洋菓子材料
アーモンドパウダー

ローマジパンペースト

マジパンペースト

アーモンドを粉末に加工。
窒素ガス充填をしている
ため、風味や香りが最高
の状態で生きている。
荷姿：1kg×10
コードNo.250025

アーモンド2：砂糖1。
精密ローラーで丹念に加工。
チョコレートのセンターな
どに最適。
荷姿：1kg×12
コードNo.：250180

アーモンド1：砂糖2。
マジパン人形などの細
工ものに最適。
荷姿：1kg×12
コードNo.250198

冷凍ピューレ
オレンジ、メロン、
ストロベリー、
ホワイトピーチ
素材の風味を活かし、
日本国内でフレッシ
ュなピューレに加工。
荷姿：各1kg×5

冷凍ブルーベリー
ホール
カナダ産のワイルドブルー
ベリーを 新 鮮 なまま急 速
冷凍した製品。
荷姿：1kg×10
コードNo.340294

フランボワーズジャム
アメリカ産とセルビア産の
フランボワーズを使用。
P-30／荷姿：3.75kg×6
コードNo.350834
※この他DE-LUXEもある。
コードNo.350915

マロンペースト ゴールド

ドレンドチェリー

ブルーベリージャム

栗特有の風味をそのままに
ペースト状に加工した商品。
荷 姿：1kg×12
コードNo.310418

赤 天着、赤、青、黄
荷姿：2kg×6
ブロークンチェリー
荷姿：9kg×1
コードNo.300020

ブルーベリーは、カナダ産
のワイルドブルーベリーを
使用。
荷姿：3.75kg×6
コードNo.350850

ココアパウダー

チップチョコレート

グラハムビスケット

FAT分21〜23％。
特殊製法による鮮やかな赤
みを帯びたファインレッド
ココア。
荷姿：2kg×6
コードNo.220895
15kgもある。

焼いても形が残るチップ状
のチョコレート。クッキー
やパウンドケーキの練り込
み、トッピングに。
荷姿：1kg×10
コードNo.240444

サクッと香ばしいビスケッ
ト。レアチーズケーキのベ
ースになるパータ ・ サブ
レのアクセントに。
荷姿：1kg
コードNo.541115

粉糖

オリゴ糖入粉糖

デコレーションシュガー

菓子作りに最適なスタンダ
ードな純粉糖。
荷姿：4kg×6
コードNo.500720

オリゴ糖を3％混合するこ
とで、固まりにくくした粉
糖。
荷姿：4kg×5
コードNo.500262

洋菓子やパンのトッピング
用に最適な粉糖。泣きにく
く、上質な仕上がりが得ら
れる。
荷姿：4kg×5
コードNo.500310

純粋レンゲはちみつ

INCショートニング

コーンスターチ

安心・安全な100％純粋ハ
チミツ。まろやかで風味豊
かなレンゲハチミツ。
荷姿：2.5kg×6
コードNo.500280
※12kg、25kg入りもある。

淡白でクセのない風
味の綿実油を使用し
た、美味しく、使い
やすい最高級ショー
トニング。
荷姿：900g×12
コードNo.170392

幅広い使用範囲を持つ、白
色の純度が高いコーンスタ
ーチ。
荷姿：5kg
コードNo.543756
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洋菓子材料カタログ

紅玉フレッシュりんご

甘夏みかん
熊本県を中心に、九州全域の
質の良い甘夏みかんの甘皮を
取り除き、シラップ漬けにし
た製品。
荷姿：2号缶×12
（Mサイズ：40〜59個）
コードNo.：300615

冷凍 熊本阿蘇産
マロンペースト

熊本県・他

大隅半島を中心に鹿児島県内
で丁寧に育てられた「さつま
金時」を使用したオリジナル
のペースト。加糖13％
荷姿：1kg×12
コードNo.：660273

産地限定材料
DI（ディー・アイ）ブランドは、創業者である
故 池田 傳三から名付けられました。厳選さ
れた素材を用いて、池伝と国内メーカーが
共同開発した加工商品に付けられています。

1mmメッシュ、2mmメッシュ、
2mmメッシュ＋粒状栗果肉の
3タイプ。愛媛 産の栗の最高
グレード《秀》を使用。風味と
色を大切に残した最高級和栗
ペースト。
荷姿：2kg×10
コードNo.：310053

愛媛県

和歌山県

鹿児島県
大隅半島

国産の紅玉りんごをそのまま
パック。新鮮な紅玉の甘酸っ
ぱい果肉と、シャキシャキし
た歯ごたえ、色合いの美しさ
が特徴。糖度30度。
荷姿：2kg×5
コードNo.：300105

冷凍 クイーンマロン

熊本県 阿蘇

1mm メッシュ。熊本・阿蘇
の大自然の中で栽培・収穫さ
れた、栗の中身だけを丁寧に
取り出し、栗と砂糖のみで作
り上げた最高級和栗ペースト。
荷姿：2kg×10
コードNo.：310250

さつまいもペースト

長野県・他

福原オレンジピール
福原オレンジ独特の香りを生
かすため、外皮を手間暇かけ
て糖上げし、ダイスカット。果
汁もタップリで濃厚な甘さが
あり、果皮が厚く香りが強い、
最高ランクのピール。
荷姿：1kg×12
コードNo.：330000

冷凍 愛媛 中山栗
マロンペースト

冷凍 四万十源流
和栗ペースト
1mmメッシュ。四万十源流の
厳選した国産栗を使用。和栗
本来の色・風味、滑らかな食
感、スッキリした甘さが特徴
の最高級和栗ペースト。
荷姿：2kg×10
コードNo.：310156

1mmメッシュ。愛媛県伊予市
中山町の国産栗を使用。焼き
栗風の上品な味と色合いに仕
上げた最高級和栗ペースト。
荷姿：2kg×10
コードNo.：310081

切るでもない、潰すでもない、
割ることでしか実現できない究極の風味とさらさら感。

ヨーロッパ産バターを贅沢に配合した、
冷凍バタータルトカップ。

●多段式破砕製法により、アーモンドホールやヘーゼルナッツホールを割りながら、徐々に刻みを細かくし、
最後まで 切らず・潰さず に加工したパウダーです。
●破砕されたパウダーのため、油分離が極めて少なく、 ふんわり と風味豊かに仕上がっています。
●粒度が細かく均一で、 ベトツキ感 がないため、作業性に優れています。
●焼成後の生地の膨らみ、風味が持続します。

●バターの風味が香ばしい高級洋菓子店のタルトが、解凍するだけで味わえます。
●クッキーやサブレ生地のようなサクサクした食感と、バターがたっぷり配合されたリッチな味わいです。
●風味を落とさないように、1B（48個）ずつシュリンクパック包装してあります。1Bからの少量販売も可能です。

生地重量
1個：17g

68mm
20mm

容量：約35cc
55mm

コード No.：250686
名
称：プレミアムアーモンド皮ムキパウダー
原 材 料：アーモンド
原料原産地：アメリカ
荷
姿：1kg×10

コード No.：276150
名
称：プレミアム皮付ヘーゼルナッツパウダー
原 材 料：ヘーゼルナッツ
原料原産地：トルコ
荷
姿：1kg×10

コードNo.：681899
商 品 名：DI冷凍バタータルトカップ
原材料名：小麦粉、バター、砂糖、ショートニング、卵、コーンスターチ、
食塩、ヨーロッパバター使用23.6％・対粉50.4％
荷
姿：17g×48個×6B／ケース
賞味期限：冷凍18ヶ月（冷凍流通）
※手作りによる成型のため、寸法や重量には多少の誤差があります。

