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Ｃ工程A工程Ａ工程Ｃ工程

ドーナツA生地チョコ生地パイ生地プレーン生地

Ｂ工程Ａ工程

 強力粉 50
 薄力粉 50
 パン酵母 2
 Ｂ.Ｐ. 1
 食塩 0.3
 砂糖 40
 ●ラブールガトーブルターニュ 15
 全卵（正味） 12
 水 25

 強力粉 100
 パン酵母 6
 イーストフード 0.1
 食塩 1
 砂糖 23
 生クリーム 7
 ●ラブールガトーブルターニュ 12
 全卵（正味） 6
 水 52
 ●パータノワール 10

 強力粉 50
 薄力粉 50
 Ｂ.Ｐ. 0.5
 食塩 2
 脱脂粉乳 2
 ●ラブールガトーブルターニュ 10
 全卵（正味） 8
 水 45

 強力粉 100
 パン酵母 5
 イーストフード 0.1
 食塩 1
 砂糖 20
 脱脂粉乳 4
 ●ラブールガトーブルターニュ 12
 全卵（正味） 6
 水 54

材料材料材料材料

行程行程行程行程

ミキシング
（オールイン低速2分→

中速5分、
こね上げ温度24℃）

　↓　
大分割
　↓　

低温長時間発酵
（5℃、12時間）

↓　
ロールイン

ミキシング
（低速2分→中速7分→

マーガリン投入→
低速2分→中速7分、
こね上げ温度24℃）

　↓　
大分割
　↓　

低温長時間発酵
（5℃、12時間）

↓　
ロールイン

ミキシング
（オールイン低速5分→

中高速2分、
こね上げ温度24℃）

　↓　
大分割
　↓　

低温長時間発酵
（5℃、12時間）

↓　
ロールイン

ミキシング
（低速2分→中速3分→

マーガリン投入→
低速2分→中速6分、
こね上げ温度24℃）

　↓　
大分割
　↓　

低温長時間発酵
（5℃、12時間）

↓　
ロールイン

クッキーシート
対生地40％
【4つ折り1回】

ドーナツB生地

Ｂ工程

 強力粉 80
 薄力粉 20
 パン酵母 4.5
 イーストフード 0.1
 食塩 1.5
 砂糖 15
 脱脂粉乳 3
 ●ラブールガトーブルターニュ 12
 全卵（正味） 12
 水 46
 黒ごま 3

材料

行程

ミキシング
（低速2分→中速5分→

マーガリン投入→
低速2分→中速5分→
黒ごま投入→低速2分
こね上げ温度24℃）

　↓　
大分割
　↓　

低温長時間発酵
（5℃、12時間）

↓　
ロールイン

※ホーライシート
【カラ折り4つ折り1回】

+
※ホーライシート
【貼り付け2つ折り】
　ベイクシートは対生地

40％

ラブールシートＣＰ
対生地25％

【3つ折り1回→カット】
＋

ロールインシート
対生地30％
【4つ折り1回】

ラブールシートＣＰ
対生地48％

【4つ折り2回→カット】
＋

ロールインシート
対生地30％
【4つ折り1回】

※ホーライシート
【4つ折り1回】

※デリカシートは対生地
30％、ベイクシートは対
生地50％。

Ｎｅｗアペニンシートシロップ
対生地15％

【3つ折り1回→カット】
＋

※ホーライシート
【4つ折り1回】

※ロールインシートは対
生地30％、ベイクシート
は対生地50％。

Ｎｅｗアペニンシートシロップ
対生地15％
【3つ折り3回】

＋
※ホーライシート
【貼り付け】

※ロールインシートは対
生地30％、ベイクシート
は対生地50％。

この本のご説明

この本では、シートマーガリン（浮き）と、ホーライシート（味）の組み合わせによる新しいペストリーのつく
りかたをご紹介致します。基本の配合は、「生地」と「工程」の組み合わせで 6通り。この基本配合に各種の

「ホーライシート」を組み合わせます。それぞれの「生地」と「配合」をこの見開き
ページでご案内しています。
←このマークを参考に「生地」と「工程」、「ホーライシート」を選んでください。

プレーン生地 Ｃ工程

デリカシートトマトS-30-23

※材料の赤字は月島、または東京フード製品。
　工程の赤字はシートマーガリンです。

1

低温長時間発酵

計量

ミキシング

生地完成

大分割
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A工程 シートマーガリンとホーライシートの折り込みです。
「浮き」と「味」のバランスのとれた基本のデニッシュ生地です。

