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2020年1月号
フローズンドゥネットワーク

冷生地ニュース No.246
【1】2020年1月度新製品、おすすめ製品のご案内

【4】2020年2月度発売予定製品

【2】大型パイのご紹介（家族の集まる年末年始にオススメ！）

【3】年末年始に関するご案内等

アップルパイ（ホールタイプ）

★2020年2月度の発売予定品・2020年1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。

【Rイチゴスティックデニッシュ、柚子あんフロマージュ、紅ずわい蟹のトマトクリームパン、たらこチーズブール】

の4品につきましては、1月1日（水）～1月31日（金）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

Ｒイチゴスティックデニッシュ

北海道産牛乳を使用したサックリとしたデニッシュ生地
で、バニラシードと北海道産牛乳入りの滑らかなクリーム
とイチゴジャムを巻いた製品です。

入　　数
48個

柚子あんフロマージュパン

高知県産柚子の果汁入りシロップと白餡入りの生地に、か
くし味にチーズを混ぜ込んだ国産柚子のピール入り白あん
を包み、クリームチーズ入りの爽やかなチーズクリームを
のせて焼き上げた製品です。

入　　数
63個

紅ずわい蟹のトマトクリームパン

デュラム小麦の小麦粉を練り込んだふんわりもっちりとした生地で、
トマトクリームフィリングを包んだ製品です。別添しているコク深い
味わいの紅ずわい蟹入りトマトクリームソースをホイロ後にかけて焼
成して下さい。（製品中デュラム小麦の小麦粉5％、紅ずわい蟹0.7％）

入　　数
48個

たらこチーズブール

ルヴァン種を配合した風味の良いフランス生地に、ゴーダ
チーズ入りソースを包み、別添のたらこソースをかけて焼
き上げた製品です。

★2019年12月末中止製品

★2020年1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。

Ｒクリスピーショコラデニッシュ もっちりとしたチョコクリームパン Ｎメンチカツカレーパン

抹茶とお豆のデニッシュ カラメルクリームチーズパン ポテトとチーズのフォカッチャ Ｒルビーチョコタルト

エッグロール ホットロール カレーグラタンパン ショコラデニッシュ
（ハイカカオ７３％チョコ使用）

さつまいもドーナツ Ｎレーズンブル バニラとホワイトチョコの
クッキーデニッシュ

チョコブール

ねぎ味噌ベーコンパン Ｖハチミツフランスパン Ｎショコラクランチリュスティック ハムロール

もっちりとした白生地で、もち風フィ
リングと苺入りつぶあんをたっぷり
包み、苺ジャムで仕上げた大福のよ
うな製品です。

入　　数入　　数入　　数
64個64個64個

苺大福風味パン

サクサクのパイ生地に、マカロニ入りのグラタンフィ
リングとチキンを乗せて焼き上げた大型製品です。

入　　数入　　数入　　数
14個14個14個

Ｒグラタンパイ（ホールタイプ）

サクサクのパイ生地に、マカロニ入りのグラタンフィ
リングとチキンを乗せて焼き上げたミニタイプのパイ
製品です。

入　　数入　　数入　　数
40個40個40個

Ｒグラタンパイ（ミニタイプ）

豆乳入りのしっとりとして甘みのある生地に北海道
産黒豆の甘納豆をたっぷり包み、さらに粒餡を合わ
せた製品です。

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

黒豆あんぱん（北海道産黒豆）

いちご風味の菓子パン生地にいちご風味のビス生
地を被せました。焼成時にいちごのへたに似せたビ
ス生地を付けて焼き上げ、焼成後にはイチゴホイップ
を絞り可愛らしい見た目に仕上げた製品です。

入　　数入　　数入　　数
69個69個69個

いちごパン

さくさくとしたパイ生地で、ベルギーチョコを使用し
たアーモンド入りのチョコフィリングととろっとした
食感のチョコクリームを包んだ製品です。

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

Ｒチョコパイ

風味の良いソフトなフランスパン生地にミルククリ
ームを注入しました。リベイクすると生地はサクッと
香ばしく、中はジュワっとジューシーでおいしい製品
です。

入　　数入　　数入　　数
36個36個36個

丸型状のパイ生地に、
しっとりとしたケーキ
クラムフィリングと洋
酒につけこんだリンゴ
を包んだ製品です。

入　　数入　　数入　　数
14個14個14個

入　　数入　　数入　　数
14個14個14個

入　　数入　　数入　　数
10個10個10個

入　　数入　　数入　　数
12個12個12個

入　　数入　　数入　　数
14個14個14個

ブルーベリーパイ（ホールタイプ）
サクサクとしたパイ生
地にクリームチーズフ
ィリングとブルーベリ
ージャム、ホールブル
ーベリーをのせたパイ
製品です。

リンゴクリームパイ

パイ生地に、ケーキク
ラム・カスタードクリー
ム・スライスリンゴを
のせた製品です。

チーズタルト（L)

バターを配合したサクサクとした生地に、クリーム
チーズとメレンゲを混ぜ合わせた滑らかなチーズフ
ィリングを絞った、大型の製品です。

サクサクのパイ生地に、マカロニ入りのグラタンフィ
リングとチキンを乗せて焼き上げた大型製品です。

Ｒグラタンパイ（ホールタイプ）

Ｒミルクボール

もちもちのドーナツ生地に、黒蜜あ
んをたっぷり包んだ製品です。

入　　数入　　数入　　数
80個80個80個

Ｒ揚げ団子（黒蜜あん）

バターとルヴァン種を配合し、サクサクとした食感の
タルト生地にチーズクリームとバター風味豊かなダマ
ンドクリームを絞って焼き上げ、仕上げに別添のイチ
ゴスライスをのせて色鮮やかに仕上げた製品です。

