＊2018 年 12 月 2 日・７日・８日開催＊シュトーレン食べ比べイベントレポート＊

上 1 列目左からトランブルー、16 区、Zopf。2 列目 SAWAMURA、フロレンティーナペストリーブティック、スタジオジェンマ、
ジョエルロブション。3 列目エッセン、ロタンティック（ベラベッカ）、ﾋﾟｴｰﾙﾏﾙｺﾘｰﾆ、ルセット。
4 列目マンダリンオリエンタル、ホーレンディッシェ…（略）、パティスリー・ドゥ・フジウ、シニフィアンシニフィエ

上 1 列目左からロタンティックのベラベッカ、16 区、Zopf、フジウ、フロレンティーナブティック、2 列目ルセット、トランブル
ー、ピエールマルコリーニ、マンダリンオリエンタル、ホーレンディッシェ、3 列目シニフィアンシニフィエ、SAWAMURA、
ジョエルロブション、エッセン、スタジオジェンマです。

先日はご参加ありがとうございました。私自身がとっても楽しんだ会になりました。
詳細をお届けいたしますので皆様の MEMO と共に参考にしていただければと思います。
ご質問がございましたら Line@より受け付けますのでご連絡くださいませ
お店の表記のまま原材料を記入しました。原材料というのは中に多く入っている順に表記することが義務付けられて
いるため、どの素材を多めに使用しているかなどの目安になりますので、フルーツが先か、バターが先か、小麦粉が
先か・・・など、ご自分の好みのものは何が多めに入っているのかチェックしておくと、次に購入する際に、原材料の順
番が好みのものに近いものは似た感じかも？と目安になります。ただ作り方によって材料が同じでも食感が変わるの
で絶対ではないですが。ご参考まで。
店舗名 サイズ 価格

