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冷生地ニュース No.245
【1】2019年12月度新製品、おすすめ製品のご案内

【4】2020年1月度発売予定製品

【2】11月新製品 バスクチーズケーキ風パンが大ヒット中です！

【3】今月のおすすめ！（クグロフ・チョコクグロフ・好評Ｍサイズピザ）

バスクチーズケーキ風パン

クグロフ

入　　数入　　数入　　数
54個54個54個

生地卸価生地卸価生地卸価
68円68円68円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,672円3,672円3,672円

入　　数入　　数入　　数
16個16個16個

生地卸価生地卸価生地卸価
58円58円58円

ケース単価ケース単価ケース単価

928円928円928円

口溶けの良い生地にゴーダ、リコッタ、マスカルポーネチー
ズ入りの濃厚なチーズクリームをたっぷり包み込み、上に
チーズケーキ生地をかけてこんがり焦げ目がつくまで焼き上
げ、バスクチーズケーキの様に仕上げました。（製品中 ｺﾞー ﾀﾞ
ﾁｰｽﾞ0.6%、ﾘｺｯﾀﾁｰｽﾞ0.2%、ﾏｽｶﾙﾎﾟー ﾈﾁｰｽﾞ0.1%） 

ふんわりソフトなケーキスポンジ生地をク
グロフ型で焼きました。製品冷凍品です。
表面に粉糖をつけたり、中心にクリームを
絞ったりといろいろな加工が可能です。

チョコクグロフ

入　　数入　　数入　　数
16個16個16個

生地卸価生地卸価生地卸価
58円58円58円

ケース単価ケース単価ケース単価

928円928円928円

ココアを練り込んだふんわりソフトなケーキス
ポンジ生地をクグロフ型で焼きました。製品冷
凍品です。表面に粉糖をつけたり、中心にクリー
ムを絞ったりといろいろな加工が可能です。

好評Ｍサイズピザ
生地卸価生地卸価生地卸価
240円～
330円
240円～
330円
240円～
330円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,400円～
3,300円
2,400円～
3,300円
2,400円～
3,300円

直径23センチのフィリングトッピング済
みのピザです。（ミックス、ボロニアソー
セージ、照焼きチキン、4種のチーズ）※他
にＳ・Ｌ・ＬＬサイズもございます。

★2020年1月度の発売予定品・2019年12月末の中止予定製品につきましては、規格・時期が変わることがあります。

【クラムチャウダーパン、Ｒ完熟トマトとチキンのデニッシュ、苺のデニッシュー、Ｎフルーツリュスティック】

の4品につきましては、12月1日（日）～12月31日（火）納品分までの合計、

各商品５c/sにつき１c/sを協賛致します。協賛品の出荷は翌月の中旬頃になります。

入　　数
60個

クラムチャウダーパン

ふんわりとした食感の生地で、あさり・ベーコン・ポテトダイ
スの具材に干し貝柱の旨みを効かせたクラムチャウダーフィ
リングとホワイトソースフィリングを包んだ製品です。 

入　　数
36個

生地卸価
48円

ケース単価

2,880円

生地卸価
52円

ケース単価

1,872円

生地卸価
59円

ケース単価

2,360円

生地卸価
47円

ケース単価

2,256円

Ｒ完熟トマトとチキンのデニッシュ

バジルとオレガノを練りこんだ香りの良いデニッシュ生地
で、完熟トマトを使用したトマトチキンフィリングを包んだ製
品です。

入　　数
40個

苺のデニッシュー

シュー生地を練りこんだ、ふわっとしたデニッシュ生地に果
肉感のある苺ジャムと木苺ジャムを中に巻き込んだ製品で
す。焼成後に別添のホイップカスターを絞って仕上げます。

入　　数
48個

Ｎフルーツリュスティック

ライ麦麦芽入りの風味豊かな生地に、クランベリーとゴール
デンレーズンをふんだんに練り込んだ製品です。

★2019年11月末中止製品

★2019年12月末中止予定製品

※中止品は在庫が無くなり次第、末日を待たずに終了とさせて頂きます。予めご了承ください。

生地卸価
60円

いちごパン
生地卸価
50円

Ｒチョコパイ
生地卸価
43円

Ｒミルクボール

生地卸価
50円

Ｒイチゴスティックデニッシュ
生地卸価
53円

紅ずわい蟹のトマトクリームパン
生地卸価
260円

Ｒグラタンパイ（ホールタイプ）

生地卸価
90円

Ｒグラタンパイ（ミニタイプ）
生地卸価
56円

黒豆あんぱん（北海道産黒豆）
生地卸価
48円

苺大福風味パン
生地卸価
40円

Ｒ揚げ団子（黒蜜あん）

生地卸価
120円

苺のタルト
生地卸価
58円

たらこチーズブール
生地卸価
45円

6品目のサラダパン
生地卸価
53円

ナチュラルチーズパン

生地卸価
59円

ようかん風パン
生地卸価
53円

柚子あんフロマージュパン
生地卸価
35円

あんスティックパン
生地卸価
45円

ハリッサベーコンパン
歯切れの良い生地に、オニオン入りホワイ
トソースを包み、焼成後に別添のチキンと
ゴーダチーズ入りチーズソースをのせた
製品です。（チーズ中 ゴーダチーズ90%）

入　　数入　　数入　　数
56個56個56個

オニオングラタンチキンパン
生地卸価生地卸価生地卸価
68円68円68円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,808円3,808円3,808円

イチゴジャムを折り込んだふんわりとした食感の生
地で、甘酸っぱいベリーフィリングを包み、さらにトッ
ピングした製品です。別添のクランブルをのせて焼
成し、焼成後にストロベリーソースを絞って下さい。