マーガリンを折り込みます。 生地を休ませます。 2回目の圧延で折込生地を折
り込みます。

成形します。

Ｂ工程 シートマーガリンの折り込みに、ホーライシートをのせます。
ホーライシートをメロンパンのビス生地の様に使用しています。

霧を吹きかけます。 折込生地を貼りつけます。 成型します。

Ｃ工程 シートマーガリンを使わず、ホーライシートのみの折り込みです。

解凍したホーライシートを
ロールインします。

折り込み、圧延します。 成型します。



パルミエショコラ

チョコレートクッキー生地を折り込んだパイ生地に、お砂糖を

からめて風味豊かに香ばしく焼き上げました。

ハート型のかわいらしいパイ菓子です。

③1㎝幅にカットします。
30ｇ/ 個

①実寸 7 ㎜、生地幅 24 ㎝に
圧延し、霧を吹きかけます。

②折りたたみます。

⑤天板に並べラックタイムを
30 分とります。

⑥焼成 180℃25 分。

パイ生地 Ａ工程

ロールインシートチョコS-30-23

④グラニュー糖を付けます。

　他材料
 グラニュー糖

みるふぃショコラ

チョコレートクッキー生地を折り込んだサクサク香ばしいパイ

に生チョコレートをた～っぷりとサンドし、スイートチョコとホ

ワイトチョコで仕上げました。

③天板に並べラックタイムを
30 分とります。

④180℃22 分焼成します。

①実寸 4 ㎜に延ばし、ピケを
入れます。

②Φ10 ㎝に丸抜きします。37
ｇ/ 個。

⑤成型焼成後、クーシェ
ＨＱレアフィールミルクを
サンドします。

⑥レーベルスイートを
コーティングします。

⑦レーベルホワイトを線
書きし、ローストスライス
アーモンドをトッピングし
仕上げます。

パイ生地 Ａ工程

ロールインシートチョコS-30-23

　他材料
○クーシェＨＱレアフィールミルク
○レーベルスイート
○レーベルホワイト
　ローストスライスアーモンド
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②実寸 4 ㎜に圧延しピケを入
れ 16 ㎝ ×3.5 ㎝にカットしま
す。35ｇ/ 個。

【仕上げ例 1】
焼成冷却後、レーベルスイート
を線書きします。　

【仕上げ例 2】
焼成冷却後、レーベルスイート
と刻みアーモンドで仕上げま
す。

⑤焼成 180℃22 分。

フィユタージュ・ショコラ

アーモンドやチョコのクッキー生地を折り込んだパイ生地を短

冊状にカットして焼き上げました。スイートチョコとアーモン

ドをトッピングして仕上げた、香ばしいミルフィーユです。

③グラニュー糖を付けま
す。

④ラックタイム30 分。

①ロールインシートチョコ（ま
たはアーモンド）を挟み、4
つ折り一回。

パイ生地 Ａ工程

ロールインシートアーモンドor チョコ

　他材料
○レーベルスイート
　グラニュー糖
　刻みアーモンド
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仕上げ

⑦焼成　190℃15 分。　 ⑧刻んだピスタチオで仕上
げます。

⑥キューブＭ10Ｔをトッ
ピングします。

スター☆ショコラベリー

星形に焼き上げたチョコデニッシュの中に、甘酸っぱいラズ

ベリージャムとキューブチョコをしのばせて。

甘さと酸味のバランスが絶妙のデザートデニッシュです。

④フラワー型に生地を敷
きホイロへ。
38℃80％ 60 分。

⑤ホイロ後、ラズベリー
ジャムを絞ります。

チョコ生地 Ａ工程

ロールインシートチョコS-30-23

　他材料
○キューブＭ10Ｔ
　ラズベリージャム
　刻みピスタチオ

③10 ㎝ ×10 ㎝にカット
します。
55ｇ/ 個。

①ロールインシートチョコ
を挟みます。

②実寸 6㎜に圧延します。



クラウン ショコラ

「これはまるでぇデニッシュの『王冠』やぁ！」細かなカットを

入れたチョコ風味のデニッシュ生地に、ミルク風味のケーキ生

地を絞り、アーモンドとグラニュー糖を付けて焼き上げました。

④ロール状に巻きます。

チョコ生地 Ａ工程

ロールインシートチョコS-30-23

⑤型へ入れホイロへ。
38℃80％　60 分

　他材料
☆ベークトップクリアーミルク
　アーモンドブランチ
　グラニュー糖

ココ・ショコラ

チョコとナッツの風味豊かなデニッシュです。チョコレート風

味のクッキー生地を折り込んだデニッシュにココナッツやアー

モンドを配合したマカロンクッキーをのせて焼き上げました。

④マカロンクッキーＣー 10 に
グラニュー糖を付けます。

⑤マカロンクッキーＣー 10 を
のせます。

チョコ生地 Ａ工程

ロールインシートチョコS-30-23

　他材料
☆マカロンクッキーＣ－10
　グラニュー糖
　スライスアーモンド
　粉糖
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⑦粉糖を振りかけます。⑥スライスアーモンドを
トッピングます。

