グランベル 洋菓子材料カタログ

Fruits IQF
冷凍フルーツホール
厳選された粒ぞろいのフルーツを新鮮なまま急速冷凍しまし
た。フレッシュな食感が生きている製品です。
粒の揃ったチリ産メッカー種を使用したフランボワーズ・ホー
ルと、森いちご、木いちご、赤すぐり、ブルーベリー、ブラック
ベリー、さくらんぼの6
種類をヨーロッパ各地
を中心に集めミックス
した、メランジェフリュ
イ・ホールがあります。
好 み に 応じて、ジュレ
やフル ーツソースなど
にご使用下さい。

メランジェフリュイ
コードNo.：340912
原料原産地：セルビア、ポーランド、
ブルガリア、モロッコ、
チリ
原材料：森いちご、木いちご、
赤すぐり、ブルーベリー、
ブラックベリー、
さくらんぼ

荷姿：500g×8
保管方法：冷凍−18℃以下

※原料原産地・品種は、都合により、
変更になる場合があります。

Fruits Purée
冷凍フルーツピューレ
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厳選された原料を基に、フルーツそのものの味・色・香りを大切に
加熱殺菌処理をしました。
原料や品質、産地にこだわり、素材として最高の味になっております。
また、リーズナブルな価格も魅力です。
※原料原産地・品種は、都合により、変更になる場合があります。

※ペッシェピューレ、カシスピューレ、アプリコットピューレの
原料は工場所在地近郊で収穫されています。

荷姿：1kg×6
保管方法：冷凍−18℃以下

フランボワーズピューレ
コードNo.：340727
原料原産地：セルビア、チリ
ブルガリア
品 種：メッカー、ヘリテージ、
ウィリアメット
原材料：木いちご、砂糖

フレーズピューレ
コードNo.：340735
原料原産地：フランス、
ポーランド、スペイン
品 種：マラデボワ、カマロッサ、
センガセンガナ
原材料：いちご、砂糖

ペッシェピューレ
コードNo.：340809
原料原産地：フランス
品 種：スプリングタイム
原材料：ペッシェ（白桃）、砂糖、
ビタミンC

カシスピューレ
コードNo.：340743
原料原産地：フランス
品 種：ノワール ドゥ ブルゴーニュ
原材料：黒すぐり、砂糖

フルーツを新鮮なまま急速冷凍しています。

フランボワーズホール
コードNo.：340965
原料原産地：チリ
品 種：メッカー
原材料：木いちご

冷凍フルーツピューレは、加熱殺菌済みです。
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アプリコットピューレ
コードNo.：340785
原料原産地：フランス
品 種：ベッルジェロン
原材料：あんず、砂糖、
ビタミンC、pH調整剤

ココナッツピューレ
コードNo.：340777
原料原産地：タイ、インドネシア
原材料：ココナッツ、砂糖

マンゴーピューレ
コードNo.：340751
原料原産地：インド
品 種：アルフォンソ、トタプリ
原材料：マンゴー、砂糖

バナナピューレ
コードNo.：340825
原料原産地：パナマ、コスタリカ
品 種：カベンディッシュ
原材料：バナナ、砂糖

パッションピューレ
コードNo.：340769
原料原産地：エクアドル、ペルー
品 種：パシフローラエデュリス、
フラビカルパ
原材料：パッションフルーツ、砂糖

ライチピューレ
コードNo.：340834
原料原産地：台湾、レユニオン島（フランス領）
品 種：ブラックリーフ、
レッドフラワー
原材料：ライチ、砂糖

Fruits Perlée

冷凍フルーツポーレは、果肉感が残っています。

冷凍フルーツポーレ
「ポーレ」とは、フランスガルニエ社の特殊製法に名づけられた名称です。チャーンと呼ばれる
機械に原料を入れ、低温で数週間に渡ってじっくり砂糖漬けを行なう製法で、フルーツそのも
のが持つ味や香りが凝縮されます。また、ブリックス（糖度）も55度前後（グリオットとフレー
ズは糖度43度前後）と低く抑えられ、他の材料を邪魔しません。コンサントレタイプのオレン
ジ・レモンは、通常のポーレに濃縮行程を加えて、フルーツの風味をさらに引き立たせています
（糖度60度前後）。洋菓子全般のトッピング、焼菓子のフィリング等、幅広い用途にご使用い
ただけます。
「ポーレ」は日本ではグランベルのみのオリジナル製品です。
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保管方法
冷凍−18℃以下

レモンポーレ
コードNo.：342134
原料原産地：スペイン
品 種：プリモフローレ
原材料：砂糖、レモン、安定剤、pH調整剤、
ビタミンC
荷 姿：500g×8

