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Secretbase Quail

しあわせたっぷりん バニラ味

2

Patisserie Corte

滑らかすぎるプリン

うずらの卵を使った、な
めらかで濃厚な味わい
の王道プリン。こだわり
の素材をシンプルな配
合でじっくり丁寧に仕上
げました。底に忍ばせた
カラメルと混ぜていただ
くと、2度味をお楽しみ
いただけます。１個１個
手作りしているので、製
造数に限りがあります。

3

Cafe＆Bar Mi〜Na

真由美のバナナケーキ

北海道産の牛乳、生ク
リームを使用し何度も
試作を重ねたどり着い
た究極の滑らかさを持
つプリンです。キャラメル
クリームと合わせて頂く
事により苦味と甘みの
ハーモニーはクセになる
一品です！

4

いっ久家 大山店

いっ久どーなつ

こだわりの完熟バナナ
を使いました。保存料未
使用でどなたでも安心
して召し上がれます。焼
きたては、外はカリッと
中は熱々のとろとろ。冷
めるとしっとりとした完
熟バナナを食べている
ような感じです。

5

綿帽子

シフォンケーキ
米粉100%、ふわふわ、
もちもち、グルテンフリー
のシフォンケーキです。
添加剤や防腐剤を一切
使用していませんので、
お子さんからお年寄りま
で、安心してお召し上が
れます。

原材料の約6割が自慢
の豆乳とおから！どーな
つのためだけに厳選し
ブレンドした植物油のみ
を使用。外はサクッと中
はフワッと、どこか懐か
しさも感じる体にやさし
くておいしい自慢の手
作りおからどーなつで
す！

6

PONTE

PONTE プリン
材料は、生クリーム、砂
糖、卵のみを使っていま
す。卵の絶妙な分量と
牛乳が入らないことによ
り、濃厚で固めなプリン
に仕上がっております。
まるで、チーズケーキの
ような食感のプリンです。
ぜひ食べてみてください。

7

ブラウンオニオンベーカリー

maddie (マディ）

8

クッキーハウスCosmos

ロイヤルミルクティークッキー

国産小麦100%、国産
バター100%使用。日
光御養卵を使用したマ
ドレーヌ。リッチな素材
で焼き上げ、シンプルで
風味豊か。何度も食べ
たくなる味わいです。

9

スイーツワンダーランドアラキ

クロワッサンソフトラスク

生地にアールグレイの
茶葉と茶葉から抽出し
た濃い紅茶液を入れて
います。そしてその中に
ホワイトチョコレートが2
粒入っていて、名前の通
りロイヤルミルクティを
味わっているような優し
い味のクッキーです。

CREEAM

10 くれいじ〜ぷりん カラメル

新食感のクロワッサンソ
フトラスク専用に焼き上
げたクロワッサンを素焚
糖、生クリーム、バターを
煮詰めた特性シロップ
に漬け込み、オーブンで
焼き上げました。味わい、
香りともに濃厚な今ま
でにないスイーツです。

吉野屋豆腐店

11 豆乳ババロア
豆乳の味がしっかり感
じられるふわっと柔らか
なババロアです。中に
入っているミカンもアク
セントでさっぱり感を出
しています。

硬さもあり、口当たりは
滑らかな濃厚ぷりんで
す。素材にこだわり、茨
城のブランド卵、奥久慈
卵の卵黄のみ贅沢に使
用しています。無添加な
ので、子どもから大人ま
で幅広く人気の商品で
す。

クリオロ

12 幻のチーズケーキ
濃厚だけどふわっと消
える、まるで‟幻”のよう
な食感。フランス産のク
リームチーズをたっぷり
と使用した、素材本来の
シンプルな美味しさ。濃
厚なコク、ふんわりとろ
ける口どけにこだわった
逸品です。

板橋区立高島平福祉園分場 3時café

13 フロランタン

サブレ生地にキャラメル
でコーティングしたアー
モンドをのせた焼き菓
子です。原材料は無添
加にこだわり、キャラメル
を焼いた香ばしさとアー
モンドの風味が調和し
た、当店でも人気のお
菓子です。