③30 ㎝にカットします。
90ｇ/ 個。

⑥ホイロ後、ベークトップ
クリアーミルクを絞ります。

⑦アーモンドブランチとグ
ラニュー糖をふりかけま
す。

⑧焼成 190℃15 分。

①実寸 7 ㎜に圧延し 4 ㎝
幅にカットします。

②ラインカッターを入れ
ます。

⑧焼成 190℃15 分。

③型へ入れホイロへ。
38℃80％ 60 分。

①実寸 9 ㎜に圧延し 30
㎝×2㎝にカットします。
75ｇ/ 個。

②スネーク成形します。



⑥冷却後、レーベルス
イートをコーティングし
ます。

⑦レーベルホワイトを線
書きします。

⑧ドライクランベリー、刻
みピスタチオでトッピング
し、仕上げます。

プリンセスショコラ

☆デニッシュイリュージョン☆ココア生地にアーモンドクッ

キー生地を折り込んで焼き上げ、チョコとクランベリー、ピス

タチオで飾った、きらびやかなリングデニッシュです。

②実寸 9㎜に圧延します。①ロールインシートアー
モンドを挟みます。

③28 ㎝ ×3 ㎝の短冊状
にカットします。
90ｇ/ 個。

チョコ生地 Ａ工程

ロールインシートアーモンド

　他材料
○レーベルスイート
○レーベルホワイト
　ドライクランベリー
　刻みピスタチオ
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④ツイストしリング型へ入れ、
ホイロへ。
38℃80％   60 分。

⑤焼成　190℃16 分。

③実寸 4 ㎜に圧延しピ
ケを入れます。
25ｇ/ 個。

④18 ㎝×2.5 ㎝にカット
します。

⑦天板に並べラックタイム
を30 分とります。

⑧焼成 180℃25 分。 ⑨完成。

⑥グラニュー糖を付けま
す。

サクサクパイ棒

アーモンドやチョコのクッキー生地を折り込んだ、香ばしい風

味とサクサクとした軽い歯触りが特長のツイストスティックパ

イです。

⑤ツイストし軽く押さえま
す。

①ロールインシートアー
モンド（またはチョコ）を
挟みます。

②4つ折り一回。

パイ生地 Ａ工程

ロールインシートアーモンドor チョコ

　他材料
グラニュー糖



アーモンドスクロール

アーモンドクッキー生地を折り込んだココア生地に、ミルク風

味豊かなビス生地を渦巻き状に絞って焼き上げました。

アーモンド風味豊かなデニッシュです。

⑤ベークトップクリアーミルク
を絞り、アーモンドスライスと
グラニュー糖を振りかけます。

④紙ケースへ入れホイロへ。
38℃80％　60 分。

⑦粉糖で仕上げます。

チョコ生地 Ａ工程

ロールインシートアーモンド

⑥焼成　1９0℃15 分。

　他材料
☆ベークトップクリアーミルク
　アーモンドスライス
　グラニュー糖

アーモンドブレスト

アーモンドクッキー生地を折り込んだココア生地に、シュー生

地とスライスアーモンドをトッピングして焼き上げました。

洋菓子の『パリブレスト』をイメージしたデニッシュです。

チョコ生地 Ａ工程

ロールインシートアーモンド

　他材料
☆ベークトップシューＨ
◎ポッシュアークＧＴミルク
　アーモンドスライス
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⑥焼成冷却後、ポッシュアークＧＴミル
クをサンドします。

⑦粉糖で仕上げます。

②実寸９㎜に圧延します。①ロールインシートアー
モンドを挟みます。

③28 ㎝ ×3 ㎝の短冊状
にカットします。
９0ｇ/ 個。

④ツイストしリング型へ入れ、
ホイロします。
38℃80％ 60 分。

⑤ベークトップシューＨを絞り、
アーモンドスライスをトッピング
します。焼成 200℃16 分。

②実寸 11 ㎜に圧延します。①ロールインシートアー
モンドを挟みます。

③ロール状に巻きカット
します。
60ｇ/ 個。



②クロワッサンプレートを巻き
込みます。

アーモンドワッサン

アーモンド風味のクッキー生地を貼り合わせたデニッシュ生地

で、チョコレートを包んで焼き上げた、新しいタイプのチョコ

クロワッサンです。

①実寸 6 ㎜に圧延し底辺 10 ㎝
× 高さ 18 ㎝の三角形にカット
します。60ｇ/ 個。

プレーン生地 Ｂ工程

ロールインシートアーモンド

　他材料
○レーベルスイート
○クロワッサンプレート
　グラニュー糖
　アーモンドスライス
　粉糖
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③型へ入れホイロへ。
34℃60％　60 分。

