
カフェのこだわりのお手伝い

ボ ナ コ ー ド



天然素材

常温管理

ロス削減

品質安定

製造後2年、開封後は90日間使用可能。
賞味期限切れによるロスを防ぐ。

常温流通、常温保管。
冷蔵・冷凍設備を必要とせず
保管場所のストレスを軽減。

人工香料・人工甘味料不使用。
いやみ、くどさのない甘みと香り。

牛乳や生の果物の代わりに使用す
ることで継時による劣化を防ぎ、
品質を一定に保つ。

Bon Accordの
できること

2



Bon Accord（ボナコード）の歴史は、酪農大国として名高いニュージーランドで2002年に始まりました。
味、香り、見た目の美しさなど「品質」を最重要課題とした商品開発を続け、創業以来、自国のバリスタか
ら愛されるブランドへと成長しました。全てのボナコードの商品は人工香料、人工甘味料を使用せず「本物
だけが持つ美味しさ」にこだわって作られています。

社会貢献にも力を入れ、オークランドの救急ヘリや離島の小学校を
はじめとした多くの団体への支援活動を行っています。

～Always the finest –いかなる時も最高品質であれ～を企業理念に、
おいしく・安心・安全な商品を世界へお届けします。

Bon Accordについて

創業者Paul L’Amie

～カフェのこだわりをお手伝い～という言葉を掲げ、単に商品を販売
するのではなく、レシピ開発のサポートからトレンドの発信までさま
ざまなことを通しお客様の縁の下の力持ちとしてあり続けます。
お客様個々のお悩みに寄り添いながら、大切なお店のトータルサポー
トを目指します。私たちの商品をご愛用いただく全てのお客様＝ボナ
コードパートナーの皆様に、ボナコードの商品を以て、「美味しさ」
と「信頼」を誠意をもってお届けします。

グローバル・ビジョン株式会社
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-7-6晴花ビル2階
TEL：03-5623-0710
Eメール：bonaccord@gastronomy.co.jp

Bon Accord ジャパンについて

ニュージーランドにおいてカフェ文化が急速に発展し、ローカルのコーヒーロースターが急増していた時代、
Bon Accordの創業者であるPaul L’Amie は自国のカフェ文化の将来性に着目し、2002年、Bon Accord
Products Ltd.を立ち上げました。

「“クオリティ”こそが最も大切な原材料である」品質に対するこのPaul
の真摯な想いが、現在のBon Accord社の～Always the finest –いかな
る時も最高品質であれ～というモットーとなりました。以来、ニュー
ジーランド国内のカフェやバー、レストランから広く愛されるブランド
へと成長し、2015年より世界のBon Accordとして日本やUAE、タイを
はじめとした海外への輸出事業にも注力しています。

Bon Accordは私の誇りです。Bon Accordが世界中で人々から愛されて
いるのを見届けられることほど幸せなことはありません。-Paul L’Amie

私たちBon Accordジャパンは、グローバル・ビジョン株式会社を日本の総代理店として、2020年より
始動いたしました。

JAPAN
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FRAPPE
BASES

バニラ チョコレート

クリーム キャラメル ホワイトチョコレート

ヨーグルトココナッツ

抹茶 モカ エスプレッソ

Vanilla Ice Ice Chocolate

Créme Caramel White Chocolate

Yoghurt SmoothiePina Colada

Matcha Green Tea Mocha Espresso

パウダー 50g

++

水 160ml 氷 200g

Bon Accordフラッペベースで作るシンプルフラッペ（420ml）

パウダー 50g

+ +

水 110ml 氷 200g

Bon AccordフラッペベースとBon Accordフルーツパルプで作るフルーツフラッペ (420ml)

+

フルーツパルプ 50ml

フラッペベース

フラッペやスムージー、フローズンドリンクの品質をより高めることが
できるフラッペベースパウダー。ボナコードの祖国であるニュージーランドの
良質なミルクを成分無調整で加工したミルクパウダーを贅沢に使用しています。

牛乳やアイスクリームを必要とせず、口当たりが滑らかでクリーミーなフラッペが簡単に実現
します。時間が経っても分離せず、飲み切る最後のひと口まで美味しさが持続。テイクアウト
に、ゆっくりおしゃべりしながらの1杯に最適です。