画像

原材料

１．フランス菓子 16 区

ドライフルーツ（レーズン、苺、メロン、いちじく、オ

（福岡県福岡市）

レンジ、レモン、チェリー）小麦粉、バター、アーモ

サイズ ３０×１１×８cm

ンド、牛乳、ラム酒、生クリーム、砂糖、生イース

重量

１５００ｇ

ト、苺リキュール、練乳、卵黄、はちみつ、本くず、

単価

１ｇ＝4.6１円

オレンジペースト（オレンジピール．水あめ（小麦

（小数点第 3 位四捨五入）

由来））レモン、塩、バニラビーンズ、レモン濃縮

価格 6,912 円

果汁、シナモン、クチナシ黄色素

送料 1,339 円

２．Zopf（ツオップ）

小麦粉、ラムレーズン、バター、牛乳、ローストア

（千葉県松戸市）

ーモンド、グラニュー糖、きび糖、粉糖、鶏卵、オ

サイズ １７×11.5×6cm

レンジピール、ナツメグ、マジパン、洋酒（キリッシ

重量

530ｇ

ュワッサー、ラム酒、オレンジキュラソー、ブラン

単価

１ｇ＝6.93 円

デー）レモンピール、生イースト、食塩、シナモン、
香料

価格 3,672 円
送料

324 円

３．パティスリー・ドゥ・シェフ・フ

バター、砂糖、小麦粉、アーモンド、牛乳、卵、蜂

ジウ

蜜、レーズン、杏、プルーン、チェリー、パイン、い

（日野市高幡）

ちじく、オレンジ、イースト、シナモン、カルダモン、

サイズ 17×5.5×４cm

洋酒、レモンピール、塩、バニラ香料（一日に乳・

重量 ２９６ｇ

卵・小麦・オレンジ含む）

単価 １ｇ＝7.10 円
価格 2,101 円
送料 1,339 円

4．ルセット

国産小麦、バター、ピスタチオマジパン、ジャージ

（世田谷区）

ー乳、自然卵、カレンツ（ラム酒漬）、サトウキビ

サイズ 17.5×7.5×7.5cm

粗糖、オレンジピール、クランベリー（ラム酒漬）、

重量 470g

イチジク、マロングラッセ、天然酵母、アーモンド、

単価 1g＝8.31 円

クルミ、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、グラニュ

価格 3,904 円

ー糖、粉糖、シナモンパウダー、伝統海塩

送料 450 円

５．トランブルー

小麦粉、バター、グラニュー糖、アーモンド、牛

（飛騨高山）

乳、レーズン、ドライイチジク、くるみ、オレンジピ

サイズ 27×7.5×４cm

ール、レモンピール、蜂蜜、パン酵母、ラム酒、グ

重量 520ｇ

ランマニエ、天塩、香辛料

単価 １ｇ＝8.85 円
価格 4,644 円
送料

756 円

６．ピエールマルコリーニ

バター、レーズン、小麦粉、いちじく、牛乳、アー

（銀座/本店はベルギー）

モンド、ココアパウダー、砂糖、サワークリーム、

サイズ 12.5×7×４cm

オレンジピール、洋酒、かぼちゃ、蜂蜜、卵、ぶど

重量 ２５７ｇ

う糖、レモンピール、塩、チェリー、転化糖、バニ

単価 １ｇ＝10.51 円

ラビーンズ、ソルビトール、ゼラチン、加水分解

価格 2,700 円

物、着色料（クロロフィル、エノシアニン）

送料

780 円

７．マンダリンオリエンタルホテ

小麦粉、アーモンド、バター、牛乳、卵、砂糖、ロ

ル東京 （日本橋）

ーマジパン、レーズン、カレンズ、レモン、オレン

サイズ 18×8×４cm

ジ、ラム酒、イースト、塩、シナモン、カルダモン、

重量 ３８２ｇ

ナツメグ、クローブ

単価 １ｇ＝8.38 円
価格

3,240 円

送料

円

８．ホーレンディッシェ・カカオ・

レーズン、バター、小麦粉、砂糖、牛乳、洋酒、マ

シュトゥーベ（新宿伊勢丹/本店

ジパン（アーモンド、砂糖、転化糖）、アーモンド、

はドイツ）

オレンジ果皮、卵、イースト、液糖、粉糖、（砂糖、

サイズ 20×7.5×5ｃｍ

コーンスターチ、植物油脂）、水飴、香辛料、レモ

重量 440ｇ

ン果皮、食塩、バニラビーンズ、香料（原料の一

単価 １ｇ＝6.14 円

部に大豆を含む）

価格

2,700 円

送料

324 円

９．シニフィアンシニフィエ

バター、小麦粉、砂糖、マカダミアナッツ、生クリ

（世田谷区）

ーム、洋酒、クルミ、チェリー、パン酵母、アーモ

サイズ 18×7.5×3.5cm

ンド、レーズン、食塩、バニラビーンズ

重量 ３３７ｇ
単価 １ｇ＝14.24 円
価格

4,860 円

送料

1,123 円

１０．沢村

小麦粉、いちじく、牛乳、バター、砂糖、カレンズ、

NEWoMan 新宿/本店軽井沢

レーズン、ライ麦、マジパン、クランベリー、オレン

サイズ 17×11×5.5cm

ジピール、アプリコット、レモンピール、アーモン

重量 500g

ド、クルミ、ピスタチオ、卵黄、ハチミツ、イースト、

単価 １ｇ＝4.97 円

スパイス、塩、バニラビーンズ、洋酒

価格 2,484 円
送料 1,188 円

１１．フロレンティーナペストリー

小麦粉、バター、牛乳、砂糖、レーズン、カレン

ブティック（六本木ヒルズ）

ズ、クルミ、レモンピール、オレンジピール、アー

サイズ 19.5×7×7

モンド、クランベリー、ショートニング、ラム酒、イ

重量 645g

ースト、塩、シナモン

単価 1g＝4.341
価格 2,808 円
送料

円

１２．ジョエル・ロブション

バター、小麦粉、糖類（砂糖、和三盆糖）レーズ

（六本木・恵比寿・丸の内他/

ン、アーモンド、加工乳、洋酒、イチジク、卵、オレ

本店はフランス）

ンジピール、クランベリー、ピスタチオ、パン酵

サイズ 18×7×6cm

母、食塩、香辛料、水飴、バニラビーンズ、植物

重量 545g

油脂、粉末麦芽、香料、（原料の一部に乳成分、

単価 １ｇ＝6.539 円

オレンジを含む）

価格 3,564 円
送料

円

１３．エッセン（茨城県水戸市）

レーズン、オレンジピール、レモンピールをラム酒

サイズ 21.5×8×5.5cm

に約３週間漬け込み、生地にローストアーモンド

重量 570g

スライスとくるみを配合し、中心部にマジパンを入

単価 １ｇ＝4.55 円

れ、じっくり焼き上げます。

価格 2,592 円

保存料はいっさい入っておりませんが、伝統的製

送料

法を用いており日持ちします。

円

１４．スタジオジェンマ

北海道産強力粉（ハルユタカブレンド）、ラム酒漬

（東京都小平市）

けドライフルーツ（レーズン・オレンジ・レモン・りん

サイズ 19×10×4.5cm

ご・柚子）自家製天然酵母（レーズン・りんご）、発

重量 420ｇ

酵バター、有機サルタナレーズン、牛乳、卵、ア

単価 1g＝7.14

ーモンド、クルミ、粉砂糖、グラニュー糖、ラム酒、

価格 3,000 円

ブランデー、シナモンパウダー、カルダモン、沖縄

送料

産自然塩

600 円

１５．パティスリ―ロタンティック

洋梨、洋酒、イチジク、杏、プラム、オレンジ、レモ

商品名ベラベッカ

ン、ドレンチェリー、アーモンド、クルミ、ピスタチ

（埼玉県南浦和）

オ、小麦粉、バター、卵、シナモン、アニス、砂

サイズ 18×4×3.5ｃｍ

糖、塩、イースト、着色料（赤１０２）ゲル化剤（ペ

重量 260g

クチン:りんご由来）酸化防止剤（二酸化硫黄）

単価 １ｇ＝9.615 円
価格 2,500 円
送料

324 円