④ホイロ後、アーモンドスライ
スをトッピングします。

⑤粉糖を振りかけます。 ⑥焼成　1９0℃　15 分。

③2.5 ㎝幅にカットします。

④ツイストします。

⑦焼成 200℃、12 分。⑥ホイロ後、アーモンドスライ
スをトッピングし、粉糖をふりか
けます。

クッキーデニッシュバー

たっぷりのアーモンドと風味豊かなアーモンドクッキーを、共

に焼き上げたスティックメロンパンです。

⑤型に入れ、ホイロへ。
34℃60％、60 分。

①ロールインシート 2 枚
でデニッシュ生地をサン
ドします。

②実寸 8 ㎜厚、生地幅
30 ㎝に延ばします。

プレーン生地 Ｂ工程
（両面）

ロールインシートアーモンド

　他材料
　粉糖
　アーモンドスライス



ビスケットワッサン

デニッシュ生地とクッキー生地を貼り合わせて延ばし、ビス生

地を外側にして焼き上げました。メロンパンのスイートな美

味しさとサクサク感をデニッシュにプラスしました。

③クロワッサン成形します。 ④先っぽをくっつけます。

①実寸 6 ㎜に圧延し底辺 15
㎝×高さ17㎝の三角形にカッ
トします。80ｇ/ 個。

②三角形の底面にクロワッサ
ン成型するための切れ目を入
れます。

⑤グラニュー糖を付けま
す。

⑥天板に並べホイロへ。
34℃60％　60 分。

⑦焼成 190℃ 13 分。

プレーン生地 Ｂ工程

ロールインシートバニラミルク

　他材料
　グラニュー糖
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③ケースに 20g×4 個入
れます。

④ホイロ前の写真です。
38℃80％60 分

⑦グレイスカスターとポッ
シュアーク GT ミルクをし
ぼります。

⑧その上にフルーツジャ
ムをのせます。

⑨粉糖をふりかけます。

⑥焼成　190℃15 分

クリームレカン

宝石箱という意味の『レカン』。

その名の通り、鮮やかで贅沢なデニッシュです。

⑤ホイロ後、ベークトップ
クリアーミルクを絞ります。

①実寸 5 ㎜、幅 20 ㎝に
圧延します。　

②ロール状に巻き、20g
にカットします。

プレーン生地 Ｃ工程

ロールインシートバニラミルク

　他材料
☆ベークトップクリアーミルク
◎グレイスカスター
◎ポッシュアークＧＴミルク
　フルーツジャム
　粉糖



シナモンロール

香り高いシナモン風味のクッキーに包まれた、アップルデニッ

シュのベストマッチ。

　他材料
　アップルダイス
　グラニュー糖

プレーン生地 Ｂ工程

ロールインシートシナモンS-30-23
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④4㎝にカットします。
70ｇ/ 個。

③アップルダイスを巻き込みます。

②30 センチ幅にカットし、キリ
を吹きかけます。

①ロールインシートをのせて、
実寸 5㎜厚に延ばします。

⑤グラニュー糖を付け、ホイロ
へ。 ホイロ 34℃60％、60 分
　   焼成 190℃、13 分

シナモンツオッフ

豊かなシナモンの香りと、クランブルとグラニュー糖のカリカ

リ食感がアクセントです。

プレーン生地 Ｃ工程

ロールインシートシナモンS-30-23

　他材料
☆さくさくラクランブル 500
　グラニュー糖

⑤ホイロ後の写真です。
グラニュー糖を付け焼成しま
す。焼成　190℃　13 分

④ホイロ前の写真です。
38℃80％　60 分

①実寸 6 ㎜に圧延し 2 ㎝ ×16
㎝にカットします。20g/ 個

②20g×4本を編みます。

③霧吹きをし、さくさくラクラン
ブル 500を付けます。
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スイートポテトフレーキー

