
情熱をもった養蜂家
Solmeilato, Filippo Leonardi : Beekeeper for Passion

　フィリッポ = レオナルディ氏は幼少期より養蜂に情熱を注いでき
ました。12歳でエトナ山の麓で彼の父が購入した蜜蜂巣箱を管理し
始め、1984年には養蜂作業を開始しました。同年、会計学の学位
を取得した後、レオナルディ氏は父と同じキャリアを進むという大
きな決断をし、彼自身の養蜂ビジネスを創業しました。

　フィリッポ = レオナルディ氏が開発した農法はいくつかの必然的
な法則に則っています。まず、蜂の種は慎重に選抜され、病気に強く、
非攻撃的で、さらに生産的な種が選ばれます。これにより、強く健
康的な蜂のみが蜂蜜を生産し、品質を劇的に向上させます。

　私たちの蜂の巣は、100パーセントケミカルフリーであり、 EUの
オーガニック標準によっています。養蜂家フィリッポ・レオナルディ
は慎重に女王蜂を選択して、健全さと巣箱の数を維持しています。
このようにして小さい女王蜂を中心とする巣の形で、毎年、新たな
多くのストックをもたらすことができています。

エトナ山

カラブリア地方

シチリア島

Italia



最高品質
ソルミエラト有機活性生蜂蜜は以下のように最高品質です。

• 適切な水分含有量を有し、発酵しません。
• 優れた味と香り。
• 特定の花の種類という特徴
• 蜂の巣にある、よく熟成した蜂蜜に似ている
• ジアスターゼ活性
• 高い抗酸化レベル
• 活性酵素
• 高栄養、よりよい味
• 無農薬、抗生物質フリー
• 水分レベルは10%です。
• 低温抽出 (摂氏32度から34度 )
• ミネラルやビタミンが豊富
• 工業的に他の蜂蜜とブレンドされることはなく、
　唯一の養蜂家からのみ供給されます。
• 100%純粋な、何も加えられていない蜂蜜。
• 弊社の蜂蜜はIFS［国際食品規格（International Food Standard）］  
  の認定を受けています。

Lemon Blossom Image

Sulla Blossom Image



品質データ
ジアスターゼ、HMF、ヒドロキシメチルフルフラール、鮮度、非混入、非長期保存の証拠

HMF値について
EU が許可した最大 HMF 値は 40mg/kg です。抽出さ
れた新鮮な蜂蜜では10mg/kg 以下が 一般的です。低い
値は、生蜂蜜の鮮度の指標であり、加熱や長期保存また
転化糖を混 ぜたりしていないということです。

加工及び貯蔵後決定されたジアスターゼ活性やヒドロキ
シメチルフルフラール (HMF) の内容 ジアスターゼ活性
(シャーデスケール )は、高品質蜂蜜の指標です。

ジアスターゼ活性
高品質蜂蜜のためのEUの一般的な最小値は、8ユニット
シャーデ /g です。但し、酵素濃度が低い柑橘系の花 ( オ
レンジ、レモン、ベルガモット ) に関しては 3 ユニット
シャーデ /gを下回らないとしています。

●ソルミエラトのHMFテスト結果

ベルガモット 花蜂蜜 3.4 mg / kg 40 mg / kg
レモン花蜂蜜 5.1 mg / kg 40 mg / kg
オレンジ花蜂 蜜 4.2 mg / kg 40 mg / kg
スラ花蜂蜜 2.2 mg / kg 40 mg / kg

●ソルミエラトのジアスターゼテスト結果

ベルガモット 花蜂蜜 12.8 3
レモン花蜂蜜 11.6 3
オレンジ花蜂 蜜 12.4 3
スラ花蜂蜜 10.5 8
参考 :LEOCHIMICA Studi di Consulenza ‒ Laboratori di Prova（2014年）

参考 :LEOCHIMICA Studi di Consulenza ‒ Laboratori di Prova（2014年）

蜂蜜種類   ユニット シャーデ/ g 

蜂蜜種類     U.M. mg/kg 最大 EUリ ミット

最小制限度(ユニットシャーデ/ g)



HMF・ジアスターゼ活性について

　そもそも、最も大切な蜂蜜酵素の一つはオリゴおよび多糖
類でグリコシド結合を分解することが可能であるジアスター
ゼです。ジアスターゼ活性は測定可能であり、ジアスターゼ
数として表現されています。
　 蜂蜜に関する EU 基準に従って、ジアスターゼ酵素と
HMF (Hydroxymethylfurfura “HMF” ヒドロキシメ チル
フルフラール ) は、もし、蜂蜜がその製造過程で加熱された
場合、加熱によって引き起こされる酵素へのダメージを考慮
して、蜂蜜の品質及び抗菌活性を測定するため、唯一確立さ
れた認識要素です。 EU規格は小売蜂蜜のために有効であり、
それは貯蔵時のジアスターゼ活性が含まれているため、コー
デックス規格よりも厳格です。
　国際蜂蜜委員会の蜂蜜品質および国際規制規格によると、
蜂蜜のジアスターゼ活性は8以下（柑橘系は3以下）であって
はなりません。シャーデスケールのジアスターゼ番号 (DN)
として表示されます。