シンプルフラッペ フルーツフラッペ
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FRUIT
PULPS フルーツパルプ
完熟フルーツから作られたフルーツパルプ（＝トロミのあるソース状の濃縮果肉）です。
左頁のボナコードフラッペベースとの相性は抜群で、クリーミーなフラッペにフレッシュで爽
やかなフルーツの味わいをプラスします。

ほかにもソフトドリンクやカクテルのベースにしたり、アイスクリームやパンケーキのソース
にしたり。またフルーツホイップへのアレンジや、本格派かき氷のソースとして使うのもおす
すめです。ドリンクからデザートまで幅広くお使いいただけます。

マンゴー ミックスベリー

レモン&ライム フィジョア&アップル

完熟ピーチ

トロピカルフルーツ

完熟バナナ
Juicy Mango Summer Berry BananaPeach

Tropical Fruits Lemon & Lime Feijoa & Apple
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HOT DRINK
POWDERS ホットドリンクベース

※ホットでも美味しく飲めるフラッペベース（P.4参照）

<意外と知らない!? チョコレートの豆知識>
ホットチョコレートとココアの違いってなに？

どちらも原料は同じカカオ。明確に区別されないことも多くなりましたが、簡単にい
うと両者の違いは「カカオバター」が取り除かれているか否かです。

ココアの材料であるココアパウダーは、カカオ豆から油分であるカカオバターを取り
除いて作られます。一方でホットチョコレートの材料であるチョコレートは、カカオ
豆からカカオバターを取り除かずに作られます。

ココアは、油分（カカオバター）を取り除いているためどちらかというとさっぱりし
ているのに対し、ホットチョコレートはカカオバターのコクが加わり、より豊かで濃
厚な、チョコレート本来の味を楽しむことができるのです。
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濃厚チョコレートホットチョコレート
Hot Chocolate Sipping Chocolate

濃厚チョコレートホットチョコレート ホワイトチョコレート
Hot Chocolate Sipping Chocolate White Chocolate

ジンジャーナッツラテ
Gingernut Latte

チョコレートドリンク

その他ホットドリンク

抹茶
Matcha Green Tea

クリーム キャラメル
Créme Caramel

(※)

(※)(※)

★ジンジャーナッツラテ ：30g
・ホットミルク ：200ml

ジンジャーナッツラテ

★フラッペベース ：30g
・お湯 ：150～200ml

ホットラテ(※)

★濃厚チョコレート ：30g
・お湯 ：100ml

濃厚チョコレート

★ホットチョコレート ：30g
・ホットミルク ：200ml

ホットチョコレート



SOFT DRINK
BASES ソフトドリンクベース

天然のフレーバーでラテやモカ、
ホットチョコレートのアレンジに。
乳製品やチョコレートと合わせると
優しいアロマが広がります。
フラッペやホイップクリームの
香りづけにもどうぞ。

「希釈するだけ」というシンプルなオペレーションで、最高に本格的な1杯を。
素材のいいところがギュツ！と詰まった、新しいドリンクのラインナップに。

SYRUPS シロップ

スパイシー
Spicy Chai

スイート
Sweet Chai

バニラ・
シロップ
Vanilla Syrup

ヘーゼルナッツ・
シロップ

Hazelnuts Syrup

キャラメル・
シロップ

Caramel Syrup

ピーチ・
ティー

Peach Iced Tea

マンゴー・
ティー

Mango Iced Tea

レモン・
ティー

Lemon Iced Tea

レモネード
Old Fashioned

Lemonade

レモンハニー
ジンジャー
Lemon, Honey

& Ginger

カシスハニー
Blackcurrant

& Honey

★ドリンクベース ：30ml
・お湯 ：200ml

ソフトドリンク

★ドリンクベース チャイ ：30ml
・牛乳（アイス / ホット） ：200ml

チャイ

フルーツティー フルーツドリンク

チャイ

★ドリンクベース ：30ml
・水 / 炭酸水 ：200ml
・氷 ：適量

ホット アイス
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形 式 STEALTH885

電 源 100V 50/60Hz

電 流 14.5A(30分定格)

消費電力 1.2kW

回 転 数 プログラム:2,100～21,000r.p.m.(10段階) [無負荷時]

