上がります。

全工程で厳密な品質管理が行われていま

すので安心してお召し上げりいただけます。

ABOUT PERONI.ABOUT PERONI.



ペローニのホイップハニーは、１５種類以上

のフレーバーが揃っています。

ドライフルーツやナッツをそのままクラッ

シュして混ぜているので、果肉や粒の自然

な食感を味わえます。

カラフルな色合いは、合成着色料は一切使

用していません。赤系の色は各種ベリーの

色、黄色系は天然ウコンの色です。

もちろん砂糖も不使用で天然の素材のみ

で作られています。

そのままお召し上がりいただいても、パン

やヨーグルトと合わせても美味しくお楽し

みいただけます。

パッケージにも大変こだわりを持っていま

す。味だけではなく、見た目も素敵だと心

がときめきます。

華やかで愛らしいデザインは贈り物として

も大変喜ばれる逸品です。

ぺローニハニーに使われているフルーツやベリーは凍結乾燥（フ

リーズドライ）によって乾燥されます。凍結乾燥（フリーズドライ）と

は、フルーツやベリーを冷凍したあと真空状態にし、水分を昇華

（※固体が液体を経ないで直接気体になること）させ乾燥させる技

術を言います。 工程の中で高温にさらされることがない為、フ

ルーツやベリーの味、香り、色が最高の状態のまま保たれます。

How were berries and fruits dried?

PERONI HONEY.PERONI HONEY.

-フルーツやベリーはどのように乾燥されているか-
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honey souffle
DESSERT NATURALLY GENTLE

83. Amaretto Coconut

アマレットココナッツ
生産地：中央ロシア
カクテルのアマレットのような香りとクラッシュしたココ

ナッツをミックスした蜂蜜。アーモンドはほのかな苦味を

与え、ココナッツは甘くロマンティックな香りを引き立た

せる人気商品の一つです。おすすめの食べ方は、焼き

立てのパンに合わせると、パンの香ばしい風味と甘いコ

コナッツの香りが合わさり、それはもうとても美味しくス

ペシャルな朝食になるでしょう。

■原材料名 : 蜂蜜、ココナッツ、アーモンド

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

201. Paradise with apricot

アプリコット
生産地：中央ロシア
柔らかいアプリコットの果実が加わったのジャムのよう

なジューシーな蜂蜜。口の中でじゅわっと広がるアプリ

コットと、ホイップした蜂蜜のクリーミーさとのコラボレー

ションは一口でうっとり満足感を与えます。アイスクリー

ムやヨーグルトに合わせるととても美味しく贅沢なデ

ザートになります。

・ ワールドフード2014の銀メダル製品。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥あんず／ウコン色素

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

80. Amur Linden

アムールリンデン
生産地：アムール
ロシアのアムール川の菩提樹の花から由来している事

から、アムールリンデンとなっています。春の花、花粉、

ミルクキャラメル、バニラを連想させるさせるような優し

くて繊細な風味です。そのままデザートとしてお召し上

がり頂いても、コーヒー・紅茶、お料理に使って大変美

味しいです。

■原材料名 : リンデン蜂蜜

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500



202. Pine Nut

松の実
生産地：中央ロシア
健康的で栄養価の高い松の実が入った風味高い蜂蜜

です。松の実の繊細でスパイシーな風味に、ホイップし

た蜂蜜が加わり、ロシアンテイストで個性的なデザート

です。バケットやスコーンに添えてほのかな苦みと甘さ

をお楽しみ頂ける大人なデザートです。

・ Prodexpo 2015年の銀メダル製品。

■原材料名 : 蜂蜜、松の実

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

honey souffle
DESSERT FOR GOURMETS

203. Mojito with Malissa

モヒートとメリッサ
生産地：中央ロシア
カクテルのモヒートを思わせる、爽やかな風味の蜂蜜。

ハーブガーデンの繊細な香りに、ホイップした蜂蜜のク

リーミーな甘みが混じり合い、魅惑的なカクテル蜂蜜に

なっています。もちろんノンアルコールなのでお子様に

も美味しく召し上がっていただけます。白湯に溶かして

からしっかり冷やせば、フレーバーウォーターとしてもお

楽しみいただけます。

・ Prodexpo 2015年の銀メダル製品。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥レモン／レモンバーム香料、レ