　単に、蜂蜜ジアスターゼ活性試験は、蜂蜜の保存や熱によっ
て左右される品質指標であり、当社にとって は、本物の非
低温殺菌、非濾過の生の蜂蜜であることを示すものです。

※ソルミエラトオーガニック蜂蜜分析試験は、イタリア政府
認定の試験所で行われました。

ソルミエラトローハニーのジアスターゼ活性
 “Diastase Activity” とはなんですか。Q なぜソルミエラトローハニーのジアスターゼ酵素の

テストは重要なのですか。Q

イタリア分析認定機関証明書付



オーガニックローレモン・ブロッサムアクティブハニー 

他の蜂蜜とブレンドしてありません。

レモンの花からとれた蜜のみを集めた蜂蜜です。

低温抽出（摂氏 32度から 34度）

Organic Raw Active Lemon Blossom Honey

ジアスターゼ
活性強度

EU10+

HMF
テスト結果

5.1mg/kg

* 抽出された新鮮な
蜂蜜では 10mg/kg
以下が一般的です。

2014年検査

品　　名 オーガニックローレモン・ブロッサムアクティブハニー
原材料名 100％ 有機はちみつ
原 産 国  シチリア （イタリア）
香　　り ほのかなマーマレードと、より鮮明な柑橘系の芳香。
活 用 法  レモン蜂蜜は一杯のお茶、暖かいチャイ、またはハーブ
ティーの中に混ぜるのに最適です。お好みのパイの上にバニラアイス
とご一緒に。トーストに塗り、ベーキングレシピにお使いください。
ローストチキンにグレーズとしてもお使いいただけます。

非加熱、無農薬、無添加物を徹底した、天然の生はちみつです。元来
の栄養素が損なわれず、ビタミン、ミネラルや酵素を多く含みます。



オーガニックローオレンジ・ブロッサムアクティブハニー 

他の蜂蜜とブレンドしてありません。

オレンジの花からとれた蜜のみを集めた蜂蜜です。

低温抽出（摂氏 32度から 34度）

Organic Raw Active Orange Blossom Honey

ジアスターゼ
活性強度

EU12+

HMF
テスト結果

4.2mg/kg
2014年検査

 原材料 100％ 有機はちみつ
 原産国 シチリア （イタリア）
 香　り オレンジ花を彷彿させる新鮮なフルーティーな香り
 活用法 新鮮なイチジク、イチゴ、メロンのディップとしてオレン
ジ花蜂蜜をお試しください。トーストに塗ったり、ベーキングとして
も使えます。お茶やビスケットともよく合います。オレンジ花蜂蜜は
どんな場合でも特別な味付けをしてくれます。
イタリアでは、オレンジブロッサムハニーは伝統的なヌガー菓子を作
るために使用されます。また、伝統的民間療法でも使用されます。
これはオレンジの花を思わせる  中強度の香りで濃厚な非常に甘い蜂蜜
です。時間と共に微かなクエン酸トーンのマーマレードのような、繊
細なフルーティーな香りを帯びてきます。

非加熱、無農薬、無添加物を徹底した、天然の生はちみつです。
元来の栄養素が損なわれず、ビタミン、ミネラルや酵素を多く含みます。

* 抽出された新鮮な
蜂蜜では 10mg/kg
以下が一般的です。



オーガニックロースラ・ブロッサムアクティブハニー 

他の蜂蜜とブレンドしてありません。

スラの花からとれた蜜のみを集めた蜂蜜です。

低温抽出（摂氏 32度から 34度）

Organic Raw Active Sulla Blossom Honey

ジアスターゼ
活性強度

EU10+

HMF
テスト結果

2.2mg/kg
2014年検査

 原材料 100％ 有機はちみつ
 原産国 シチリア （イタリア）
 香　り 繊細で柔らかな香り
 活用法 トースト、ブリオッシュ、グラノーラに最適です。ハーブ
や緑茶に加えるのに適しています。また、ヤングチーズもしくはお好
みのブルーチーズとともにお召し上がり下さい。
スラの蜂蜜はクリスタルホワイトで、新しいミルクのような真珠の光
沢を持ちクリーミーです。とても繊細な柔らかい香りと、非常に軽く、
マイルドで、豊潤な甘さと表現される独特の風味を持っています。
ソルミエラトスラ蜂蜜は冷遠心分離抽出されるので、高温濾過では損
なわれてしまう、有益な抗酸化物質とアミノ酸を保持しています。朝
食や軽いお茶のための甘味料としてパーフェクトです。

