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私たちのメルーカの物語は、オー
ストラリアニューサウスウェール
ズ州を流れるノーザンリバーのバ
ンガワルビン峡谷、手つかずの自
然の中にある2000エーカーのオー
ガニック認証を受けた熱帯湿原に
あります。
—

バンガルワルビン峡谷にある太古からの
森林の奥深く、ニューサウスウェール
ズ州北部の絵に描いたような沿岸部にお
越しになれば、完璧に手つかずの有機
地帯にある樹齢1000年のティ・ツリー
(Melaleuca Alternifolia) の母樹をご覧
いただけます。私達のオーガニックファ
ームがあるところ、そしてヒーリング効
果があるティー・ツリーエキスとハチミ
ツ由来の健康食品を作るためのインスピ
レーションを私たちが得ているのはこ
の「癒しの地」です。

バンガワルビン峡谷は、根強い強靭さ
とでヒーリングパワーがあるとされる
ティーツリーの一種であるMelaleuca
Alternifoliaの発祥地として知られてい
ます。そのバンガルワルビン峡谷に、蜂
たちの健康とお客様の幸せを追求する私

たちの持続的な経営と、それにスピリチ
ュアルな活力を与えてくれる太古の母樹
のふるさと、そこにメルカのオーガニッ
ク認証農園があります。

持続可能な経営、そして森林が自然のま
までいられるために昔ながらの土地との
付き合いを通じてバンガワルビン峡谷の
貴重なエコシステムと太古の母樹を守っ
ていきます。

オーストラリアで持続可能な方法で育
み、自信たっぷり作って詰めた、数々の
オーガニック認証ハチミツ製品をご覧く
ださい。
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TTF32
メルーカTTF32はちみつは強力、
活性、抗酸化・抗菌・抗微生物性に富
んでいます。

セールスポイント

 – 自慢の認証オーガニック、ティー・
ツリーエキス高濃度配合の天然野花は
ちみつ

 – 抗酸化・抗菌・抗微生物
 – 医薬用として適切な濃度に配合。
 – 未加工、認証オーガニック、

単一産地・特定可能。

特徴

 – ほのかに甘いオーストラリアの花の
香りにコクのあるティーツリーの
あじわい。

用途

 – 必要に応じスプーンでそのまま
・ 健康維持増進にはスプーン1-２杯。
・ その他特定目的にはスプーン2-４杯。
・ やけど、傷、その他肌荒れにも。

コード MH-TTF32

製品番号 Tea Tree Honey TTF32

サイズ 275g

バーコード 9 311676 003150

CTN QTY 6

TTF24
メルーカのTTF24はちみつは
マイルドな活性はちみつで、抗酸化・
抗菌・抗微生物性に富んでいます。

セールスポイント

 – 自慢の認証オーガニック、ティー・
ツリーエキス高濃度配合の天然野花
はちみつ

 – 抗酸化・抗菌・抗微生物に富んだ活性
はちみつ

 – 日々の健康維持に適切な濃度で配合。
未加工・認証オーガニック、単一産
地・特定可能。

特徴

 – コクのあるティーツリーのあじわいが
あるほのかに甘いオーストラリアの花
の香り。

用途

 – 必要に応じスプーンでそのまま
 – 毎日スプーン1-２杯。
 – 健康維持にスプーン2-４杯。
 – やけど、傷、その他肌荒れにも。

コード MH-TTF24

製品番号 Tea Tree Honey TTF24

サイズ 275g

バーコード 9 311676 003136

CTN QTY 6

未加工オーガニックはちみつと私たち自
慢のティー・ツリーエキスの薬効をメル
ーカのティー・ツリーがはぐくみます。

ティー・ツリーはオーストラリア固有の
力強い植物で、オーストラリア奥地の伝
統医療においては無数の健康効果を生み
出しています。北サウスウェールズ州の
ノーザンリバー及びバンガルワルビン峡
谷のそもそもの管理者であるバンジャル
ングの人たちはティー・ツリーの葉をす
りつぶし、局部的なケガにつけたり、喉
の病気を治すためにすすったりしていま
した。また沼地は、上から落ちてきたテ
ィーツリーの葉や枝からでるヒーリング
効果のある抗菌物質のおかげで、
クレンジングのための沐浴地となってい
ました。

