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2020年4月号
フローズンドゥネットワーク

冷生地ニュース No.249
【1】2020年4月度新製品、おすすめ製品のご案内

【3】2020年5月度発売予定製品

【2】おすすめ・売れ筋商品のご紹介
はちみつバターパン
（北海道産ハチミツ）

★2020年5月度の発売予定品・4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。

【セサミ明太子チーズパン、醤油バター風味のコーンパン（十勝産コーン）、チーズクリームとほうれん草のパン、

Rオレンジスティックデニッシュ】の4品につきましては、4月1日（水）～4月30日（木）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

セサミ明太子チーズパン

黒ごまを練り込んだ風味豊かなセミフランス生地にチー
ズダイスと博多辛子明太子入りマヨ風味フィリングを包
み込んだ製品です。    

入　　数
60個

醤油バター風味のコーンパン（十勝産コーン）

歯切れの良い生地に発酵バター入りマーガリンと醤油でソ
テーした十勝産のコーンをたっぷり包み込んだ製品です。 

入　　数
56個

チーズクリームとほうれん草のパン

ほうれん草を練り込んだ歯切れの良い生地で、サラミ入り
のチーズフィリング、ほうれん草、ダイスチーズを包んだ
製品です。     

入　　数
60個

Ｒオレンジスティックデニッシュ

サックリとしたデニッシュ生地に、ヨーグルト風味クリーム
とオレンジマーマレードを巻いた製品です。

★2020年3月末中止製品

★2020年4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。

夏みかんあんぱん Ｒアップルシュトゥルーデル 枝豆チーズパン

Ｒジャーマンポテトフランスパン トマト＆チーズパン（仮） ドライカレーパン（仮）

レモンケーキパン（瀬戸内産レモンのクリーム） ブルーベリーブレッド ＡＰオニオンブレッド

牛乳風味のカスタードパン（仮）デニッシュブレッド カレースティックパン 塩バターパン用生地

Ｒクッキーシュドーナツ カレーポテトウインナーパン Ｒプリンタルト 3種のチーズフォカッチャ（仮）

ダイスチーズを練り込んだ生地で、
北海道産のはちみつと北海道産バ
ター入りマーガリンのスプレッドを
包んだ製品です。（はちみつ中北海
道産はちみつ95％）

入　　数入　　数入　　数
84個84個84個

パンダ’１２

ふんわりとした食感の生地でチョ
コフィリングを包み、目・耳・鼻を模
したチョコ生地をのせた、パンダそ
っくりのかわいらしい製品です。

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

チョコクリ－ムパン／
パンダ模様ビスケット生地

チョコクリームを包んだパネトー
ネ種入りのココア風味生地に、別
添のパンダ模様のビスケット生地
を被せた製品です。

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

クリ－ムパン／
コアラ模様ビスケット生地

カスタードクリームを包んだパネト
ーネ種入り生地に、別添のコアラ
模様のビスケット生地を被せた製
品です。

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

宇治抹茶のパウダー入りのほんのり甘く
ふんわりとした生地で小豆を巻き込ん
だ製品です。小豆の甘さと生地がバラン
ス良く食べやすい食事パンです。 

入　　数入　　数入　　数
20個20個20個

抹茶小豆食パン

メロン風味の菓子パン生地に、北海道産赤肉メ
ロンのピューレを使用したゼリー入りメロンクリ
ームを包み、メロン風味のビス生地を被せまし
た。ホイロ後に別添の白ビスで模様とへたを作
り、見た目にも可愛らしく仕上げた製品です。 

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

メロンクリームパン
（北海道産赤肉メロン）

レモン風味のサクサクと
したパイ生地でレモンク
リームとレモンダマンド
を包んだ製品です。 

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

Ｒレモンパイ

ふんわりとした食感の生地で、北海道産ポ
テト・北海道産サーモンのサーモンフレー
ク入りポテトサラダに北海道産コーンを加
えたフィリングを包んだ製品です。ホイロ
後に別添のペッパーをきかせたクリームチ
ーズフィリングを絞って焼成して下さい。 

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

サーモンポテトとクリームチーズのパン

オリーブオイルを練りこんだ歯切れ
の良いフォカッチャ生地に、サラダ
チキンフィリングと別添のキャベツ
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