マンダリンポーレ
コードNo.：342142
原料原産地：スペイン
品 種：マリソル、ニュルス、
フォルティナ、フィナ
原材料：マンダリン、砂糖、pH調整剤、
安定剤
荷 姿：500g×8

オレンジポーレ
コードNo.：342125
原料原産地：スペイン、モロッコ、チュニジア、
南アフリカ
品 種：バレンシア、ナヴェル、マルタイス
原材料：オレンジ、砂糖、pH調整剤、
安定剤
荷 姿：500g×8

グリオットポーレ
コードNo.：342158
原料原産地：ポーランド、セルビア
品 種：オブラキンスカ
原材料：グリオット、砂糖、グリオット
濃縮果汁、キルシュ酒、安定剤、
pH調整剤、ゲル化剤
荷 姿：500g×8

フレーズポーレ
コードNo.：342155
原料原産地：ポーランド、セルビア
品 種：センガセンガナ
原材料：ストロベリー、砂糖、転化糖、
ブドウ糖果糖液糖、pH調整剤、
安定剤、ゲル化剤、塩化カルシウム
荷 姿：500g×8

冷凍ポーレ コンサントレ オレンジ
コードNo.：342166
原料原産地：スペイン他
品 種：バレンシア、ナヴェル、マルタイス
原材料：オレンジ、砂糖、pH調整剤、
ビタミンC
荷 姿：1kg×4
※原料原産地・品種は、都合により、変更になる場合があります。

冷凍ポーレ コンサントレ レモン
コードNo.：342187
原料原産地：スペイン
品 種：プリモフローレ
原材料：レモン、砂糖、pH調整剤、
ビタミンC
荷 姿：1kg×4

Fruits in Syrup

定番のシロップ漬けフルーツです。

シロップ漬けフルーツ
●洋梨のフレッシュな味わいを熟成させ、ハーフカット（二つ割）にしてシロップ漬けにした製品で、自然な風味と食感が特徴
です。南アフリカ産（バートレット種）とスペイン産（ウイリアムス種）があります。
●オレンジセグメントは、スペイン産バレンシアオレンジの外皮と甘皮を取り除いて、シロップ漬けにした最高級品です。
●オレンジスライスは、セグメントと同じオレンジをスライスして、シロップ漬けにした製品で、外皮のほのかな苦みと奥深い
味わいが特徴です。
●ダークスイートチェリーは、北米産のビング種などの粒の揃った、適度に熟したチェリーの種を抜いて、シロップ漬けにした
製品で、深紅色をした芳純な風味が特徴です。

洋梨
コードNo.：300016（2号缶）、300010（1号缶）
荷 姿：2号缶（7〜9個）×12、1号缶（25〜35個）×6
糖 度：Brix18〜20°
（ヘビーシロップ） 原料原産地：南アフリカ
品 種：バートレット 原材料：洋梨、砂糖、pH調整剤、塩化カルシウム

洋梨
コードNo.：300023
荷 姿：2号缶（7〜9個）×12 形 状：2つ割り
糖 度：Brix14〜17°
（ライトシロップ） 原料原産地：スペイン
品 種：ウイリアムス 原材料：洋梨、砂糖、pH調整剤、ビタミンC
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オレンジセグメント
コードNo.：300758（2号缶）、300737（1号缶）
荷 姿：2号缶（50〜70粒）×12、1号缶（160〜210粒）×6
糖 度：Brix14〜17° 原料原産地：スペイン
品 種：バレンシア 原材料：バレンシアオレンジ、砂糖、塩化カルシウム

ダークスイートチェリー
コードNo.：300423
荷 姿：2号缶（60〜75粒）×12
糖 度：Brix20°
〜22°
以上 原料原産地：アメリカ
品 種：ビング他 原材料：チェリー、砂糖

オレンジスライス
コードNo.：300733
荷 姿：4号缶（18〜24枚）×24
糖 度：Brix20〜22° 原料原産地：スペイン
品 種：バレンシア 原材料：バレンシアオレンジ、砂糖、pH調整剤

Cream cheese

使いやすさを追求したクリームチーズです。

クリームチーズ
厳選されたフランス産ナチュラルチーズを主な原料に、フランス・サヴァンシアグループが所有する最新鋭設備の日本国内工
場で生産したナチュラルチーズです。品質と味、使いやすさを追求した最高級のクリームチーズです。
サヴァンシアグループあづみ野工場は、北アルプス麓の風光明媚な場所に立地しています。

クリームチーズ
荷 姿： 1kg（コードNo.：110561）×12
10kg（コードNo.：110571）×1
原材料：ナチュラルチーズ（フランス）、クリーム（北海道産）
乳タンパク質、食塩、安定剤（ローカストビーンガム）、pH調整剤
サヴァンシアグループ あづみ野工場
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Gélatine

