
世界主要乳製品企業と共に、トップ50に入る東南アジア唯一の乳製品生産者、ヴィナミルク。
ベトナム国内で「最も好まれる乳製品ブランド」から新商品の取り扱いを開始いたしました。

MADE IN VIETNAM
イマイでは、人口増加で日本への出稼ぎ人口も増えるベトナム産商品の取り扱いを拡大中です。
この度、ベトナムが世界の中でも消費大国と呼ばれる、コンデンスミルク（クリーム）のトップブランドから
新商品の取り扱いを開始いたしました。最近ではアジアだけではなく、欧州や北米でも人気急上昇中です。

● お問合せ先 株式会社 イマイ TEL：03-3260-6060 FAX：03-3260-6072 ●

●ヴィナミルク “コンデンスクリーム” Ông Thọ

ベトナムでは、コンデンスミルク（クリーム）の消費大国と呼ばれるほど、コンデンスミルク（クリーム）をたっぷりかける習慣があります。
イマイでは先に取り扱いを開始している（インスタント）ベトナムコーヒーもその一例といえます。このように、ベトナムコーヒー、
ベトナムのぜんざい「チェー」、フルーツと一緒にミキサーにかけて作るクリーミーで濃厚なベトナムのスムージー「シントー」のほかにも、
フルーツの甘みを足すためにかけたり、コーラに混ぜて飲む人もいるそうです。「小さいころから見て親しんでいる」といわれるほど、
長年にわたって愛されている仙人のような老人と小さい子どもたちがほほえましいパッケージは、
ベトナム人なら懐かしさを覚えるデザインとなっています。

●ココナッツウォーター “COCO FRESH（ココフレッシュ)”

ココナッツが一年中収穫できるベトナムやアジアの国の人々にとって、とても親しみのあるココナッツウォーターは
「天然のスポーツドリンク」や「飲む点滴」と言われるほど、栄養豊富なドリンク。汗をかくと出ていってしまう
ナトリウムやカリウムなどのミネラルが含まれるため、水分補給、ビタミンやミネラルの補給もできる飲み物です。
ベトナム・ベンチェ省で穫れたヤングココナッツと熟したココナッツを混ぜて作っている「ココフレッシュ」は、とても
新鮮で、ココナッツそのものの甘みを活かすために、あまり甘くないのが特徴です。また、最新の超高温殺菌技術
(UHT Sterilization) を使用し、保存料を一切使用していないため、100％自然な味を楽しむことができます。

●コンデンスココナッツクリーム “COCO SWEET（ココスウィート)”

コンデンスミルク (クリーム) の代わりとしてもピッタリなクリーミーで香り豊かなココナッツクリームは、
乳製品やトランス脂肪酸を含まず、グルテンフリー製品となっております。ベトナムのスイーツ代表格「チェー」や
スムージー、マンゴーやパイナップルなどの南国フルーツとも相性抜群。
また、ふわふわのパンケーキにかけるだけで、ハワイアンなココナッツパンケーキも楽しめます。
そのほかトーストやグラノーラと組み合わせたり、夏にはかき氷にかけたりと幅広いアレンジがお楽しみいただけます。
濃厚で香り高いのが特徴なので、ココナッツ風味をしっかりと効かせたいメニューにおすすめです。

●ココナッツミルク “VICO RICH（ビコリッチ)”

アジア料理やデザートの調理、ドリンク等に使用できるココナッツミルク。
ビコリッチの生産においても、新鮮さや美味しさ、高い栄養素を逃がさないために
最新の超高温殺菌技術が使用されています。パンケーキやマフィンなどのデザートでは
牛乳の代わりにココナッツミルクを使うのが一番お手軽。よりしっとり、そして
ココナッツの優しい風味も加わってリッチな味わいに仕上がります。また、コーヒーや
スムージー、タピオカなどと混ぜたらドリンクとしてもお楽しみいただけます。
是非ココナッツミルクのまろやかな味わいと優しい甘さをお試しください。

●ソイミルク（調整豆乳)