スイートポテト味のシートを折り込み、カット面を立てて焼き

上げた、独特の見た目のデニッシュです。カスタードソースと

黒ゴマを付けて焼き上げ、風味豊かな一品に仕上げました。

　〈カスタード液〉 ％
◎グレイスカスター 100
　生クリーム 50
　卵黄 50

⑤ホイロ後、カスタード
液を塗ります。

⑥黒ごまをトッピングしま
す。

⑦焼成 190℃ 15 分。

プレーン生地 Ａ工程

ベイクシートスイートポテトＳ-30-23-H

　他材料
◎グレイスカスター
　生クリーム
　卵黄
　黒ごま

③フレーキ型に入れホイ
ロへ。
38℃80％　60 分。

①プレーン生地Ａ工程。 ②実寸 25 ㎜に圧延し 5.5
㎝ ×4.5 ㎝にカットしま
す。70ｇ/ 個。

④カスタード液をつくります。

お芋・ほくほくロール

スイートポテト味のシートを折り込み、ダイスポテトをゴロゴ

ロと巻き込んだ、素材感豊かなデニッシュです。

　他材料
　ダイスカットポテト
　黒ごま

プレーン生地 Ａ工程

ベイクシートスイートポテトＳ-30-23-H

④カットします。
100ｇ/ 個。

⑤型に入れホイロへ。
38℃80％　60 分。

⑥ホイロ後、塗り卵します。 ⑦黒ごまをトッピングしま
す。

⑧焼成 190℃ 15 分。

③ダイスカットポテトを
散りばめ、ロール状に巻
きます。

①実寸 7 ㎜に圧延し 30
㎝幅にカットします。

②ロール状に巻くため、
とじ部に水を塗ります。



③水刷毛します。

④フィリング（グレイス
カスター）を包みます。

⑦黒ごまを付けます。 ⑧天板に並べホイロへ。
38℃80％ 60 分。

⑨焼成 200℃13 分。

⑥水をつけます。

ねじりん坊おさつ

スイートポテトの生地を折り込んだ風味豊かなふんわり食感

のドーナツです。

　他材料
　ドーナツシュガー

ひとくち大学ぱん

スイートポテト味の生地でカスタードクリームを包み、黒ゴマ

をびっしりと付けて焼き上げた、小振りで食べやすい大学芋

イメージのデニッシュです。

⑤5 ㎝幅にカットします。
35ｇ/ 個。

①プレーン生地Ｂ工程
実寸 5㎜に圧延します。

②8㎝幅にカットします。

プレーン生地 Ｂ工程

ベイクシートスイートポテトＳ-30-23-H

ドーナツB生地 Ｂ工程

ベイクシートスイートポテトＳ-30-23-H

　他材料
◎グレイスカスター
　黒炒りゴマ

12

⑤ツイスト成形します。

⑥網にのせ、ホイロへ。
38℃60％50 分

④実寸 7 ㎜に圧延し、3 ㎝
×22 ㎝にカットします。
50g/ 個

⑦フライします。1 分半で
ひっくり返します。
180℃ 3 分～ 3分半

⑧ドーナツシュガーを付け
ます。

①カラ折りします｡4 つ折
り一回

②ベイクシートスイートポ
テト S-30-23-H を貼り合
わせます。

③圧延し、霧吹きをして
2つ折りにします。
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さくさくドーナツ

抹茶が香るサックリ食感のドーナツです。

緑色がきれいに出ます。

　他材料
○レーベルホワイト　
　ドーナツシュガー

ドーナツA生地 Ｃ工程

クッキーシート抹茶（受注生産品）

⑤フライします。1 分半でひっ
くり返します。
180℃、3分～ 4分

⑥レーベルホワイトやドーナツシュ
ガーで仕上げます。

④ラックタイム30 分。

①実寸 8 ㎜に圧延、2 ㎝ ×30
㎝にカットします。50g/ 個

②プレッツェル成形します。

③網にのせます。

⑤フライします（潜行式）
180℃ 3 分 30 秒。　

ざっくり♪クッキードーナツ

クッキードーナツ生地にチョコ風味のクッキー生地を折り込ん

だ、ザックザック、豪快な歯触りが楽しめるスティックドーナ

ツです。

①クッキーシートチョコを
挟んで、4ッ折り一回。

②生地を実寸 8 ㎜に圧延し、
20 ㎝ ×2 ㎝にカットします。
40ｇ/ 個。

③ツイストします。 ④ラックタイムを 30 分前後
とります。

ドーナツA生地 Ｃ工程

クッキーシートチョコ（受注生産品）

　他材料
○レーベルホワイト
○レーベルスイート

⑥よく油を切ります。 ⑦チョコレートを線書き
します。（レーベルホワイ
ト又はレーベルスイート）
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お豆ロールパン