モン香料、着色料(葉緑素)  

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

204. Cranberry

クランべリー
生産地：中央ロシア
クランベリーの愛らしいピンク色が目を惹く蜂蜜。バラ

の香り、花の咲く春の庭、フルーツのシャーベットを連想

させるような上品で甘酸っぱいクランベリーの風味は女

性に特に人気です。 紅茶に入れて、フレーバーティーと

しても美味しくいただけます。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥クランベリー

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500



honey SOUFFLE
DESSERT FOR GOURMETS

207. Raspberry

ラズベリー
生産地：中央ロシア
明るくジューシーなラズベリーが入ったフレッシュな蜂

蜜。ラズベリーの甘酸っぱさは、太陽の光で満たされた

暖かい夏の庭の雰囲気を連想させます。鮮やかなベ

リーの色は、食卓に彩り添えます。アイスクリームやヨー

グルト、パンケーキに合わせて華やかなデザートタイム

をお楽しみください。

・ Prodexpo 2015年の銀メダル製品。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥ラズベリー

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

205. Walnut

クルミ
生産地：中央ロシア
ロシア産のクルミが入った濃厚で芳醇な蜂蜜。クルミの

苦みとキャラメルの香ばしい甘みが、優しい風味のホ

イップした蜂蜜の中で引き立ちます。ふわっと鼻を通る

深みのあるクルミの風味が大人の味。バケットやスコー

ンのバターの風味と、クルミ入りホイップハニーはとても

相性が良いです。

■原材料名 : 蜂蜜、クルミ

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

209. Ginger with Lemon

生姜とレモン
生産地：中央ロシア
ふわっと鼻を通る生姜の風味と、後味をすっきりさせる

レモンを加えた蜂蜜。生姜の風味が程よくスパイスとな

り、優しい甘さのホイップハニーに刺激を与えます。生

姜は古くから癒しの効果もあり、健康的で心身ともにリ

ラックスさせます。また風邪予防にも効果的。紅茶にい

れてジンジャーティーとしてもお楽しみいただけます。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥生姜、乾燥レモン

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500



honey SOUFFLE
DESSERT FOR GOURMETS

211. Orange

オレンジ
生産地：中央ロシア
ドライオレンジをミックスさせたフルーティーな蜂蜜。オ

レンジの爽やかな柑橘の風味と、優しい甘さのホイップ

ハニーは相性抜群。一口食べた瞬間、爽やかな味わい

が口いっぱいに広がり夏を感じさせるデザートです。

安定のオレンジ風味は老若男女に人気。後味もさっぱ

りなので、ヨーグルトと合わせるのをおすすめします。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥オレンジ／ウコン色素

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

701. Pistachio

ピスタチオ
生産地：中央ロシア
ピスタチオをクラッシュして贅沢に使用した優しい甘さ

の蜂蜜。クラッシュさせることでピスタチオの粒の食感も

味わえます。ピスタチオのエメラルドグリーンの色合い

は、宝石のような華やかで洗練された大人のデザートと

して喜ばれます。バケットやスコーンと合わせていただい

ても、そのまま召し上がっても満足できる味わいです。

■原材料名 : 蜂蜜、ピスタチオ／ 着色料(葉緑素)

