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ITEM No.: 815-3 KaLOHAS Organic
FD GreenKale powder 100 M
Updated: 31-03-2020

815-3 KaLOHAS

Fine Organic FD GreenKale powder
Danish Origin

100 % pure GreenKale
✓ Raw
✓ GMO-free
✓ Organic
✓ Halalcertified
✓ Dairy-free
✓ Lactose-free
☆24 g fresh GreenKale
=2 g powder ☆
100 %グリーンケール
✓ローフード
✓非遺伝子組み換え
✓オーガニック
✓ハラルフード
✓乳製品を含まない
✓ラクトースフリー

1example box

☆24gのフレッシュケール
がもつ栄養をぎゅっと
2gのケールパウダーに詰
め込みました☆

ENGLISH
This Organic freeze dried GreenKale (Brassica
Oleracea var. Acephala convar Sabellica) is the
easy and handy way to have the multitude of
vitamins, minerals and functional nutritients
every day. Dissolves 96% in liquid – hot/cold
water and cover your daily needs …
Easy, convenient in use for any
age. For people who:
• Travelling – or on the go. Just add water
or juice
• Have no time to prepare greens for lunch.
• Lack green vegetables in their diet.
• Want to live a healthy life
• Live a stressfull life.
• Want to get beauty-from-inside

JAPANESE
私たちのオーガニックフリーズドライグリーンケール(学名：
Brassica Oleracea var. Acephala convar Sabellica)は、毎日手
軽に多くのビタミンやミネラルなど様々な栄養を摂取することが
できます。グリーンケールパウダーの約96％は水に溶けるので、
お水や様々な飲み物や料理に混ぜていただくことが可能です。
とても簡単に毎日の食生活に取り入れることができるので、老若
男女全ての方におすすめです。
特にこんなかたにはぴったり！

•
•
•
•
•
•

旅行や出張が多い方
野菜を摂る時間がない方
普段の食事に野菜足りていない方
健康的な生活を送りたい方
ストレス社会で頑張っている方
体の内からキレイになりたい方

使用例：
Easy in use:
➢ ケールパウダーを1包取り出し、コップにパウダーを半分
➢ open bag – and pour half of powder in cup or
ほど入れ少量の水またはお好みの飲み物（ジュースやミ
glass– dissolve with a little water – and pour
ルク）などで溶かし、残りのパウダーと250mlの水または
up to 25 cl of liquid – water, applejuice or milk.
飲み物を入れよくかき混ぜる
➢ make a smoothie with applejuice, ginger
➢ お好みの材料と1袋のケールパウダーでスムージー
or lemon or fruit to your liking.
➢ お好きな料理のトッピングに
➢ sprinkle on your meals
➢ お好きな料理に混ぜて召し上がってもOK！
➢ add in as healthy food component.

Net quantity 2 g per sachet /25 sachets per display: 50 g
Nutrition facts
Energy
Total fat
- Saturated
- Monounsaturated
- Polyunsaturated
Carbohydrate
- sugars
Fiber
Protein
Salt
Minerals
Potassium (K)
Calcium (Ca)
Phosphorus (P)
Magnesium (Mg)
Vitamins
Vitamin C
Vitamin K

Value
1210 KJ/ 292 kcal
6.7 g
0.8 g
0.8 g
3g
13.8 g
10.3 g
47.5 g
20.4 g
0.06 g

% of DRI
14.5%
9.6%
4%

1700 mg
2500 mg
350 mg
140 mg

85%
313%
50%
37%

307 mg
1170 μg

384%
1560%

5.3%
11.4%
190%
40.8%
1.0%

内容量 1包2g/1箱25包入り：50g
栄養成分表
エネルギー
脂質
- 飽和脂肪酸
- 不飽和脂肪酸
- 多価不飽和脂肪酸
炭水化物
- 糖質
食物繊維
たんぱく質
塩分
ミネラル
カリウム（K）
カルシウム（Ca）
リン（P）
マグネシウム（Mg）
ビタミン
ビタミン C
ビタミン K

