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パインとココナッツ
の

クッキーブリオッシュ

パインクリーム、ホワイトチョコ、ココナッツロングを

合わせたトロピカルな味わいのブリオッシュです。

冷蔵

冷蔵

冷蔵

レモンクリームペストリー

甘酸っぱいレモンクリームにホイップを混合する
ことで、夏にぴったりの軽やかな口どけに。

果肉がたっぷり入ったクリームを包み込み、マー
ブル模様のクッキー生地を被せて焼き上げました。

ごろごろ桃とベリーのサンド

Summer Collection

夏だけの限定商品
6月12日(金）9：00～
～8月31日(月）17：00

2020

NISSAN
アイルランド産発酵バターにコクのあるバターミルク
パウダーを配合した「乳等を主原料とする食品」です。
ミルキーで自然なバター風味がさまざま洋菓子のおい
しさを引き立てます。※食品添加物（乳化剤、香料、着
色料等）は配合しておりません。
※スイス産発酵バターを使用していたグランマスター
アルフィーユからの切り替え商品となっております。
発酵バターの配合の割合は同じです。

イタリア産のレモンを使用し、爽やかな香りとナチュ
ラルな味わいに仕上げたなめらかなレモンクリームで
す。サンド・注入はもちろん、包み込みも可能なので、
様々なレシピにご使用いただけます。

果実感を出すため、ベースのクリームに果汁を加え、
食感を出すため大きめにダイスカット（10mm）した
パインを 33％使用しました。味に深みを与えるクリ
ームチーズも加え、爽やかさの中にコクのある贅沢
な味わいに仕上げました。そのままでも包み込みで
も幅広くご使用いただけます。

1kg　　858円

1kg　　672円

なめらかなクリームに果肉が入った、白桃の美味しさ
が存分に味わえる贅沢なフルーツクリームです。大き
めにダイスカットしたジューシーな白桃果肉をたっぷ
り 30％入れ、ピーチリキュールで味に深みをつけた自
然な美味しさです。サンド・注入・焼き込みまで幅広
くご使用いただけます。

1kg　　847円

■果肉ごろごろまろやか白桃

700g　     272円
10kg　　3,555円

500g　927円

■特宝笠

■グランマスター®アイリッシュプラス

アイルランド産発酵バターのフレッシュな風味にやさ
しいミルクの味わいをブレンド。焼成するとホットミ
ルクのような甘さが残る新しい風味です。
※スイス産発酵バターを使用していたグランマスター
スイッツアーからの切り替え商品となっております。
発酵バターの配合の割合は同じです。

宮崎特産「日向夏」を丸ご
と使用。日向夏の爽やかさ
を余すところなく生かし、
皮のみじん切りが入ること
で、シャキシャキとした食
感が特徴です。ドレッシン
グとしてはもとより隠し味
や、味付けのポイントに使
える万能ドレッシングです！

ごめんなさい m(__)m
ちょっと値上げしました。

500g　765円

■グランマスター®エール i

■ジューシーパイン

■フレッシュイタリアレモン

【発酵バター50％配合】

【発酵バター30％配合】

アイルランド産発酵バターの原料は牧草をた
っぷり食べて育った牛のミルク。だからバター
もグラス感があり、生乳感のある風味が特徴
です。

【グラスフェッドバター】
アイルランドの牛は主に牧草を食べ
て育てられています。草（＝グラス）
を主に食べているので、採れたミル
クはβカロテンを多く含み、グラス
フェッドバターは色が濃い黄色であ
ることが特徴です。

※価格はすべて税込価格となっております。

55ｇ　　259円 150ｇ　　897円

290ｍｌ　510円

■日向夏ドレッシング

■果樹園そだち
　　フィリピン産ソフトマンゴー

■デーツ
<なつめやしの実>

山芋と鶏肉とネギの
日向夏ドレッシングいため

ぜひグランマスターシリーズで
焼き菓子を作ってみて下さい！

生のバナナをペーストにし、
ホイップクリームなどを加
えて煮詰めたなめらかなペ
ーストです。パンやフィリ
ングなど、幅広くご使用頂
けます。

600ｇ　　575円

■スイーツチーズシートN

クリームチーズとパルメザ
ンチーズパウダーを使用し
た、酸味の効いた甘いチー
ズ風味のシート。保存料不
使用。

主役のレモンは瀬戸内産にこだわりました。甘味と酸
味、苦味のほど良いバランスが絶妙な味わいです。き
め細かいなめらかな口当たりとキレのある口溶けのク
リームです。