容器容量 2.2L

処理容量 最大:0.95L 最小:0.2L

質 量 7.2kg(本体6.6kg＋容器・容器蓋0.6kg)

外形寸法
幅220✕奥行235✕高さ440mm
(防音フードカバー開時奥行380✕高さ620mm)

オプション

形 式 ラピッドリンスステーションセット

電気設備 不要

給水·排水 要

流 量 90cc/秒 ※1回の洗浄で約10～20秒

質 量 5.2kg

外形寸法 幅210✕奥行492✕高さ200mm

水の使用量は手洗いの2/3。素早いオペレーションに！
リンサーユニット部を押すだけで水圧で容器を洗浄、時間と水の節約でオペレーションを効率化。
リンスステーションの導入で乾燥、保管スペースとしても活用できます。

BLENDER ブレンダー

高品質なフラッペづくりにに最適。
42種の多彩なプログラムと圧倒的な静音性。

プラスチック容器
保管・着脱が便利な専用容器

ラピッドリンスステーション ラピッドリンサー

シンクの中に設置する、コンパクトな
リンサー部分のみも用意しています。

形 式 ラピッドリンサー

電気設備 不要

給水·排水 要

流 量 90cc/秒※1回の洗浄で約10～20秒

外形寸法 幅152✕奥行152✕高さ114mm
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レストランやホテルでの
ティスプレイに。
専用木箱をオーダーメイド
いたします。

ケースサイズ
（13x19x26cm）

コンパクトな紙箱で
使用後の廃棄も簡単。

規格：
ゴールデン（左）、アンバー（右）

大自然の中で完全放牧
”アイスランドラム”

ストレスフリーな環境で育つ
”ニュージーランド産牧草牛”

ヘルシーで使いやすい個食パック
”カナダ産仔牛肉”

FOOD フード
カフェメニューをサポートするフードアイテムのご紹介です。
「こんなものがあったらいいな」「もっと便利にならないかな？」
どんなことでもお気軽ご相談ください。
ボナコードパートナーである皆様の、カフェのこだわりをお手伝いいたします。

メープルシロップ業務用 ５L

品質を安定させるバッグインボックス（真空包装）。
開封後も酸化せず使い切る最後の瞬間までクリーンな味わいが持続。
開封後も常温保管で1年間使用が可能、カビ発生のリスクも大幅に減少。
5L (6.6kg)の業務用規格でコスト削減に大きく貢献。

規格：90g / パック

スモークミート（牛バラ パストラミ）

カナダ・モントリオールの伝統料理。
牛モモではなく牛バラを使うことで適度な脂を感じるジューシーなパストラミ。
個食パックでロスを防ぎ、湯せん（電子レンジ）で温めるだけの簡単オペレーション。
そのままおつまみで提供できるほか、ボリューミーなサンドイッチのグザイにもなります。

その他畜肉製品

ボナコードの輸入者グローバル・ビジョン(株)はお肉のプロフェッショナル。
世界各国の安心・安全なお肉を多数揃えております。ブロック肉から加工品まで、何でもお気軽にご相談ください。
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規格：ブロック（受注生産）



RECIPES レシピ

・水 ：160～170ml
★フラッペベース バニラ ：50g
・氷 ：約200g
・ココアクッキー ：1～2枚

クッキーバニラフラッペ

クッキーの分、水をやや多めに入れます。お好みの固さに調
整してください。ココアクッキーアレンジはフラッペベース
バニラの他にチョコレートや抹茶、キャラメルなどがよく合
います。

・水 ：145ml
★シロップ バニラ ：15ml
★フラッペベース バニラ ：50g
・氷 ：約200g

バニラフラッペ

バニラのアロマがリッチに広がるバニラフラッペ。
ほんの少しのシロップで、ミルクの味わいがより豊かに。

・アイスコーヒー ：160ml
★フラッペベース バニラ ：50g
・氷 ：約200g
・コーヒー豆（お好みで） ；3～4粒

コーヒーフラッペ

アイスコーヒー160ml → エスプレッソ1shot＋水130ml
に置き換えると、より香り高い味わいになります。
フラッペベースバニラをチョコレートにするとモカフラッペ
に。キャラメルコーヒーアレンジもおすすめ。