ドイツ菓子 デザート倶楽部

15 小豆沢ロール

北海道産生クリームと
無添加の材料にこだ
わったスポンジで、しっと
りやわらかなロールケー
キです。ほどよい甘さで
お土産にも最適です。
ひとつひとつ、オーナー
が心を込めて手作りで
作っています。

JHC赤塚

17 板橋の梅タルト
採れたての梅から丁寧
にジャムを作り、バター
たっぷりの濃厚なアーモ
ンドクリームに練りこみ
ました。こちらの梅のク
リームを手作りのサクサ
クパイ生地にたっぷりの
せて焼き上げています。

パティスリー・ラ・ノブティック

14 ときわクーヘン詰合せ
アーモンドの風味を効
かせたコクがある生地
を、一層一層丁寧に焼
き上げたスクエアタイプ
のバームクーヘンです。
プレーン、ショコラ、抹茶
の3種類の味をお詰合
せしました。贈り物に喜
ばれる逸品です。

ユーセーアーヴェー

16 フランスのアップルパイ
焦しバターを練り込んだ
さくさくの自家製パイ生
地に酸味の効いたフラ
ンス産りんごのコンポー
トを包んで焼き上げた
アップルパイです。一口
食べるとバターの優しい
風味と国産小麦の良質
な香りが口の中一杯に
広がります。

イタリアごはんとおやつcurari

18 アフロちゃん

ミルクチョコレートがサ
ンドしてあります。全粒
粉が入ったクッキーなの
で、食べ応えがありま
す！10月限定でかぼ
ちゃ頭の「かぼちゃん」
や、イベント限定で
「レーズンバターアフロ
ちゃん」などもございま
す！

19

Pleasure

20 ガトーアナナス(スライス)
板橋区立前野福祉園

いたばし野菜のパウンドケーキ
板橋で生産された旬の
野菜や果物を練り込み
ました。
しっとりとしたパウンド
ケーキに野菜や果物の
美味しさが広がります。
忙しい日の朝食、のん
びり過ごすおやつの時
間にどうぞ。贈り物にも
喜ばれております。

21 徳丸シュー

サンブロン洋菓子店

クリームの中にカステラ
が入った当店オリジナ
ルのシュークリームです。
こだわりの卵「パワー
エッグ」で作られたカス
タードクリームと最高級
の生クリームをたっぷり
使用。価格も徳丸に因
んで税込み１９０円で販
売。

23 プラリネカフェ
フランス製菓

コーヒースポンジケーキ
でホロ苦コーヒークリー
ム、自家製アーモンドプ
ラリネを巻き上げたロー
ルケーキです。一人分ず
つ個包装してあるので
切り分ける手間やおや
つとして配るのによろこ
ばれています。

お菓子工房 アトリエまえの

国産小麦粉や良質な鶏
卵等の順良な素材を厳
選して使用し、カルピス
バターをぜいたくに使っ
て焼き上げたしっとりし
たパイナップルのパウン
ドケーキです。コクがあ
り、でもあっさりとした後
味が楽しめる人気商品
です。

22 野菜菓子（れんこん）
板橋区立蓮根福祉園 ろーたすの家

一口サイズで食べやす
く、食感はサクッとお野
菜の風味やメープルシ
ロップの甘みが感じら
れる商品です。アレル
ギー特定原材料もアー
モンドのみの使用となっ
ておりますので、多くの
方に安心してお召し上
がれる商品です。

コア・デイケアセンター

24 ココアマーブルケーキ
人気のココアマーブル
ケーキです。原材料に高
級小麦粉、高級グラ
ニュー糖を使用しており
ます。保存料、添加物等
使用していない為、食物
アレルギーのある方でも
安心してお召し上がり
になれます。

Let’s!!Chiffon CakeFactory

25 シフォンケーキ

ひとつひとつ手作りで
焼き上げた、とろける口
溶けのふわふわシフォン
ケーキです。季節ごとに
限定フレーバーを提供
しています。

26

Petit Sapin

ときわ台のテリーヌショコラ
ベルギー産のチョコレー
トに北海道根釧生ク
リーム自家製キャラメル、
卵、北海道バター、少量
の小麦粉を加え低温で
じっくりと焼きあげました。
濃厚なお味ですので薄
切りで少しずつお召し
上がりください。