■参考上代（税抜）: 250ml ¥2400 / 30ml ¥500

702. Mango & Passion fruit

マンゴーとパッションフルーツ
生産地：中央ロシア
ドライマンゴーをミックスさせたトロピカルな蜂蜜。マン

ゴーの爽やかな甘さとパッションフルーツの絶妙な酸味

がホイップハニーの優しい甘さと交わり贅沢なデザート

に仕上がりました。一口食べるとマンゴーの香りがじゅ

わっと広がります。特に女性に人気のマンゴーはギフト

としても大変喜ばれます。アイスクリームやヨーグルトと

合わせると美味しいです。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥マンゴー／パッションフルーツ

香料

■参考上代（税抜）: 250ml ¥2400 / 30ml ¥500



honey SOUFFLE
DESSERT FOR GOURMETS

■参考上代（税抜）: 250ml ¥2400 / 30ml ¥500

703. Wild Strawberry

野イチゴ
生産地：中央ロシア
赤くて可愛い野イチゴをミックスさせた初恋を思わせる

甘い味わいの蜂蜜。野イチゴの心地の良い甘酸っぱさ

はすっきりとした後味です。野イチゴの可愛い色合いは

食卓やティータイムに彩りを添えます。ブレットやパン

ケーキと合わせるとグッと華やかな美味しい時間を過ご

せます。

■原材料名 : 蜂蜜、乾燥いちご、乾燥野いちご

■参考上代（税抜）: 250ml ¥2400 / 30ml ¥500

70６. Cherry & almond

チェリーとアーモンド
生産地：中央ロシア
しっかりとした甘さの中にアメリカンチェリーのフルー

ティーな酸味がほんのりと感じられる蜂蜜。 アメリカン

チェリーの酸味と蜂蜜の甘み、アーモンドの粒の食感が

とてもマッチし、しっかりとした味わいは一口で魅了。ア

イスクリームやヨーグルト、パンケーキに合わせて華や

かなデザートタイムをお楽しみください。

■原材料名 : 蜂蜜、チェリー、アーモンド、濃縮チェリー

ジュース／アーモンドエキス、ブドウ果皮色素

■参考上代（税抜）: 250ml ¥2400 / 30ml ¥500

705. Peanuts with                                                                                                 
salted caramel