あんこの風味の、かのこ豆をふんだんに使用した和風ロール

パンです。

プレーン生地 Ｃ工程

ベイクシート粒あんS-30-23（受注生
産品 ）

　他材料
 　かのこ豆

②メッシュローラーでカットし
ます。

①実寸 4.5 ㎜に圧延し、9 ㎝
×16 ㎝にカットします。
80g/ 個

④ケースに入れます。③かのこ豆を散りばめ、巻き
込みます。

⑥ホイロ後、塗り玉をし
ます。

⑤ホイロ前の写真です。
38℃80％60 分

⑤ホイロ前の写真です。
38℃80％60 分

⑦焼成　190℃　14 分

粒あんカップ

粒あんシートのデニッシュカップにお餅シート・ホイップクリー

ム・小倉あんを使った贅沢デニッシュです。

　他材料
☆お餅ｼｰﾄﾌﾟﾚｰﾝＳ-5.5-5.5
◎ポッシュアークＧＴミルク
　かのこ豆
　小倉あん
　粉糖

プレーン生地 Ｃ工程

ベイクシート粒あんS-30-23（受注生
産品 ）

②生地をカップに入れます。①実 寸 4.5 ㎜ に 圧 延 し、
10cm×10cmにカットします。
50g/ 個

③小倉あんを絞り、お餅シー
トプレーン S-5.5-5.5 を 1 枚
のせます。

④ホイロ前の写真です。
38℃　80%　60 分

⑤ホイロ後、塗り玉をし
ます。

⑦ポッシュアーク GT ミル
クを絞り、かのこ豆をのせ、
粉糖をふりかけます。



ベジタブルグリル

トマト風味のデニッシュカップに、チーズフォンデュソースと

色とりどりの野菜をたっぷりとトッピングして焼き上げました。

①実寸 4 ㎜に圧延し10 ㎝ ×10 ㎝
にカットします。55g/ 個。

　他材料
◎アシスターフォンデュソースＪ
　カット野菜
　ピザチーズ
　オリーブ油
　パルメザンチーズ

プレーン生地 Ｃ工程

デリカシートトマトＳ-30-23

③ホイロ後、アシスターフォン
デュソースを絞り、野菜をトッピ
ングして焼成。200℃、13 分。

②型に敷き、ホイロへ。
38℃80％　60 分。

④焼成後、オリーブオイルを
塗ります。

⑤パルメザンチーズをふりかけ
て仕上げます。

15

デリカブレッド

デリカシートトマトを折り込むとトマト風味できれいな赤色のパ

ンに大変身。トーストもおすすめ。

プレーン生地 C工程

デリカシートトマトS-30-23

　他材料

⑤ホイロ後、塗り玉をします。 ⑥焼成　180℃　25 分

④ホイロ前の写真です。
38℃80％　60 分

①実寸 12 ㎜に圧延し、3.5 ㎝
×25 ㎝にカットします。130g/
個

②130g×3本を編みます。

③ワンローフ型に入れます。
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月島食品・東京フードのパン用素材のご紹介

焼き残りを強化した耐熱性のプレートチョ
コレートです。クロワッサンに巻き込みやす
い大きさです。

クロワッサンプレート

●保存方法：20℃以下
●荷　　姿：12kg段
　　（1.5kg箱×8箱）
●サ イ ズ：20×68×7.5㎜

レーベルスイートキューブ

●保存方法：20℃以下
●荷　　姿：8kg段（1kg袋×8）

溶かしやすいキューブ状のパン・洋菓子用
コーティングチョコレートです。
5kgブロックタイプの「レーベルスイート」
「レーベルミルク」「レーベルホワイト」もご
ざいます。

耐熱性にこだわったキューブ状のミルク
チョコレートです。生地に練り込んでもきれ
いに焼き残ります。

キューブＭ10Ｔ

●保存方法：20℃以下
●荷　　姿：8kg段（1kg袋×8）
●サ イ ズ：10mm角、約1.2g/個

クーシェHQレアフィールミルク

●保存方法：3～7℃
●荷　　姿：6kg段（1kg袋×6）

1kg絞り袋入り、濃厚な風味のクリーム状生
チョコレートです。

フランス・ブルターニュ地方の発酵バター
を使用した風味豊かなマーガリンです。油
脂の結晶コントロール技術により、バターの
ような食感に焼き上がります。

ラブールガトーブルターニュ

●用　　途：パン、菓子、調理等
●保存方法：10℃以下冷蔵
●荷　　姿：10kg段（500g×20個）

バター風味のシートマーガリンです。発酵バ
ターを配合し、バターシートの代替にも最適
です。伸展性に優れ、使いやすさも申し分あ
りません。ノンコンパウンドタイプの「ラブー
ルシートＤＳ」もご用意しています。

●用　　途：パイ、デニッシュ折り込み
●保存方法：10℃以下冷蔵
●荷　　姿：5kg段（500g×10枚）
●サ イ ズ：220×270×8㎜

ラブールシートＣＰ

デニッシュブレッドなど、生地に甘みとミル
ク風味を付けたいときに最適な、加糖タイ
プのシート状折り込み油脂です。

●用　　途：デニッシュ折り込み
●保存方法：10℃以下冷蔵
●荷　　姿：10kg段（1kg×10枚）
〈サ イ ズ〉  340×340×9㎜

ＮＥＷアペニンシートシロップ

●用　　途：常温製品用フィリング
●保存方法：3～7℃
●荷　　姿：6kg段（1kg×6）

グレイスカスター
常温用では難しかった、みずみずしい食感
と、濃厚な卵風味を持った最高級クリーム
です。

●用　　途：常温製品用フィリング
●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：1000ml×6袋入り段

ポッシュアークGＴミルク
常温販売製品で使用可能なホイップ済みク
リームです。手軽な口金付き三角袋入で、絞
り袋に移し替える手間もなく衛生的です。冷
凍での流通保管となります。