メルーカのティー・ツリーはちみつは、
原生野花から出来たはちみつに私たち自
慢のティーツリーエキスを混ぜたもので
す。このティー・ツリーエキスは新鮮な
ティー・ツリーの葉を持続可能な方法で
手摘みし、私たちの農園でじっくりと仕
込んででき上がったものです。水性、認
証オーガニック、そしてティーツリーが
持つ抗菌抗微生物性があるエキスです。
原生野花に様々な濃度で注入されたティ

ーツリー・エキスを使った、抗酸化・抗
バクテリア特性いっぱいの活性はちみ
つです。

ティー・ツリー製品のレベル判定にはテ
ィーツリーファクター（TTF）評価シス
テムを採用しています。この特別な評
価システムではティー・ツリーエキスの
レベル、認証オーガニックのステータス
に加え、養蜂業者特定可能性を審査して
います。

幸せを中からも外からも。
ティー・ツリーエキスTTF24、TTF32配合天然はちみつ

—
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はちみつには濃度より大切なものがあります。私たちのTTF評価システムは、
はちみつに違いをつける品質を評価しています。

メルーカ特産のティーツリー製品の評価はティーツリーファクター（TTF）評
価システムを採用しています。この評価システムではポイントベース評価で、
はちみつに違いを加えるような品質をチェックしています。これには未加工・
オーガニックステータス、原産地、養蜂業者特定可能性に加えて、オーストラ
リア・メルーカに特有のティーツリーエキス配合レベルが含まれています。

評価項目

オーガニック

未加工

オーストラリア産

特定可能性

ティーツリーエキ
ス配合

点数

+4 点

+4 点

+4 点

+4 点

配合要因
につき 
+4 点

定義

認証済オーガニック認証機関 
によりオーガニック認証を受けている。

100% 未加工、未低温殺菌. 

オーストラリアにて生産、梱包、製造。

蜂を収集し世話をした養蜂業者の特定が
可能。 

バンガワルビン峡谷の母樹の葉を手摘み
したものから作られたオーガニックティ
ーツリーエキスで栄養価を高めている。

TTF 評価 
—
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メルーカ天然野花はちみつは、手つかずの自然い
っぱいのバンガワルビン峡谷の天然野花をとびま
わる健康な蜂たちが生産した生はちみつです。ご
家庭の日々の暮らしに役立つ適度な抗菌・抗微生
物性のあるオーガニック認証はちみつです。

私たちの天然野花はちみつができるバンガワルビ
ン峡谷の蜂たちはオーストラリアティーツリー
（Melaleuca alternifolia）やジェリーブッシュ（
マヌカはちみつ）、ユーカリ、その他季節の花々
の蜜を食べています。ありあまる天然植生のおか
げで蜂たちはバランスよく食べることができ、季
節ごとの花々によって味わいが替わっていくおい
しいはちみつができます。

メルーカのブレンド製品は天然野花はちみつと高
栄養価植物性自然食品にかけあわせたものです。
麻の実はちみつに、オーガニック認証粉末麻の実
をブレンド。他ではみられないしっかりとした甘
いはちみつになりました。

麻の実は天然に存在する必須脂肪酸、プロテイ
ン、ビタミンE、カリウム、ナトリウム、マグネシ
ウム、硫黄、カルシウム、鉄、亜鉛の宝庫として
知られています。天然野花はちみつが作り出す活
性と合わさって、麻の実の恵みが高まります。

