
製品カタログ製品カタログ

フィユタージュ･トラディション 

グルマンクッキー・アマンド 

ＡＰ練乳プレミアム 

⽣チョコキューブ 



製品カタログ

フィユタージュ･トラディション フィユタージュ･トラディション 

グルマンクッキー・アマンド グルマンクッキー・アマンド エトショコラ 

保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

ＮＥＷ

ＮＥＷ

おすすめ製品

ＡＰ練乳プレミアム ＡＰ練乳プレミアム 

ＮＥＷ

ＮＥＷ

⽣チョコキューブ ⽣チョコキューブ ＮＥＷ

Ｑｕａｌｉｔｙ Ｍｅｉｓｔｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ
ＱＭＳ（クオリティ マイスター システム）とは、
おいしさと扱いやすさのクオリティにこだわった
素材で、“もっとカンタンにおいしい ” を実現して
いく仕組みです。

　　　　　300ｇ×8 袋

①フィユタージュ・トラディション
　８kg(200ｇ×8枚入りピロー×５箱）
②フィユタージュ・トラディション24
　４.8kg(200ｇ×24枚) 

①グルマンクッキー･アマンド
7.8kg (520ｇ×３枚入りピロー×５箱）
②グルマンクッキー・アマンド10
5.2kg（520ｇ×10枚）

チョコレートに最高級の
クーベルチュールを使用し＊、
ふんわり泡立てたメレンゲを
やさしく混ぜ合わせた絞り生
地です。濃厚なチョコ風味と、
とろけるような口どけが特長
です。生地に絞る、そのまま
焼くｅｔｃ.、多彩な商品化が可
能です。

アーモンドプードル、スライ
スアーモンドとフランス産
小麦を使用した＊、香り高く、
濃厚な風味のクッキー生地
です。
ヨーロッパの伝統的なクッ
キーのザックリとした歯ざ
わり、ホロホロ崩れる食感に
アーモンドがアクセントと
なっています。

バターオイルと北海道産練乳を贅
沢に使用した風味豊かな練乳クリー
ムです。セミハードロールやコッペ
パンなど、素朴な風味のパンによく
合います。

油脂で生地を包み込む伝
統的な『逆折りパイ』の製法
を取り入れた、サクサク、歯
切れの良さが特長のパイ生
地です。
フランス産小麦粉を使った
香ばしい風味はスイート系
からセイボリー系まで，幅広
くマッチします。

500ｇ×10袋

保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

保存方法：１０℃以下冷蔵保存

北海道産生クリーム、コニャック
Ｖ．Ｓ．Ｏ．Ｐが濃厚なコクと芳醇
なカカオの薫りを引き出した
キューブ状の生チョコレートです。
カット済みでとても便利です。

保存方法：要冷凍保存
７００ｇ×２ペール／段

＊チョコレート分の1９％にクーベル
　チュールを使用しています。

＊小麦粉の７０％にフランス産小麦を
　使用しています。

ＱＭＳサイトは
こちら



フライディーン　　 はがれ名人スーパー
油脂の劣化が遅く、長持ちする
フライ油です（当社従来品比）。
作業性が良く、べたつきを防止
し、ドーナツから総菜まで幅広く
お使いいただけます。

型や天板にシュッとひと吹き、手
軽に塗れるスプレーオイルです。
パンも焼き菓子もこれ一本。たっ
ぷりお使いいただける 550 ㎖
入りです。

15kg缶 444ｇ（550㎖ )×6本×４箱

ソボロ生地

なめらかテイスティビスシリーズ

500ｇ×６袋

なめらかでつるんとした表面。素材の
おいしさが香る、フルーティーなメロン
ビスです。

なめらか

テイスティビス

メロンＣ-10 

なめらか

テイスティビス

ストロベリーＣ-10

なめらか

テイスティビス

バナナＣ-10 

なめらか

テイスティビス

完熟メロンＣ-10 

なめらか

テイスティビス

チョコＣ-10 

なめらか

テイスティビス

バニラＣ-10 

サイズ直径10cm
バニラビス：21g×144枚
チョコビス：24g ×144枚

他：25g×144枚

ゴールデンメロンビスC-8ゴ ルデンメ

バターと卵黄をたっぷり使った
メロンビス生地です。
ローストした焦がしバターが
ふんわり香るリッチタイプです。

サイズ：直径８㎝
20g×144枚

保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

保存方法：冷凍保存（－18℃以下）保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

保存方法：直射日光を避け涼しい所で保存 保存方法：直射日光を避け涼しい所で保存

フィリング類、スプレッド類成形時トッピング素材成形時トッピング素材

コーティング

パイ、ペストリー⽤折り込み油脂

ＱＭＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ Ｍｅｉｓｔｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ）は⾼品質な素材やレシピ提案を

シューパフ用の冷凍シュー生地
です。洋菓子専門店のバター風
味豊かな厚皮のシューパフが
手軽に作れます。

マカロンシートC-５クッキー生地

ワンタッチシュープレミアムワンタッチチシュチシタルト生地
①タルトビスキーＣｰ１２Ｔー　直径12㎝　３０ｇ×120枚
②タルトビスキーＣ-２３　　 直径23㎝　１３０ｇ×６６枚
③タルトビスキーＣ-24　　直径24㎝　140ｇ×７２枚