発売より半世紀を越える、月島の代表製品
です。爽やかでコクのあるフィリング用マー
ガリンです。

●用　　途：フィリング用マーガリン
●保存方法：5～20℃
●荷　　姿：2.5kg缶、9kg缶

月島ソフトマーガリン

アシスターフォンデュソースＪ

●用　　途：練り込み、焼き込み用フィリング
●保存方法：3～7℃
●荷　　姿：6kg段（1kg×6）

チーズやワイン、調味料をバランス良く配合
した調理パン用フィリングです。包み込みや
トッピング等、焼き込みでもご使用出来ます。
冷凍が可能で焼成後もなめらかな食感を保
ちます。コーンクリーム味、カルボナーラ味、
グラタン味もシリーズ化しております。

ポッシュアークG
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ホーライ製品のご案内

もちもちドーナツ

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：3.2kg 段
　　　　　（800g×4袋）

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：3kg 段
　　　　　（500g×6袋）

冷凍のまま揚げるだけ、簡単らくらくのドー
ナツです。外はサクサク中はもちもちの食感
にこだわりました。仕上げ方でスナックにも
デザートにも料理の具材として
もご使用いただけます。

イモゴマドーナツ 6Ｐ

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：9kg 段
               （120 個×6袋入）
●サ イ ズ：5ｃｍ×2ｃｍ、12.5g

冷凍のままフライ出来るドーナツです。さつ
まいもの甘さとゴマの香ばしさの組み合わ
せでついつい手が出る美味しさになりまし
た。

材として

●
●

ホーライは 業務用冷凍生地の専業メーカーです。
長年に渡って培った生産技術と、グループ企業である月島食品
グループの技術を組み合わせた独創性に溢れた製品をご提供
しております。一貫した国内生産により、安全管理を徹底し、
2005 年には AIB 認証※(SUPERIOR) を取得致しました。それ以
降もAIB 認証抜き打ち監査に取り組んでおり、毎年 SUPERIOR・
EXCELLENTを取得し、安全安心な製品作りを心がけております。
国内生産のメリットを生かし、即応性、柔軟性をもってユーザー
の皆様のお役に立てる企業を目指しております。
※米国製パン研究所が推奨する食品安全統合基準

ペンシル型の袋に入った冷凍のクレームダ
マンド生地です。パン生地のトッピングやタ
ルトの流し種等にご使用頂けます。

ベークトップアーモンドＨ

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：6kg 段
　　　　　（1kg×6袋）

●保存

解凍して絞るだけの袋入りビス生地です。透
明感のある、なめらかな仕上がりが特長で
す。ホイロを取った生地に絞ればブールタ
イプのメロンパンが完成、色々な成形のパ
ンに
ご利用頂けます。

ベークトップクリアーミルク

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：6kg段（1kg×6袋）

さくさくラクランブル 500

ペンシル型の袋に入った冷凍シュー生地で
す。浮きの良いシューパフを手軽に作る事
が出来ます。

ワンタッチシュー 300

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：2.4kg 段
　　　　　（300g×8袋）

解凍してパン生地に絞って焼成するトッピ
ング用のシュー生地です。ふんわりソフトな
焼き上がりでパンをデコレーションします。

ベークトップシューH

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：6kg 段
　　　　　（1kg×6袋）

●保存方法
●荷 姿

時間がたっても変わらぬサクサク食感！
原材料、製法を根本的に見直して完成した
ホーライの自信作です。

サクサクメロンビスＣ－10

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：3.6kg段（120枚入）
●サ イ ズ：直径10㎝、30g、生地厚3.4㎜

ベークトップマカロン300
卵白主体でサクサク軽い食感の上掛け生地。
アーモンドも配合し、香ばしい風味です。

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：2.4kg段（300g×8袋）

●保存方法

バターの風味が豊かなリーフパイです。グラ
ニュー糖を表面に付けて焼くと更に美味し
く仕上がります。保管に便利な小容量となっ
ております。

リーフパイDX

●保存方法：－18℃以下
●荷　　姿：2.88kg 段（160 枚入）
●サ イ ズ：13.5ｃｍ×6ｃｍ、18g、生地厚 2.4 ㎜

便利な小容量とな
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パイ・デニッシュ折り込み用ホーライ製品

ロールインシート

使用適温：0～8℃

クッキー系、サクさ重視

パン生地に折り込んで使用す
るクッキー生地のシートです。

クッキーシート

使用適温：3～10 ℃

クッキー系､ドーナツ専用

ドーナツ生地用の折り込みシ
ートです。フライしても流れ出
る事がなく、サクサクとした食
感が特長です。

ベイクシート

使用適温：－10 ～ 8 ℃

甘系フィリング

フィリング感覚で使えるしっと
り食感の折り込み用シート素
材です。

デリカシート

使用適温：-2 ～ 8 ℃

惣菜系、しっとり感

本格的な総菜の美味しさを追
求した、調理パン用折り込み
シート素材です。

解凍方法 : 箱からシートを取り出し、室温（約 22℃）で 10 ～ 15 分解凍して下さい。
又は、ご使用になる前日に箱からシートを取り出し、冷蔵庫（5℃）で一晩解凍して下さい。