セールスポイント

 – 日々の暮らしに役立つ
抗菌・抗微生物性を適
度に含むオーガニック
認証はちみつ。

– ティーツリーやジェリ
ーブッシュ、ユーカ
リ、その他野生の花々
の蜜を食する健康な蜂
たちが作っています。

– 未加工、産地特定・養
蜂業者特定可能。

– 米国ACO及びUSDA認
証オーガニック

セールスポイント

 – メルーカの天然野花は
ちみつとオーガニック
認証粉末麻の実をブレ
ンド。

 – 植物性自然食品とのか
けあわせで生はちみつ
の恩恵がさらに。

 – 米国ACO及びUSDA認
証オーガニック。

 – 100％未加工

特徴

 –  ほのかに優しいオース
トラリアの花の香り。

用途

 –  ご家族の日々に最適で
す。

 –  天然の甘みを紅茶、コ
ーヒー、お料理に。パ
ンに塗ったり、チーズ
盛り合わせやとってお
きのカクテルやスナッ
クにも。

特徴

 –  甘い木の実が香るしっ
かりとしたおいしいは
ちみつ。

用途

 –  毎日に、お気に入りの
レシピに。

 – スムージー、プロテイ
ンシェイク、チーズ盛
り合わせや大好きなス
ナックに。

いつも活性天然はちみつを。
天然野花はちみつ

—

自然と共に。
 麻の実入り天然はちみつ

—

コード MH-RAW

製品番号 Native Honey

サイズ 275g 

バーコード 9 311676 003112 

CNT QTY 6

コード MH-HEMP

製品番号 Hemp Seed Honey

サイズ 275g 

バーコード 9 311676 003129 

CNT QTY 6

7
— 
8



よくある質問 
—

メルーカはちみつとマヌカはちみつの
違いは？

マヌカの木とメラレウカの木は同じ太モ
モ科の別々の品種です。ギョリュウバイ
はニュージーランド及びオーストラリア
東部沿岸が原産。マヌカはちみつを作る
蜂たちが宿る品種です。

私たちのメルーカ農園はバンガワルビン
峡谷の中心にあります。この地はティ
ー・ツリー発祥の地として知られていま
す。この品種の木は私たちの農園やバン
ガワルビン地方に何千年もの間育ってい
ます。この木の葉から私たちはオーガニ
ックティー・ツリーエキスを作っていま
す。そしてこのエキスがティー・ツリー
はちみつに混ぜ合わさっています。

メルーカはちみつ製品は何が違うのか？

メルーカはちみつを作り出す蜂たちは北
サウスウェールズ州バンガワルビン峡谷
に寄生するティー・ツリーや季節の花々
の蜜を食べています。ここで作られるは
ちみつはティー・ツリーオイルに存在す
るのと同じ抗菌・抗微生物性を発現さ
せ、医薬品としてに食べたり、局部に塗
りつけたりできます。メルーカ製品は活
性、つまり抗酸化性、抗微生物性、抗菌
性を有しています。

MGO （メチルグリオキサル）や
UMF（Unique Manuka Factor） 
評価を取得していないのはどうして？

MGOやUMFの評価システムはマヌカは
ちみつを製造する会社が開発したもの
で、ギョリュウバイから生産されるはち
みつに特化したものです。この評価シス
テムではマヌカはちみつに特有のメチル
グリオキサルをチェックします。メルー
カのティー・ツリーはちみつはメラレウ
カ種から作られるため、構成物質は異な
ります。このため、MGOやUMFの評価
システムは採用していません。

メルーカはちみつが他と違うのは、フェ
ノール成分と合わさったモノテルペンの
レベルで、これが抗酸・抗微生物・抗菌
性に富んだ活性はちみつを作り出してい
ます。

TTF評価システムとはなんですか？

ティーツリーファクター（TTF）はポイ
ント制評価システムで、抗菌性以外に
も私たちのはちみつを特別なものにして
いる属性を評価しています。未加工・
オーガニックステータス、原産地、養蜂
業者特定の可能性に加えて、オーストラ
リア・メルーカに特有のティーツリーエ
キス配合レベルが評価項目に含まれてい
ます。

ティー・ツリーエキスとは？ティー・ツ
リーオイルとどう違うの？

ティー・ツリーエキスは私たちの農園で
手摘みしたティ・ツリーの葉から持続的
に生産しています。自然環境保全のため
に持続可能な方法でティー・ツリーの葉
を取ったり手摘みしたりするといったと
ころに、自然環境に対する私たちの敬意
があわわれています。

野生の恵みから私たちはオーガニックテ
ィー・ツリーエキスを生産しています。
自慢のティー・ツリーの抗菌・抗微生物
性を含んだ水性のエキスは様々な濃度で
天然野花はちみつにブレンドされてい
ます。



Product
of Australia

For further information or to place an order, please contact us at  
enquiries@melukaaustralia.com.au and we will direct you to your 

nearest distributor or a customer service representative.

Certified organic by ACO Certification Ltd, www.aco.net.au
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