入　　数入　　数入　　数
36個36個36個

ストロベリークランブルパン
生地卸価生地卸価生地卸価
98円98円98円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,528円3,528円3,528円
ルヴァン種入りの生地で果肉入りのいちごミルク
クリームを包み、別添の国産とちおとめいちごの果
汁入りシロップ入りのうずまきビス生地を被せた製
品です。

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

うずまき苺クリームパン
生地卸価生地卸価生地卸価
58円58円58円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,784円2,784円2,784円
イチゴダイス、クランベリーダイス、ホワイトチョコ
ダイスを練り込んだしっとりもちもちとした食感の
生地に、イチゴジャムを混ぜた冬向けマフィンで
す。焼成後冷凍製品です。 

入　　数入　　数入　　数
36個36個36個

やわらかマフィン（いちご）
生地卸価生地卸価生地卸価
85円85円85円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,060円3,060円3,060円

歯切れの良いクロワッサン生地とサクサクのチョ
コ風味生地を重ね、チョコチップ入りの焼くと固ま
る焼きチョコ風フィリングを巻き込みました。２色
のコントラストが目をひく製品です。

入　　数入　　数入　　数
64個64個64個

クリスピーチョコチップクロワッサン
生地卸価生地卸価生地卸価
54円54円54円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,456円3,456円3,456円
ふんわりとしたココア風味生地にベルギーチョコ入りの濃厚な
チョコクリームと、ビターチョコチップ、ミルクチョコダイスをサ
ンドし、上にハイカカオチョコ入りのガトーショコラ生地をかけ
て焼き上げた製品です。（製品中 ベルギーチョコ0.9%）

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

ショコラケーキパン
生地卸価生地卸価生地卸価
65円65円65円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,120円3,120円3,120円
ビス生地を重ねたふんわりとしたチョコ風味の生
地でヘーゼルナッツショコラフィリングを巻き込
み、香ばしいローストヘーゼルナッツ入りのショコ
ラトッピングをのせて焼き上げた製品です。

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

ヘーゼルナッツショコラパン
生地卸価生地卸価生地卸価
56円56円56円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,360円3,360円3,360円

サクサクとしたバター風味のデニッシュ生地にアー
モンド風味のキャラメルペーストと焙煎アーモンド
ダイスを挟んだ製品です。

入　　数入　　数入　　数
96個96個96個

アーモンドペストリー
生地卸価生地卸価生地卸価
30円30円30円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,880円2,880円2,880円 もっちりとした白生地にミルク風味クリームを塗布
し、クランベリーとホワイトチョコをサンドしてツイ
ストリング成形した製品です。

入　　数入　　数入　　数
40個40個40個

クランベリー＆ホワイトチョコリングパン
生地卸価生地卸価生地卸価
58円58円58円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,320円2,320円2,320円
パネトーネ種とルヴァン種を使用したパネトーネ風味
の自家製種入りの生地に、チョコチップとレーズン・ク
ランベリー・パパイヤを合わせ、上にアーモンドプード
ル入りのダマンドトッピングをのせたパネトーネです。

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

フルーツショコラパネトーネ
生地卸価生地卸価生地卸価
62円62円62円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,976円2,976円2,976円

もっちりとした生地にペッパーの
効いたベーコンポテトフィリングを
たっぷり包み、三角に成型してバッ
ター液をつけた製品です。

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

ＦＴＯベーコンポテトドーナツ
生地卸価生地卸価生地卸価
60円60円60円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,880円2,880円2,880円
フランス生地でスライスベーコンを包ん
だ、スティック形状の加工用生地です。
カット・仕上げのみでベーコンエピを手
軽に製造する事ができる製品です。

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

ベーコンエピ
生地卸価生地卸価生地卸価
62円62円62円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,720円3,720円3,720円
さっくりとした練りパイ生地をカップに
広げ、トマトの酸味をきかせたピザソー
ス、チーズクリームをたっぷり入れ、スラ
イスベーコンをトッピングした製品です。

入　　数入　　数入　　数
10個10個10個

シカゴピザ
生地卸価生地卸価生地卸価
360円360円360円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,600円3,600円3,600円

https://www.viedefrance.co.jp/

ヴィ・ド・フランスのWEBサイトが

新しくなりました！

毎月ワクワクの新商品や注目の最新情報にアクセス

●アーモンドクランブルデニッシュ●完熟トマトのカレーパン●スパイシーミートパン●旨辛唐揚げパン●コーン＆チーズスティックパン
●ハニーマスタードチキンパン●かぼちゃのプリンタルト●R丸ピザ生地（S)カルボナーラ●R丸ピザ生地（M)カルボナーラ●黒ごま担々パン
●サワークリームブリオッシュ●レモンタルト●ふわふわフロマージュパン●黒糖クルミロール●夏野菜カレーパン●ソフトクッキー（オートミール＆レーズン）
●ずんだあんぱん●キャラメルパン/ラグビーボール模様生地●マンゴーとパインのリュスティック●N蜜漬けりんごパン●カシス＆フロマージュパン
●ブランバターパン●塩豆あんぱん●フルーツリュスティック●シークワーサーと日向夏のパン●キャラメルジンジャーパン

●中身入りミニワッサン（ウィンナー）●チョコパイ’１２●やわらかマフィン（パンプキン）●Ｒリンゴスティックデニッシュ
●塩レモン餡クロワッサン（瀬戸内産レモン）●Ｎ苺のタルト●3種きのこのシチューパン●キャラメルブリュレ風パン
●練乳ミルクロール●3種チーズのフランスパン●ソフトクッキー（メープル＆クルミ）●ソフトクッキー（チョコチップ）
●ほうれん草とチーズのパン●コンソメベーコンパン●リリコイチーズパイ●バターケーキロール
●クリームリングパン（浮き輪風）