1kg　　819円

■スムース瀬戸内レモン NEW

NEW

NEW

季節商品

好評発売中

■バナナNT52

1㎏　　865円



はちみつレモン味のシートを折り込んだ生地を小
さなリング型に焼き上げました。

さわやかリング

甘酸っぱいレモンクリ
ームとま

ろやかなヨーグル

トホイップ
がさわやかで好相性！

レモンと
ヨーグル

トのタルトデ
ニッシュ

■季節を手づくりわらびもち粉

スティックFURANO

緑のメロン皮に鮮やかなオレンジ色のクリームを
たっぷりと詰めました。

バニラアイス風味のクリームを注入しました。
暑い夏には冷やして食べるのがオススメです。

ミニ大福アイス蒸しパン

北海道富良野産の赤肉メロ
ン果汁と北海道牛乳を使用
しました。赤肉メロンの豊
かな風味にミルクのコクを
合わせたミルクメロン味で
鮮やかなオレンジの色合い
がパンやお菓子に良く合い
ます。

1kg　 　811円

■SV富良野メロンクリームR
100％北海道素材（牛乳・
てんさいグラニュー糖）で
出来たヨーグルトペースト
を使用しました。プレーン
ヨーグルトのように酸味の
効いた爽やかな味わいに仕
上げ、包み込みや落とし焼
きなど幅広い用途でお使い
いただける耐熱性のあるク
リームです。

※腸まで届くビフィズス菌入り 1kg　　 697円

■SV北海道ヨーグルトクリーム

アイスクリームのような口
溶けと食感に仕上げた、コ
ク味のあるバニラ味のフィ
リング。保存料不使用。

1kg　　  927円

■プチールクールバニラクリーム

はちみつの甘味とレモンの
爽やかな風味がマッチした
シートです。

600g　　448円

■はちみつレモン味シート

レッドキドニービーンズ・
ヒヨコマメ・レンズマメの
3 種類の豆にハラペーニョ
パウダー、チリパウダーな
どの辛さにすりおろし野菜
と牛挽き肉の旨みが生きた
旨辛味です。
保存料不使用。

500g　 513円

■プチグルメ３種の豆の旨辛チリビーンズ

産地の異なる唐辛子や 27
種類のスパイスを使用しま
した。ホールタイプのクミ
ンをギーで炒めることでス
パイスの香りを抽出、ギー
使用で香ばしいコクを引き
出し、本格的なインド料理
の味わいのフィリングです。

1kg　　  895円

■香るGHEEMAカリーHOT

チリペッパー、オレガノ、
ガーリックなど香辛料の配
合にこだわりました。シャ
キシャキ玉ねぎの食感と、
牛ひき肉のジューシーな旨
みが食欲をそそります。チ
ーズや野菜、様々な食材と
相性がぴたりです。

1kg　　  927円

1kg　1,004円 ■スパイス香るタコスフィリング

オールスパイス、パウダー
スパイスを併用し、芳醇な
香りを表現。食感と風味を
楽しめるスパイシーなキー
マカレー。

■芳醇スパイスキーマカレー

高級茶豆をふんだんに取り
入れた高品質のあんです。
宮城の郷土料理のずんだの
餡で、枝豆の風味とつぶつ
ぶの食感をお楽しみ下さい。
白玉・団子・お餅などにお
ススメです。

1kg　　   942円

1kg　1,198円
白玉粉

■ずんだあん

冷やして食べると一層おい
しい、夏にぴったりの爽や
かラムネあんです。

1kg　　  726円

■ラムネあんEX50

国産甘夏を使用した夏にぴ
ったりのオレンジ色のフラ
ワーシートで甘夏の爽やか
な香りとほのかな苦みが口
いっぱいに広がります。

600g　　552円

■甘夏シートLA

シチリア産レモン「丸ごと搾り果汁」を使用し、レモ
ン特有の「酸味」と、レモン果皮に含まれる「香り」
と「ほろ苦さ」を表現し、レモン本来の味わいに仕上
げました。（レモンは濃縮果汁を使用）レモンの甘酸
っぱさを生かした爽やかな風味なので、夏の暑い時期
の「冷やしパン」にもおすすめです。保存料不使用。

600g　　463円

■丸ごと搾りシチリアレモンシートRN

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

九州産本わらび粉・本葛使
用。つるんとした口当たり
のよい、わらびもち粉です。

80g      334円

1kg　　1,350円

　

   
ミックスチーズ

カレーに
ピッタリ！

100g　　562円

  
  

手
づ
くりカレー粉セ

ッ

ト

本格的に
作りたい
あなたに！

RENEWAL

約 10mm の大きさにダイス
カットされたマンゴーの果
肉を 28％使用し果実感たっ
ぷりの贅沢なマンゴークリ
ームです。濃厚な味わいと
華やかな香り、フレッシュ
でジューシーなマンゴーの
とろける食感が、なめらか
なクリームに閉じ込められ
ています。

1kg　　  858円

■とろけるアジアンマンゴー

ギーは、
インドを中心とし
た南アジアで古く
から作られ、食用
に用いるバターオイ
ルの一種です。

シートの
色合です

シートの
色合です

シートの
色合です