デリカシート

デリカシートトマトS-30-23（受注生産品）
スパイシーなトマトスープをそのまま閉じこめたような
シートです。柔らかくしっとりとした食感が特長の折り
込み用シートです。
●荷姿：6kg段（600g×10枚入）

ロールインシート

ロールインシートチョコS-30-23
チョコレートをたっぷりと練り込んだ本格的な美味しさ、
チョコの風味が豊かに香る折り込み用クッキー生地で
す。
●荷姿：6kg段（600g×10枚入）

ロールインシートアーモンド
アーモンドをたっぷり練り込んだ香ばしい風味が特長
の折り込み用のクッキー生地です。
●荷姿：6kg段（600g×10枚入）

ロールインシートシナモンS-30-23
シナモンの香りが豊かに香る折り込み用クッキー生地
です。シナモンロールを作る際、シナモンパウダーでの
ライン汚れを解消し、また、シナモンフィリングを塗る
手間を省きます。
●荷姿：6kg段（600g×10枚入）

ロールインシートバニラミルク
バニラとミルクが豊かに香る折り込み用クッキー生地
です。デニッシュ生地の表面に張り合わせてご使用して
頂くと、見た目も食感も特長のあるパンに仕上がります。
●荷姿：6kg段（600g×10枚入）

クッキーシート

クッキーシートチョコ（受注生産品）
ドーナツ生地用のチョコレート風味の折り込み
シートです。フライしても流れ出る事がなく、サク
サクとした食感が特長です。
●荷姿：6kg段（600g×10枚入）

ク

シ
サ
●

※サイズについて：『Ｓ-30-23』→四角い 30 ㎝×23 ㎝のシートという意味です。（Sは Square の略）
※受注生産品については弊社営業部までお問い合わせください。

ベイクシート

ベイクシートスイートポテトS-30-23-H
スイートポテトの美味しさがしっかり感じられる、しっと
りとした食感が特長の折り込み用素材です。
●荷姿：6kg段（1000g×6枚入）

ベイクシート粒あんS-30-23（受注生産品）
粒あんの美味しさがしっかりと感じられる、しっとりとし
た食感が特長の折り込み用素材です。
●荷姿：6kg段（600g×10枚入）



商品の仕様を変更する場合があります。詳細につきましては弊社担当者にお問い合わせください。

www.tsukishima.co. jp/    www.tokyo-food.com/
　〒300-4351 茨城県つくば市上大島1687-1 

　TEL.029-866-1587　FAX.029-866-1598

　 www.horai-co. jp/
　〒381-0101 長野県長野市若穂綿内字東山1136-25 

　TEL.026-282-1234　FAX.026-282-1235

　 www.musashino-seika. jp/
　〒347-0111 埼玉県加須市鴻茎3206-1

　TEL.0480-73-3630　FAX.0480-73-4474

アペニンコーポレーション株式会社
    www.apenine. jp/
　〒277-0805 千葉県柏市大青田722-4

　TEL.04-7131-7124　FAX.04-7132-0635

月食商事株式会社
　〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室288-2

　TEL.048-876-2961　FAX.048-876-2960 　 　

本　社・東京工場
　〒134-8520 東京都江戸川区東葛西3-17-9　
《営業部》　
　TEL.03-3686-1221　FAX.03-3688-8266

《営業推進部 応用開発グループ》
　TEL.03-3689-3118　FAX.03-3689-3122

神戸工場 
　〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町47
　TEL.078-453-3411　FAX.078-412-7649
　　　　　　　
筑波工場 
　〒300-4351 茨城県つくば市上大島1758-1 
　TEL.029-866-1151　FAX.029-866-1159

神戸物流センター 
　〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町62-1 
　TEL.078-453-3977　FAX.078-453-2995
　 　
札幌営業所 
　〒065-0021 札幌市東区北21条東2-2-16 
　TEL.011-721-4341　FAX.011-721-4280

仙台営業所 
　〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山5-14-6 
　TEL.022-247-0121　FAX.022-247-0191

名古屋営業所 
　〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井2-76
　TEL.052-501-6311　FAX.052-501-6314

大阪営業所／西部ベーカリーサービス 　
　〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-16-24
　TEL.06-6385-6651　FAX.06-6386-6137

中四国営業所 
　〒700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町3-19-30
　TEL.086-242-2800　FAX.086-242-2812
　
福岡営業所 
　〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5-5-10 
　TEL.092-624-2212　FAX.092-624-0527 
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