透明度が高く、溶解しやすいゼラチンです。

ゼラチン
厳選された豚皮を原料に、ドイツの最新鋭の工場で生産されています。板ゼラチンは、透明度が高く、最高級の品質です。
ゼリー強度により、ゴールドエキストラとシルバーをラインナップしています。
ゼラチンパウダーは、よりリーズナブルにご使用いただける、コストパフォーマンスに優れた製品です。

板ゼラチン ゴールドエキストラ
コードNo.：520268
荷 姿：1kg×25
原材料：豚皮（ドイツ、ベルギー、
オランダ）
特 徴：ゼリー強度205〜225g。
1枚当たり約2g。

板ゼラチン シルバー
コードNo.：521124
荷 姿：500g×50
原材料：豚皮（ドイツ、ベルギー、
オランダ）
特 徴：ゼリー強度155〜165g。
1枚当たり約3.3g。

※板ゼラチンは、1枚当たりの重さにバラツキがあります。注意してご使用下さい。

ゼラチンパウダー200
コードNo.：521132
荷 姿：1kg×12
原材料：豚皮（ドイツ、ベルギー、
オランダ）
特 徴：ゼリー強度190〜210g。

Pistache

イタリア南部シシリー島原産のピスタチオです。

ピスタチオ
鮮やかなグリーンと、ふくよかな香りで、世界のピ
スタチオの中の最高級品であるイタリア南部シシ
リー島産のピスタチオを皮むきし、そのままを空
輸して皆様にお届けしています。未落果のみを収
穫するため、土壌菌が発生しないので安心してご
使用いただけます。
皮むきグリーンピスタチオ
コードNo.：271667
荷 姿：500g×20（1200粒前後／1袋）
原材料：ピスタチオ（イタリア・シシリー産）

ピスタチオペースト
「グランベル 皮むきグリーンピスタチオ」を原料
に使用し、ローストしたものを丁寧に練り上げて
作ったペーストです。ピスタチオ独特の豊かな風
味が活きています。焼菓子への練りこみなどに最
適な製品です。使い切りサイズの200gです。
ピスタチオ ペースト
コードNo.：271888
荷 姿：200g×12
原材料：ピスタチオ（イタリア・シシリー産）、
着色料（クチナシ）

Pâte d'amandes

アーモンドのビターな風味が活きています。

ローマジパン
ドイツ・コンディマ社のローマジパンは、専用工
場で皮むきしたアーモンドを原料に、昔ながらの
伝統的な製法で時間をかけて丁寧に作られてい
ます。アーモンド独特のビターな風味が活きてい
ます。
よりビター感の強いスペイン産アーモンドを使用
したMONAと、風味のマイルドなカリフォルニア
産アーモンドを使用したMOCNAがあります。
バウムクーヘンや半生菓子、焼菓子に最適です。

Vanille
バニラビーンズ
世界でも最大の生産地であるアフリカ マダガス
カルから選りすぐりのバニラビーンスをセレクトし
た最高級品です。
マダガスカル産 バニラビーンズ
コードNo.：450289
荷 姿：500g×1（125本前後／1袋）
原材料：バニラビーンス（マダガスカル産）

コンディマ
ローマジパンMONA
コードNo.：250035
荷 姿：6.25kg
原材料：アーモンド（スペイン産）、
砂糖、転化糖、アルコール

コンディマ
ローマジパンMOCNA
コードNo.：250043
荷 姿：6.25kg
原材料：アーモンド（アメリカ・カリフォルニア産）、
砂糖、転化糖、アルコール

芳醇な香りのバニラビーンズです。
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洋菓子材料の総合商社

http://www.ikeden.com

札幌支店
仙台支店
郡山オフィス
新潟支店
埼玉支店
東京支店
名古屋支店
大阪支店
福岡支店
熊本出張所
本
社

〒002-8081 札幌市北区百合が原7-2-1
TEL.011-772-9888
〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町1-6-33 TEL.022-352-5237
〒963-0534 郡山市日和田町字千峯坦30-3-2A TEL.024-983-7610
〒950-0863 新潟市東区卸新町2-848-15
TEL.025-275-5136
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-54-7 TEL.048-654-1420
〒143-8511 東京都大田区平和島5-5-13
TEL.03-3767-0141
〒454-0849 名古屋市中川区小塚町1
TEL.052-363-3001
〒561-0856 大阪府豊中市穂積2-15-1
TEL.06-4866-2151
〒811-1311 福岡市南区横手4-25-1
TEL.092-574-1585
〒862-0913 熊本市東区尾ノ上4-11-47
TEL.096-285-4202
〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5
TEL.03-3503-0531
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