①さくさくラクランブル５００（バター風味）
②ラクランブルプレーン５００（バニラ風味）
③ラクランブルグラハム500（グラハム粉入り）

　　直径5㎝　
　　8ｇ×384枚①クッキーシートプレーンＣ‒４　　直径４㎝   4ｇ×１６２０枚

②クッキーシートプレーンＣ‒５‒Ｔ 直径５㎝　６ｇ×  ３８４枚
サクサク、カリカリの食感が楽しめ
る、上乗せ用のマカロン生地です。
シュー生地の上に乗せて焼くと
焼成後、大きく割れます。

1kg×６袋

保存方法：冷凍保存（－18℃以下）保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

保存方法：冷凍保存（－18℃以下） 保存方法：冷凍保存（－18℃以下）

パートシュクレタイプのタルト生
地です。解凍して型に敷き、中種
を流して焼くだけで、サクサクタ
ルトができあがります。

直径４㎝と５㎝に型抜きした冷
凍クッキー生地です。ワンタッ
チシューと組み合わせて、手軽
に
クッキーシューが作れます。

手作り感のあるランダムな大きさ
のソボロ生地です。



ラブールガトーシートＢＲ　 ラブールガトーシートＶ500ｇ×10枚 500ｇ×10枚

フランスブルターニュ産発酵
バターとロレーヌ地方産の岩
塩を使った、風味豊かなシート
マーガリンです。（加塩タイプ）

豊かなバター風味とバターに
近い物性が特長のシートマー
ガリンです。

アシスターフォンデュソースJ　

月島ソフトカスタードＲ　

デリッシュゴーダ

グレイスカスター

ゴーダチーズを配合した、コク
と旨味のあるチーズフィリング
です。包餡や、トッピングなどの
焼き込みにお使い頂けます。

バニラ風味の手炊き風カス
タードクリームです。
ソフトな食感が特長です。チル
ド流通製品にお勧めです。

みずみずしい食感と濃厚な卵
の風味を生かしたカスタード風
味クリームです。
耐熱性があり、焼き込み可能で
す。

①１kg×６袋②4ｋｇ×３袋 ①１kg×６袋②4ｋｇ×３袋

１kg×６袋 ①１kg×６袋
②4ｋｇ×３袋

チーズ、白ワイン、ブイヨン等の
素材を程よく溶かし込んだチー
ズフィリングです。総菜パンや調
理用のフィリングです。

600ｇ×６袋

200g ×20個おいしいソフトマーガリン パン屋さんのおいしいマーガリン

ショコラフェッテ

素材と製法にこだわって作り上
げたスプレッドマーガリンです。
こちらはパン屋さんの店頭販
売専用品となります。

保存方法：
直射日光を避け20℃以下で保存

保存方法：冷暗所２０℃以下保存

保存方法：要冷蔵保存

保存方法：１０℃以下冷蔵保存

保存方法：１０℃以下冷蔵保存 保存方法：１０℃以下冷蔵保存

アーモンドとヘーゼル
ナッツの風味が漂う、口
当たりの軽いエアインタ
イプのクリームチョコ
レートです。

自社開発の発酵乳と独自の製
法により、爽やかでコクのある
乳風味を実現した、ソフトで塗
りやすいスプレッド・注入用
マーガリンです。

ＨＱレアフィールミルクシリーズ

生クリームを配合した本
格的な生チョコレートを、
絞りやすいフィリングタイ
プにしました。

①クーシェ１kg×６袋②5ｋｇ×２袋

①2.5kg×8缶②10ｋｇ段

600ｇ×６袋ショコラフェッテ

保存方法：
直射日光を避け20℃以下で保存

アーモンドとヘーゼル
ナッツの風味が漂う、口
当たりの軽いエアインタ
イプのクリームチョコ
レートです。

屋

保

法
乳風
りや
マー

ラＨＱレアフ
①

ＨＨＨＱレア

保存方法：要冷蔵保存

クイールショコラシリーズ

耐熱性があり、焼成後も
とろっとした食感としっかりと
したカカオ風味が残る生チョ
コレートです。包餡機対応。

①500g×12袋②5ｋｇ×２袋

染み込むシリーズ
パンやケーキの生地に染み込み
やすいコーティングチョコレート
です。ブラック、ミルク、ホワイト、
イチゴ風味がございます。

込むシリ込むむむむむむむむむシリレーベルシリーズーベルシリ
計量しやすく溶かしやすい、キューブ
状のコーティングです。
【スイートキューブ】
　コクのあるカカオとバニラの風味
【濃い抹茶キューブ】
   西尾抹茶を配合した深みと渋み