・水 ：160ml
★フラッペベース ：50g
・氷 ：約200g

シンプルフラッペ

フラッペベースと水、氷だけで作る最も簡単なフラッペ。
チョコレート・抹茶・クリームキャラメルなどがおすすめ。
このままでも、お好きなアレンジを加えても。

・100％オレンジジュース ：160ml
★フラッペベース チョコレート ：50g
・氷 ：約200g

チョコオレンジフラッペ

チョコとオレンジの上品な組み合わせです。
ほかにも、お好みのフラッペベースにパイナップルやグレー
プフルーツ、アサイーなど、いろいろなジュースでアレンジ
をお楽しみください。（100％ジュースがおすすめ）

・水 ：130ml
★ドリンクベース チャイ ：30ml
★フラッペベース バニラ ：50g
・氷 ：約200g

チャイフラッペ

本格スパイスが豊かに香るフラッペ。フラッペベースバニラ
をチョコレートに変えるとスパイスチョコフラッペに。

・パイナップルジュース ：145ml
・ブルーキュラソーリキュール ：15ml
★フラッペベース ココナッツ ：50g
・氷 ：約200g

ブルーハワイ（カクテル）

プールサイドやビーチで映える夏色のブルー・ハワイの
フローズンカクテル。フラッペベースバニラの他にはヨーグ
ルトやココナッツが青色をきれいに出せるのでおすすめ。

レシピはSNSで続々配信中！ピニャコラーダ（カクテル/モクテル）

・ホワイトラム ：30ml
・パイナップルジュース ：130ml
★フラッペベース ココナッツ ：50g
・氷 ：約200g

南国感あふれるフローズンカクテルです。
ホワイトラムを入れずにパイナップルジュース160mlで作る
と、お子様も喜ぶモクテル(ノンアルコールカクテル)に。 @BonAccordJapan ボナコードジャパン

・水 ：110ml
★フルーツパルプ 各種 ：50g
★フラッペベース バニラ ：50g
・氷 ：約200g

フルーツフラッペ

フラッペベースバニラは全てのフルーツパルプと相性◎。
チョコレートやヨーグルトもフルーツアレンジがおすす
めです。
チョコレート×ミックスベリー、ヨーグルト×ピーチなど。
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（順番に入れてください）



Bon Accordと

サスティナビリティ
私たちボナコードジャパン（グローバル・ビジョン株式会社）は

ボナコードパートナーの皆様と手を取り合い、共にサスティナブルな取り組みに貢献します。

03-5623-0710
bonaccord@gastronomy.co.jp

まずはお気軽にお問合せください！

ブランドサイトにてオンライン発注も可能！

ボナコードのブランドサイトにてあらゆる情報、レシピなど公開しています。

オンラインでも簡単にご購入いただけます！1パックからお気軽にご検討ください。

グローバル・ビジョン株式会社 ボナコード事業部

JAPAN

http://www.gastronomy.co.jp/bonaccord
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フードロスをなくそう

フェアトレードへの取り組みで貧困をなくそう

開封後90日間（約3ヵ月）使うことができるボナコードの商品。
開封後の管理が難しい牛乳や品質を一定に保ちにくい生のフルーツの代わりに使
うことで、期限切れや品質劣化によるロスを大幅に防ぐことができます。
ボナコードパートナーのお客様のフードロスを削減する取り組みに貢献します。

ボナコードの冬の定番商品ホットチョコレート。通常商品のホットチョコレー
トの他に、フェアトレード認証原料であるカカオと砂糖を使用した「フェアト
レード ホットチョコレート」があります。国際フェアトレード基準では、児童
労働を禁止し安全な労働環境を保証しています。生産者、消費者の両方が元気
で幸せな世界になるようにという想いが込められた、ボナコードのフェアト
レードホットチョコレートです。

私たちは、ボナコードパートナーのお客様と共に、フェアトレードの推進に努
め、貧困の連鎖を断ち切ります。生産国の子供たちが適正な教育を受けられる
よう、また生産者が適正で安定した収入を得ることができるよう、ボナコード
のフェアトレードホットチョコレートを選択してみませんか。
フェアトレード商品は受注輸入品です。お気軽にご相談ください。



グローバル・ビジョン株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-7-6 晴花ビル2階

Tel: 03-5623-0710 Fax: 03-5623-0720
https://www.gastronomy.co.jp/