非加熱、無農薬、無添加物を徹底した、天然の生はちみつです。
元来の栄養素が損なわれず、ビタミン、ミネラルや酵素を多く含みます。

* 抽出された新鮮な
蜂蜜では 10mg/kg
以下が一般的です。



オーガニックローベルガモット・ブロッサムアクティブハニー

他の蜂蜜とブレンドしてありません。

ベルガモットの花からとれた蜜のみを集めた蜂蜜です。

低温抽出（摂氏 32度から 34度の）

Organic Raw Active Bergamot Blossom Honey

ジアスターゼ
活性強度

EU13+

HMF
テスト結果

3.4mg/kg
2014年検査

 原材料 100％ 有機はちみつ
 原産国 シチリア （イタリア）
 香　り 穏やかでやさしいベルガモットの香り
 活用法 ベルガモット花蜂蜜を紅茶かオートミールとともにお召し
上がりください。

イタリアのつま先にあるカラブリア地方は、世界最高のベルガモット
エッセンスの生産地の一つです。ベルガモットはアールグレイ茶に独
特の香りを付与することでよく知られています。花は乾燥させてポプ
リ用に使われます。 カラブリアの蜂蜜は、歴史的にピニョラータ、モス
タチョーリなどの伝統的なお菓子の製造のために使用されてきました。
ソルミエラトベルガモット蜂蜜はフェリーで蜂の巣箱をカラブリアの
ベルガモット果樹園に移動させ、この珍しい花粉を集めるためにミツ
バチを放します。この蜂蜜はベルガモット花の性質の関係で、一度に
ほんの少量しか生産されません。

* 抽出された新鮮な
蜂蜜では 10mg/kg
以下が一般的です。

日本で販売しているのは当社だけです。ベルガモット
蜂蜜は生産数が少ないため限定予約販売です。



醇化（純化）過程
ソルミエラトオーガニック生蜂蜜 :Settling Process “醇化過程”

ソルミエラトの非濾過蜂蜜は厳格な ”醇化法“をとってい
ます。それは垂れ蜜法と比べると時間（15～20日)がかか
りますが、生蜂蜜本来の栄養をそのまま維持しています。
醇化させる過程で、採取した蜂蜜の表面に様々な成分（ワッ
クス、蜂の 羽や足等)が日毎に現れ、採取槽の上部に数セ
ンチメートルの層をなします。その後それらは取り除か
れます。槽の下部は日が経つにつれ透明でピュアになっ 
ていきます。
ソルミエラト蜂蜜は摂氏32度から34度の温度で容器に
注がれます。これは最も活 動的な蜂の巣の温度であり、
これによって、蜂蜜は安定し、栄養価が高く、高品質の
酵素が生きたままとなります。



ソルミエラト蜂蜜ができるまで
蜂の家族

ミツバチの群れの制御

蜂蜜の採取

コールドプレス抽出

デカンテーションプロセス

蜂蜜の瓶詰め

花に近いフィールドにミツバチや伝統的な蜂の巣
を配置します。(10日前 )

開花、蜂の群れを含む蜂の巣の制御

蜂蜜に満たされた蜂の巣の収集

冷遠心分離による蜂蜜の抽出 : アンキャッピング
（熱を一切加えない、室温での抽出 )

醇化またはデカンタ用のステンレス製の貯蔵タン
クに蜂蜜を注ぐ。醇化プロセスは15日から20日
間かかります。

ゆっくりとした攪拌機を用いて、結晶化した蜂蜜
を摂氏 32度から34度に達するまで撹拌します。
その後、攪拌機を作動させず12時間置き、蜂蜜は
瓶に詰められます。

摂氏12度から14度で保存します。保存
Solmielato Organic Raw Honey



ガラス瓶詰のこだわり

夏の暑さから生蜂蜜を保護するために、熱防護のための 1/4 インチ 
(5.5mm) のマイクロフォームを使用しパレットを熱から守ります。これに
より生蜂蜜の品質を維持するための温度を保った状態で配送しています。