ピーナッツと塩キャラメル
生産地：中央ロシア
ピーナッツと塩キャラメルをミックスさせた味わい深い

蜂蜜。ピーナッツ・塩キャラメル・ホイップハニーの３種の

組み合わせは優しい甘さと軽い塩味の絶妙なハーモ

ニー。しっかりとした味わいは一口で魅了し、食欲をそ

そるピーナッツバターを思わせる風味は、バケットやス

コーンとの相性も抜群です。

■原材料名 : 蜂蜜、キャラメル、ピーナッツ、食塩

■参考上代（税抜）: 250ml ¥2400 / 30ml ¥500



honey SOUFFLE
DESSERT FOR GOURMETS

212.blue lagoon                                                

ブルーラグーン
生産地：中央ロシア
スプーン１杯で、熱帯の島の海岸にいるような気分にさ

せる蜂蜜。ココナッツの柔らかさと、パイナップルの新鮮

さ、青いスピルリナによって、美しいスカイブルー色の魔

法の蜂蜜が出来上がりました。そのまま召し上がっても

満足できる味わいです。

■原材料名 : 蜂蜜、フリーズドライパイナップル、ココ

ナッツ／ブルースピルリナパウダー

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

new flavors

217.spicy grape                                                

スパイシーグレープ
生産地：中央ロシア
スパイシーなグリューワインを思わせる蜂蜜。蜂蜜のク

リーミーな甘みにオレンジの酸味、スパイスの香りが絶

妙なバランスで絡み合い、暖炉のそばで柔らかい毛布

にくるまってホットワインの飲む夜の風景が浮かびます。

ハードチーズ、アイスクリーム、バケットとの組み合わせ

をおすすめ致します。

■原材料名 : 蜂蜜、オレンジの皮、シナモン／クローブ、

グレープエキス、黒ニンジンエキス

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

704.cola

コーラ
生産地：中央ロシア
バニラコーラとラム酒風味の蜂蜜。アラビアンナイトのよ

うに真っ黒な蜂蜜は、好奇心にあふれた方に是非試し

てほしい逸品です。大胆な見た目と、優しい甘みの

ギャップが体験できるでしょう。

■原材料名 : 蜂蜜、野菜の木炭／ラムエキス、コーラ

エキス、バニラエキス

■参考上代（税抜）: 250ml ¥3000 / 30ml ¥500

2021'９月頃入荷予定の新しいフレーバーになります。初回は、［30ml瓶］のみの入

荷となっております。詳しい入荷時期は、各担当営業へお問い合わせください。



honey SOUFFLE
DESSERT FOR GOURMETS

704.blue berry

ブルーベリー
生産地：中央ロシア
美しいラベンダーカラーが目を引くブルーベリーの蜂蜜。

栄養価の高いブルーベリーをホイップ状の蜂蜜と混ぜ

合わせることで、少しの酸味のあとに明るい甘さが全体

を包み込みます。パンやヨーグルトと相性が良いです。

毎日の食卓をぐっと華やかにします。

■原材料名 : 蜂蜜、ドライブルーベリー

■参考上代（税抜）: 250ml ¥2400 / 30ml ¥500

new flavors

2021'９月頃入荷予定の新しいフレーバーになります。初回は、［30ml瓶］のみの入

荷となっております。詳しい入荷時期は、各担当営業へお問い合わせください。

GIFT SET

4 pieces gift box
30ml×4個入りギフト箱
30ml×４個入りのペローニオリジナルのギフト箱

です。さりげないゴールドがポイントの高級感のあ

るギフト箱になります。大切な方へのプレゼントに

大変喜ばれます。

■参考上代（税抜）:¥700

1 pieces gift box
250ml×1個入りギフト箱
250ml×1個入りのペローニオリジナルのギフト

箱です。さりげないゴールドがポイントの高級感の

あるギフト箱になります。大切な方へのプレゼント

に大変喜ばれます。

※250ml(ジャー瓶)専用

■参考上代（税抜）:¥500



≪ナッツ系≫

701.ピスタチオ

≪シトラス系≫

702.マンゴーと

パッションフルーツ

≪ナッツ系≫

705.ピーナッツと

塩キャラメル

≪ベリー系≫

706.チェリーとアーモンド

≪ベリー系≫

703.野イチゴ

≪ベリー系≫

204.クランベリー

≪ナッツ系≫

205.クルミ

≪シトラス系≫

209.生姜とレモン

≪シトラス系≫

211.オレンジ

≪ベリー系≫

207.ラズベリー

≪プレーン≫

80.アムールリンデン

≪ナッツ系≫

83.アマレットココナッツ

≪ナッツ系≫

202.松の実

≪シトラス系≫

203.モヒートとメリッサ

≪シトラス系≫

201.アプリコット

≪ファニー系≫

212.ブルーラグーン

≪ファニー系≫

217.スパイシーグレープ

≪ベリー系≫

704.ブルーベリー

≪ファニー系≫

218.コーラ



ミカサ通商株式会社

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-37-1 大森ビル3F

Tel ： 03-3391-2251  Fax ： 03-3391-3821

info@mikasa-net.co.jp

thank you

Please contact us by email or 

phone if you have any qesutions 

regarding our proposal.

We look forward to hearing from you.

■賞味期限は製造日より約２年です。

海外輸入商品のためご注文時期により賞味期限にばらつきが出る可能が

ございますので予めご了承ください。

■直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください。

■１歳未満の乳児には与えないでください。

■100％天然素材のみで作られているため、色の違い・分離が稀に見られる

場合がございますが、商品に問題はなく、おいしく召し上がっていただけます。

■製造技術上、稀に気泡が見られる場合もございますが、商品に問題はなく、

おいしく召し上がっていただけます。