キャベツとサラダチキンのパン

ふんわりとしたブリオッシュ生地
にバナナクリームを包み、チョコ
フレーク入りのバナナケーキ生
地をかけて焼き上げた製品です。 

入　　数入　　数入　　数
48個48個48個

バナナケーキブリオッシュ

ふんわりとした生地に、口どけの
良いフロマージュフィリングを包
み、サクサクの白いクッキー生地
をトッピングした製品です。 

入　　数入　　数入　　数
64個64個64個

パン・オ・フロマージュブラン

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
36個36個36個

Ｒシカゴピザ（ミニ）

冷凍のまま焼成できるさ
くさくとしたミニクッキー
です。  

入　　数入　　数入　　数
320個320個320個

Ｒホワイトクッキー（プレーン）

冷凍のまま焼成できる苺
風味のミニクッキーで
す。  

入　　数入　　数入　　数
320個320個320個

Ｒホワイトクッキー（いちご）

冷凍のまま焼成可能な
抹茶風味のミニクッキー
です。  

入　　数入　　数入　　数
320個320個320個

Ｒホワイトクッキー（抹茶）

湯種を使用したもっちりとした生
地で、ラードとチーズダイスを巻き
込んだ製品です。 

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

かりっとしたチーズロール

たっぷりの卵と生乳を使った濃厚な
カスタードを包んだふんわり生地
に、卵黄を使用したとろっとしたカス
タードソースをのせて仕上げました。 

入　　数入　　数入　　数
60個60個60個

とろーりカスタードのクリームパン

しっとりとした生地で北海道十勝
産牛乳入りのミルククリームを折
り込んだやさしい甘さの食事パン
です。   

入　　数入　　数入　　数
360個360個360個

牛乳入りパン

ダイスチーズを練り込んだ生地で、北海
道産のはちみつと北海道産バター入りマ
ーガリンのスプレッドを包んだ製品です。
（はちみつ中北海道産はちみつ95％）

入　　数入　　数入　　数
84個84個84個

はちみつバターパン（北海道産ハチミツ）

食パンで小倉餡とマーガリンをサ
ンドし、トッピングで仕上げた製品
です。   

入　　数入　　数入　　数
12個12個12個

トーストサンド（あんマーガリン）

フレンチ液に浸した食パンでハム
とタマゴフィリングをサンドし、チ
ーズマヨ風味トッピングで仕上げ
た製品です。   

入　　数入　　数入　　数
12個12個12個

トーストサンド（ハムタマゴ）

ポテトフレークを練り込んだおや
つ感覚で食べれるポテトスティッ
クです。   

入　　数入　　数入　　数
120個120個120個

ポテトスティック

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

●Ｒイチゴスティックデニッシュ●じゃがバターデニッシュ（北海道産ポテト）●チーズデニッシュ（カップ付き）
●もっちりとしたクリームパン●セサミマロンデニッシュ１９●6品目のサラダパン●アーモンドペストリー
●ＦＴＯベーコンポテトドーナツ●苺のデニッシュー●とろーりチーズパン（ゴルビージャックチーズ）●ブラン生地玉
●はちみつバターパン●リュスティック●ごぼうとチーズのパン●ピリ辛牛カルビパン●フルーツショコラパネトーネ
●シナモンとクルミのデニッシュ●チュロスティック（スイートポテト）●揚げ団子（よもぎ）●Vハチミツフランスパン

●ストロベリークランブルパン●枝豆チーズ＆ベーコンデニッシュ●ショコラケーキパン●苺大福風味パン●シカゴピザ
●3種のきのこのミートパイ●ようかん風パン●柚子あんフロマージュパン●プリンタルト

生地卸価
48円

ケース単価

2,880円

生地卸価
55円

ケース単価

3,300円

生地卸価
50円

ケース単価

3,000円

生地卸価
55円

ケース単価

3,080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

2,400円2,400円2,400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

3,600円3,600円3,600円

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

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

2,880円2,880円2,880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
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

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
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

生地卸価生地卸価生地卸価
13円13円13円

ケース単価ケース単価ケース単価

4,160円4,160円4,160円

生地卸価生地卸価生地卸価
13円13円13円

ケース単価ケース単価ケース単価

4,160円4,160円4,160円

生地卸価生地卸価生地卸価
13円13円13円

ケース単価ケース単価ケース単価

4,160円4,160円4,160円

生地卸価生地卸価生地卸価
49円49円49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
58円58円58円

ケース単価ケース単価ケース単価

3,480円3,480円3,480円

生地卸価生地卸価生地卸価
7.5円7.5円7.5円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,700円2,700円2,700円

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

2,520円2,520円2,520円

生地卸価生地卸価生地卸価
130円130円130円

ケース単価ケース単価ケース単価

1,560円1,560円1,560円

生地卸価生地卸価生地卸価
150円150円150円

ケース単価ケース単価ケース単価

1,800円1,800円1,800円

生地卸価生地卸価生地卸価
21円21円21円

ケース単価ケース単価ケース単価

2,520円2,520円2,520円

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
2,520円2,520円2,520円

生地卸価生地卸価生地卸価
52円52円52円

ケース単価ケース単価ケース単価
2,496円2,496円2,496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
2,400円2,400円2,400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
2,400円2,400円2,400円

生地卸価
54円

生地卸価
350円

生地卸価
48円

生地卸価
65円

生地卸価
45円

生地卸価
48円

生地卸価
57円

生地卸価
55円

生地卸価
45円

生地卸価
48円

生地卸価
47円

生地卸価
39円

生地卸価
34円

生地卸価
38円

生地卸価
48円

生地卸価
75円

生地卸価
53円