100％遺伝子組み換えでない大豆を原料とした、ヴィナミルクの調整豆乳。
大豆の味がしっかりと感じられる豊かな風味にまろやかな飲み心地です。
実は、豆乳の消費量が日本と同じくらいのベトナム。最近では牛乳よりも豆乳の方が
好まれて飲まれているそうで、その消費量は右肩上がりです。
また、豆乳には良質なたんぱく質が豊富に含まれているため、様々な効能が期待できる
健康の強い味方です。ヴィナミルクの豆乳は、あなたの身体が必要とする栄養素、
毎日健康的で活発にいられるためのエネルギーを提供してくれます。
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商品コード 商品名 内容量 ケース入数 賞味期間 JAN ピースサイズ ケースサイズ 参考小売価格（税別） 画像

229001 VIN ｳﾞｨﾅﾐﾙｸ ｺﾝﾃﾞﾝｽｸﾘｰﾑ（缶） 380g 48 12ヶ月 8934673200158 74×74×82 310×450×175 ¥320 ①

229002 VIN ｳﾞｨﾅﾐﾙｸ ｺｺﾅｯﾂｳｫｰﾀｰ ｺｺﾌﾚｯｼｭ 330ml 24 12ヶ月 8934673719360 55×58×140 265×360×160 ¥140 ②

229003 VIN ｳﾞｨﾅﾐﾙｸ ｺｺﾅｯﾂｳｫｰﾀｰ ｺｺﾌﾚｯｼｭ １L 12 12ヶ月 8934673719391 73×80×240 260×300×260 ¥360 ③

229004 VIN ｳﾞｨﾅﾐﾙｸ ｺﾝﾃﾞﾝｽ ｺｺﾅｯﾂｸﾘｰﾑ 365g 48 18ヶ月 8934673200516 73×73×82 304×456×165 ¥300 ④

229005 VIN ﾋﾞｺﾘｯﾁ ｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸ 330ml 24 18ヶ月 8936144254219 53×58×140 265×360×160 ¥240 ⑤

229006 VIN ﾋﾞｺﾘｯﾁ ｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸ １L 12 18ヶ月 8936144254011 70×74×240 260×305×260 ¥620 ⑥

229007 VIN ｿｲﾐﾙｸ（調整豆乳） １L 12 9ヶ月 8934673829397 60×91×205 194×366×216 ¥330 ⑦

● お問合せ先 株式会社 イマイ TEL：03-3260-6060 FAX：03-3260-6072 ● ※賞味期間は製造日起算です。

●メーカー紹介 ヴィナミルク

1976年創業。ベトナム最大の乳製品メーカーで、乳製品で国内首位の市場シェアを誇るベトナムの有名企業。
牛乳はもちろん、コンデンスクリーム、粉ミルクなど、多くの製品が消費者に親しまれています。
環境にも配慮し、ベトナムの天然資源環境省から「グリーン・エンタープライズ」の認証を受け、健康と栄養のコンサルティングセンターを設立するなど、環境や地元に還元する活動も
大切にしています。海外展開に力を入れており、これまでにカンボジアやフィリピンなどのアジア諸国の他、イラク、オーストラリア、米国など、海外53か国へ輸出を行なっています。
2017年には米経済紙フォーブスが発表した世界の公開会社上位2000社のランキング「フォーブス・グローバル2000」にも選出されました。また2017年以来、米国やニュージーランド、
欧州の乳製品企業と共にトップ50入りをした東南アジアで唯一の乳製品生産者となり、2021年にはさらに６段階急上昇し、36位へ。( 英国拠点：Plimsoll Publishing Ltd. による)

① ヴィナミルク
コンデンスクリーム

380g

② ヴィナミルク
ココナッツウォーター
COCO FRESH 330ml

③ ヴィナミルク
ココナッツウォーター
COCO FRESH １L

④ ヴィナミルク
コンデンス ココナッツクリーム

COCO SWEET 365g

⑤ ヴィナミルク
ココナッツミルク

COCO RICH 330ml

⑥ ヴィナミルク
ココナッツミルク
COCO RICH １L

⑦ ヴィナミルク
ソイミルク

（調整豆乳）１L
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