Value
1210 KJ/ 292 kcal
6.7 g
0.8 g
0.8 g
3g
13.8 g
10.3 g
47.5 g
20.4 g
0.06 g

% of DRI
14.5%
9.6%
4%

1700 mg
2500 mg
350 mg
140 mg

85%
313%
50%
37%

307 mg
1170 μg

384%
1560%

5.3%
11.4%
190%
40.8%
1.0%

9essential amino acids (Isoleucine, leucine, lysine,
valine, methionine, phenylalanine, threonine,
tryptophan, histidine)
※essential aminos are NOT produced by human
body

必須アミノ酸（イソロイシン、ロイシン、リシン、バ
リン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、
トリプトファン、ヒスチジン）
※必須アミノ酸は人間の体内で合成できないアミノ酸

10non-essential (Glycine, alanine, tyrosine, serine,
cysteine, proline, glutamine, glutamic acid,
asparagine, aspartic acid, arginine
※non-essential aminos are produced by human
body

非必須アミノ酸（グリシン、アラニン、チロシン、セ
リン、システイン、プロリン、グルタミン、グルタミ
ン酸、アスパラギン、アスパラギン酸、アルギニン）
※非必須アミノ酸は体内で合成が可能であるアミノ酸

INGREDIENTS: 100 % pure GreenKale (brassica Oleracea
var. Acephala convar Sabellica) Danish Curly Kale
Chemical Analysis: Organic – no pesticide residues
Microbiological Analysis: 3600 cfu

原材料：１００％グリーンケール(学名：Brassica Oleracea
var. Acephala convar Sabellica)
デンマーク産カーリーケール
化学分析の結果 – 残留農薬検出されず

Storage: ambient temperature
Keepability: 2 years from packing date

微生物分析結果 – ３６００cfu
保存方法：常温
保存期間：製造日から２年間

EAN : Sachet 2 g: 5 700002 087935/ Display 25x2 g: 5 700002 087966

Danish and EU producers Governmentally
controlled entitled and authorized to use Danish
øko and German Bio Siegel.
Packing spec:
64 cartons per pallet

EAN 2 g : 5 700002 087935/25x2 g: 5 700002 087966

デンマークの有機生産者は、デンマーク農業水産省によって管
理され、デンマークのØKOマークとドイツのバイオマークを使
用する権限が与えられています。

梱包仕様：
１パレット＝６４カートン
梱包素材

Packing material

小包…PET/ALU/PE ホットスタンピング

sachets : PET/ALU/PE –
hotstamped (Danish text)
display: paper (varnished)
carton: paper

箱…紙（ニスで塗られています）

25 sachets each of 2 g per display
27 display boxes per carton
64 cartons per pallet -1728 displays per pallet

（デンマーク語）

カートン…紙

１箱＝２gケールパウダー×２５包入り
１カートン＝２７箱
１パレット＝６４カートン＝１７２８箱

正味重量

Net weight
Per sachet: 2 g - vol: 90x40x4 mm
per display box: 0,050 kg - vol : 13,5x8,5x6,5 cm
per carton: 1,35 kg: vol: 42x27,5x20,0 cm
per pallet : 86,4 kg – vol: 1200x800x1720 mm

１包＝2g

Gross weight
Per pallet: 173,4 kg - – vol: 1200x800x1720 mm
(tare 87,4 kg)

総重量

(L:9cm/W:4cm/H:0.4cm)

１箱＝50g (L:13.5cm/W:8.5cm/H:6.5cm)
１カートン＝1.35 kg (L:42cm/W:27.5cm/H:20cm)
１パレット＝86.4 kg (L:1200mm/W:800mm/H:1720mm)

１パレット＝173.4 kg (L:1200mm/W:800mm/H:1720mm)