入　　数入　　数入　　数
32個32個32個

Ｒ苺のタルト

十種の穀物を練り込んだ風味豊かな生地
にポテト、にんじん、レンコン、ひじき、キャ
ベツ、ゴーダチーズ入りのチーズソースを
絞り、枝豆をのせて焼き上げた製品です。

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

６品目のサラダパン

3種のチーズ（モッツァレラ、エグモント、ゴ
ーダチーズ）とチップ状の油脂を混ぜ込ん
だサックリと歯切れの良い生地に、滑らかな
チーズクリームを包み焼き上げた製品です。

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

ナチュラルチーズパン

ふんわりとした生地でこしあんを包
み、ようかん風フィリングをトッピン
グした製品です。

入　　数入　　数入　　数
56個56個56個

ようかん風パン

冷蔵熟成種入りの風味豊かな生地
で、沖縄県産黒糖のシロップ、スイ
ス産発酵バター入りマーガリンを合
わせたこしあんを包んだ製品です。

入　　数入　　数入　　数
56個56個56個

あんスティックパン

発酵種入りの風味豊かな生地で、ベ
ーコン、枝豆、北海道産きたあかり、
オリーブオイル入りのハリッサフィリ
ングを包んだ製品です。

入　　数入　　数入　　数
84個84個84個

ハリッサベーコンパン

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

●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●Nナチュラルチーズパン
●胡椒餅風パン

①年末年始も納品曜日は通常通りとなり、通常納品日以外の納品は不可とさせて頂きます。店舗の休日等考慮の上、
　 発注在庫管理にご注意頂きますようお願いいたします。
②配送に関するお問い合わせ（遅配・納品間違い等）は、各配送センター（発注FAXを流している所）へお願いいたします。
③製品に関するお問い合わせは、各地区営業部（本紙右下記載の電話番号）へお願いいたします。

●お芋のぷりん風味ぱん●キャラメルマキアート風味クリームパン●うずまきプリン風味パン●ミルクパン●うずまき黒ごまバナナパン
●コーンパン’１１●フレンチクルーラー　いちご●フレンチクルーラー　チョコ●Nホットロール●Nハムロール●チョコクグロフ
●クグロフ●メンチカツカレーパン●グラタンパン●洋梨とキャラメルのパイ（ホールタイプ）●照り焼きチキンのお月見パン
●カフェロティ●レーズンブル●紫芋パン（ちゅら恋紅芋のクリーム）●カラメルリンゴのブリオッシュ●ホワイトシチューパン
●スイートかぼちゃブレッド●シナモンシュガーパン●ショコラクランチリュスティック●高級デニッシュ板

生地卸価
50円

ケース単価

3,000円

生地卸価
53円

ケース単価

2,544円

生地卸価
58円

ケース単価

2,784円

生地卸価
53円

ケース単価

3,339円

生地卸価生地卸価生地卸価
48円48円48円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,072円3,072円3,072円

生地卸価生地卸価生地卸価
40円40円40円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,200円3,200円3,200円

生地卸価生地卸価生地卸価
120円120円120円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,840円3,840円3,840円

生地卸価生地卸価生地卸価
45円45円45円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,160円2,160円2,160円

生地卸価生地卸価生地卸価
53円53円53円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,544円2,544円2,544円

生地卸価生地卸価生地卸価
59円59円59円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,304円3,304円3,304円

生地卸価生地卸価生地卸価
35円35円35円

ケース単価ケース単価ケース単価

1,960円1,960円1,960円

生地卸価生地卸価生地卸価
45円45円45円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,780円3,780円3,780円

生地卸価生地卸価生地卸価
260円260円260円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,640円3,640円3,640円

生地卸価生地卸価生地卸価
90円90円90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

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

2,688円2,688円2,688円

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

4,140円4,140円4,140円

生地卸価生地卸価生地卸価
50円50円50円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,000円3,000円3,000円

生地卸価生地卸価生地卸価
43円43円43円

ケース単価ケース単価ケース単価

1,548円1,548円1,548円

生地卸価生地卸価生地卸価
210円210円210円

ケース単価ケース単価ケース単価
2,940円2,940円2,940円

生地卸価生地卸価生地卸価
210円210円210円

ケース単価ケース単価ケース単価
2,940円2,940円2,940円

生地卸価生地卸価生地卸価
210円210円210円

ケース単価ケース単価ケース単価
2,100円2,100円2,100円

生地卸価生地卸価生地卸価
280円280円280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

生地卸価生地卸価生地卸価
260円260円260円

ケース単価ケース単価ケース単価
3,640円3,640円3,640円

生地卸価
54円

生地卸価
48円

生地卸価
55円

生地卸価
60円

生地卸価
78円

生地卸価
54円

生地卸価
90円

生地卸価
46円

生地卸価
23円

生地卸価
57円

生地卸価
55円

生地卸価
35円

生地卸価
58円

生地卸価
56円

生地卸価
67円

生地卸価
53円

生地卸価
46円

生地卸価
48円

生地卸価
49円