１kg×８袋

保存方法：直射日光を避け20℃以下で保存 保存方法：直射日光を避け20℃以下で保存

2kgトレー／段×３

保存方法：3～７℃冷蔵保存 保存方法：3～７℃冷蔵保存

保存方法：3～７℃冷蔵保存 保存方法：3～７℃冷蔵保存

フィリング類、スプレッド類フィリング類、スプレッド類成形時トッピング素材

コーティングコーティング

パイ、ペストリー⽤折り込み油脂パイ、ペストリー⽤折り込み油脂

通じて、マイスターの商品作りをサポートします。

し
コ
し
コ



ラブールガトーブルターニュ

ラブールＣＰプレミアム

ハイポーク（ノンシリコーンタイプ）

アルフェスタシリーズ　　

　①450ｇ×20個
　②8ｋｇ缶③15ｋｇ段

①7kg缶

①１kg×6袋
②４ｋｇ×３袋

700ｇ×８枚

咲味油(さきみゆ)　

LRサワークリームR

厳選した原料からスチーム抽出し
ています。香り豊かなラードです。

発酵バター入りのコンパウンド
マーガリンです。シート状のマー
ガリンにあらかじめ切り込み
（35カット）が入っていますので
計量時にとても便利です。

フランス・ブルターニュ産の発
酵バターを使用した風味豊かな
練り込み用のコンパウンドマー
ガリンです。

ケーキ用の液状油脂です。卵の
風味やチョコ、抹茶などの素材
の風味が引き立ち、しっとりとした
スポンジケーキが焼き上がります。

後味の豊かなバター風味が特
長の練り込み油脂です。コンパウ
ンド率の違いで『プレミアム』『レ
グノ』『フレッシュ』の３種類がご
ざいます。

ルミナスシリーズ　

欧州産発酵バターと自家製発
酵乳を使い、自然なバター風味
にこだわりました。ハイグレード
な『グランデ』とスタンダードな
『レグノ』がございます。

ゼ・フワール１９

爽やかな酸味の練り込みクリー
ムです。チーズケーキの練り込
みや料理のコク出しにお使いく
ださい。乳酸菌は殺菌済です。

シューファンデＲ　 ①１kg×10袋
②5ｋｇ×２袋

①6kg段
②15ｋｇ段

①500ｇ×20個
②１０ｋｇ段

①500ｇ×20個
②１０ｋｇ段

①500ｇ×20個
②１０ｋｇ段

生地にそのまま練り込める作業
性の良さと強いチョコレート感が
特長の、練り込み用チョコレート
です。

浮きが抜群に良く、大きな空洞の
シューパフが安定して焼き上がる
シュー生地専用のファットスプ
レッドです。きれいな焼き色で形
のそろったパフが焼き上がります。

の風味
ポンスポ

①5kg缶
②１６ｋｇ缶

オールインミックス法でソフト
でしっとりとしたスポンジケー
キが安定して焼き上がる、起泡
性乳化脂です。

保存方法：３～７℃冷蔵保存

保存方法：１０℃以下冷蔵保存 保存方法：１０℃以下冷蔵保存

保存方法：１０℃以下冷蔵保存

　　保存方法：
　　 ①450ｇ×20個…１０℃以下冷蔵保存
②8ｋｇ缶…………直射日光を避け涼しい所で保存
③15ｋｇ流し込み…直射日光を避け20℃以下で保存

保存方法：１０℃以下冷蔵保存

保存方法：直射日光を避け涼しい所で保存

保存方法：常温保存（２０～２５℃）保存方法：10℃以下冷蔵保存

パータノワール

Ｃｕｂｅ-Ｃｈｏｃｏシリーズ １kg×8袋

タ ワ

保存方法：直射日光を避け20℃以下で保存

保存方法：直射日光を避け20℃以下で保存

保存方法：3～７℃冷蔵保存

フィリング類、スプレッド類成形時トッピング素材

コーティング

パイ、ペストリー⽤折り込み油脂

キ
性

①２ｋｇポリ容器×６個
②10ｋｇバッグインボックス

生地練り込み用の液状チョコレー
トです。生地の気泡を壊しにくい
ため、ソフトな食感のチョコレート
スポンジケーキが作れます。

ＮＥＷショコラゼノア

Cube-Choco
華やぎビター

Cube-Choco
こく味ホワイト

Cube-Choco
焦がしミルク

Cube-Choco
濃いイチゴ

耐熱性と口どけの良さを両立させたキューブチョコレートです。



製品カタログ

東 京 本 社
札幌営業所
仙台営業所
名古屋営業所
大阪営業所
中四国営業所
福岡営業所

03-3686-1221
011-721-4341
022-247-0121
052-501-6311
06-6385-6651
086-242-2800
092-624-2212

月島食品工業株式会社
www.tsukishima.co.jp
本社：東京都江戸川区東葛西３-17-9

東京フード株式会社 
www.tokyo-food.com/
茨城県つくば市上大島1687-1

029-866-1587

株式会社ホーライ 
www.ホーライ.com

長野県長野市若穂綿内字東山1136-25
026-282-1234

フィユタージュ･トラディション 

グルマンクッキー・アマンド 

ＡＰ練乳プレミアム 

⽣チョコキューブ 
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