ビスフェノールA(BPA)は、プラスチック製品の原料として広範囲に使用さ
れています。リサーチはBPAを原料とする容器からBPAが食品や飲料に浸透
しそこから体内に入る可能性があることを示しています。
私達はプラスチックの化学物質が容器から浸出し、それによって、食品や飲
料を汚染することを知っているので、蜂蜜とビーポーレン製品をガラス瓶に
詰めることにしました。
2012 年に米国食品医薬品局、FDA は頻繁に見つかった BPA 化合物を含
有する哺乳瓶の販売を禁止しました。メーカーはBPAの安全に対する消費者
の懸念に対応してこれを禁止したのです。
プラスチックではなくガラス容器に入った食品や飲料を選ぶという情報に基
づいた選択によってBPAにさらされることを劇的に減らすことができます。

蜂蜜の配送

何故プラスチック容器ではなく、ガラス瓶詰なのでしょうか。



オーガニックビーポーレン（有機ミツバチ花粉）
Organic Bee Pollen

ソルミエラトオーガニックビーポーレンは、優れた色、味、食感と栄養レベルにおいてプ
レミアムな有機ビーポーレンです。私達のビーポーレンは希少で、長年の経験を持つ第二
世代の養蜂家フィリッポ・レオナルディからのみ供給されます。 ソルミエラトビーポーレ
ンは除湿機を使って乾燥されます。加熱されないので、ビーポーレンの大切な栄養価が損
なわれません。

ビーポーレンには異なる栄養素、アミノ酸、抗生物質因子、酵素、グルコシド、ミネラル、
ビタミン（特に、脂肪、炭水化物、タンパク質の代謝に必須なビタミン B12）が詰まって
います。

数多くのビーポーレンの研究で、ミツバチポーレンの安
全性が確認されており、ソルミエラトビーポーレンは、
食品として日本の厚生労働省から承認されています。

●食べ方
ビーポーレンは加熱調理せず、そのまま食べるか（１日ティースプーン1～3 杯）、ヨーグ
ルトやサラダにふりかけたり、スムージーやシェイク、自家製グラノーラに混ぜたりして
みて下さい。

有機JAS認定



オーガニックビーポーレン・スーパーフード
Organic Bee Pollen

ソルミエラトのオーガニッ
クビーポーレンは、多くの
必須ミネラルやビタミンを
含んだ炭水化物とタンパク
質で構成されています。そ
のため、スタミナを強化し、
疲労を撃退します。簡単に
アミノ酸になるその大量の
タンパク質は、天然のサプ
リメントとしてアスリート
に最適です。

ビーポーレンはアミラーゼ
などのような消化を助ける
酵素が含まれています。酵
素は、私達が食べる食物か
ら必要な全ての栄養素を得
るために働きます。

ビーポーレンはビタミン
B、C、 D、 E さらにベータカ
ロチン、カルシウム、マグ
ネシウムなど、ウイルス感
染から身体を守る抗生物質
様特性をもっています。

ビーポーレンは非常に抗酸
化ルチンが豊富です。ルチ
ンは毛細血管や血管を強化
し、コレステロールレベル
を正常に保つことを含む循
環器系の問題の助けとなり
ます。

ビーポーレンはヒスタミン
反応を最小化または中和さ
せることで知られるケルセ
チンを含みます。



なぜ、有機ミツバチ花粉か ビーポーレンの利点
Organic Bee Pollen Why Bee Pollen

ミツバチが集める花粉は非常に独特であり、ミツバチが汚染さ
れていない領域に生息している場合、非常に高品質のビーポー
レンが期待できます。 あなたが得るポーレンが、殺虫剤、農薬
に汚染されておらず、また、ミツバチのコロニーが化学的に処
理されていないことを確認することが重要です。ビーポーレン
の全ての恵みを取り入れると同時に、有害な化学物質を体内に
取り込むことは矛盾することです。オーガニックと認定された
ビーポーレンを持つということは、土地が一定期間、農薬／殺
虫剤および他のすべての有毒化学物質を含まない土地になった
ことの証明含む徹底 的なプロセスです。

ビーポーレンは、古くから、エネルギーと持久力のために使用
されてきました。ビーポーレンには人間が活動するために必要
なほぼすべての栄養素が含 まれているため、自然界において
最も完全なスーパー食品の一つと考えられています。いかなる
動物タンパクよりタンパク質が豊富であり、そのタンパク質の
約半分が、体内ですぐに利用できるアミノ酸の形態をしていま
す。ビーポーレンは植物性タンパクであり、マルチビタミンの
代替として使用することができます。酸化防止剤 (ORAC「酸
素ラジカル吸収能」計測値が高い ) ならびに消化に必要な主要
な酵素からなる高レベルビタミンB複合体によって、身体のエ
ネルギーレベルを上げます。



製造元 イタリアSolmielato
    
正規輸入総代理店 ミデコグループ株式会社
 〒105-0004  東京都港区新橋5-25 -1- 3F
 TEL:03-3459-0278


