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安曇野フレッシュチーズ
vol.4

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY JAPON
サヴァンシア フロマージュ＆デイリー ジャポン
サヴァンシア フロマージュ＆デイリーは、世界各地に約100カ所の工場を持ち、ナチュラルチー
ズを中心に約300種類のチーズを製造しています。生産量は年間50万tに上り、世界29ヶ国に拠
点を持ち、120ヶ国で製品を販売しています。

世界各地に
約100カ所の工場

フランス最大の
チーズメーカー

約300種類の
チーズを製造

あづみ野工場で作られるフレッシュチーズは
《そのまま食べてもおいしい》をコンセプトに、
原乳から製造まで、こだわりを持って作られています。
フランス最大のチーズメーカーであるサヴァンシア フロマージュ＆デイリーは、世界各地に100カ所
の工場を持ち、ナチュラルチーズを中心に約300種類のチーズを製造。生産量は年間50万ｔに上り、
製品は世界28カ国で販売しています。
そのサヴァンシア フロマージュ＆デイリーの日本法人が、自社工場製品の輸入・販売を手がけ、
2003年に長野県松本市に建設されたフロマージェ アソシエ ジャポン㈱あづみ野工場の運営も行
なっており、フランスの技術を生かした、様々な商品作りを展開しています。
あづみ野工場は、安曇野の南端に位置し、工場のすぐ南側には梓川が流れているという、豊かな自
然に恵まれた立地にあります。安曇野一帯は、北アルプスから湧き出るきれいな水が豊富で、リンゴ
や米、わさび栽培でも有名です。このような自然環境に恵まれた信州・安曇野の地で、おいしいチーズ
を作りたいという思いからあづみ野工場は設立されました。
そして、あづみ野工場では、創業時より、国産の生乳を使用している他、フランス産、アメリカ産、
オーストラリア産などの原料を使い、フランスのレシピに基づいたチーズ作りをしています。

バター不足もこれで解決 !!

▼

バターの代わりに特徴のある
サンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ”を使用。
特徴
●練り込みやすい
●発酵バターのような風味と保湿効果
●しっとりとした食感
●粘りがでる

バターだけでは出すことのできない食感を
サンモレ NEW ホイップフロマージュや
サンモレ スイートホイップフロマージュで !!
特徴
●特殊な製法で気泡を抱き込んでいるので、
生地がフワッとする
●窯落ちが少ない
●混ぜやすい（練り込みやすい）
●保湿効果がある

『パン焼き小屋 ツオップ』
〒270-0021 松戸市小金原2-14-3
営業時間

Tel：047-343-3003

B'Zopf（パン店）AM6：30～PM6：00／R'Zopf（カフェ）AM7：00～PM5：30

代表取締役

伊原 靖友

平成26年度 優良経営食料品小売店等表彰事業“農林水産大臣賞”受賞。
毎日300種類のパンを製造販売するリテイルベーカリー。
Backstubeとはドイツ語でパン焼き小屋、Zopfとは編み込みパンの名前です。私は色々なパンが編みこん
だようなパン屋にしたくてこの名前をつけました。街中の小さなパン屋ですが便利でよろず屋なパン屋を
目指しています。パンを通して楽しい毎日が送れる事が願いです。
木造の薄暗い店内は、欧州の古いパン屋をイメージしています。中央の広い平台に所狭しと並べられるパ
ン達と、壁までにもいっぱい積まれたパン。店内はパンで溢れんばかりです。
自家製粉機で新鮮で薫り高い、国内産小麦の全粒粉『粉』を作っています。安全且つ栄養価の高いパン作
りに役立っています。その他にもフランス産の粉等多種類の粉を使い分けています。
自庭の葡萄の樹から採取した天然の酵母を、長く自家栽培してきました。ワインに似た芳香な香りを持
ち、大変まろやかな味わいを生み出す酵母に育て上げました。このZopfオリジナル酵母を使ったパン
は、ほかにはないここだけの味です。
大きなキッチンで専任スタッフが、手間隙惜しまないしっかりした副素材を作り上げます。サンドイッ
チ、惣菜パン、Fixingとパンのバリエーションをより豊かに広げていきます。

ミルヒブロート
コンパウンドマーガリンだけでは味に物足りなさがあるので、サンモレ NEWホイップフロマージュで味の部分を
補強し、深みのある味わいにしている。
フワッとさせるパンには、気泡を抱き込んでいるサンモレ NEWホイップフロマージュが適している。
練り込みやすく、しっとり感が長続きする。
一次発酵／26℃ 70分
分割／ミルヒブロート 250g
ベンチタイム／生地温度27℃ 25分
最終発酵／生地温度28℃ 25分
焼成／上火・240℃、下火・180℃ 13分
分割／ヴィエノワ 50g
焼成／上火・240℃、下火・180℃ 10分
○ヴィエノワは焼成後、切り込みを入れ、
クリームを絞る。
●マンゴークリームの配合
サンモレ スイートホイップフロマージュ … 1000g
フリーズドライマンゴーパウダー……… 70g
粉糖………………………………………… 100g
●フランボワーズクリームの配合
サンモレ スイートホイップフロマージュ … 1000g
フリーズドライフランボワーズパウダー… 60g
粉糖………………………………………… 100g

ミルヒブロート

ヴィエノワ
【配合】
強力粉…………………………………… 100％
キビ糖……………………………………… 5％
天日塩……………………………………… 1.9％
牛乳………………………………………… 60％
20％加糖卵黄……………………………… 1.5％
生イースト………………………………… 3％
コンパウンドマーガリン………………… 5％
サンモレ NEWホイップフロマージュ … 15％

【工程】
ミキシング L5M1↓M4H2
①コンパウンドマーガリンとサンモレ NEW
ホイップフロマージュ以外の材料をボウル
に入れ、低速で5分、中速で1分捏ねる。
②コンパウンドマーガリンとサンモレ NEW
ホイップフロマージュを加え、中速で4分、
高速で2分捏ねる。
捏ね上げ／生地温度23℃

ハーモニッシュ
ちぎってもボソボソにならないサンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ”を使用。
クリームチーズが柔らかいため、手でも簡単にちぎれ、ゴロッとした食感が得られる。ミキサーを使わずに作れる。
【工程】ミキシング（手混ぜ）
①粉に適度な大きさにちぎったサンモレ ク
リームチーズ“フレンチレシピ”を入れ、
大まかに混ぜておく。
②水にユーロモルトを溶かす。
③ドライイーストを加え、吸水させる。
④塩を加え、サッと混ぜる。
⑤ドライブルーベリーとドライクランベ
リー、クルミを加える。
⑥⑤に①を加え、ザックリと混ぜる。
捏ね上げ／生地温度23℃
生地温度／26℃ 60分
生地温度／8℃（3時間くらいかけて下げる）
12～36時間
分割／150g
ベンチタイム／生地温度 15℃ 30分
最終発酵／生地温度22℃ 30分
焼成／210℃ 20分

【配合】
フランスパン用粉……………………… 100％
ゲランド塩………………………………… 2％
ユーロモルト……………………………… 0.5％
インスタントドライイースト赤………… 0.1％

ドライカルチベイトブルーベリー………
ドライクランベリー………………………
クルミ………………………………………
サンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ” …
水 …………………………………………

10％
10％
30％
60％
86％

チーズスイートロール
気泡を抱き込んで柔らかいサンモレ スイートホイップフロマージュは、あらゆるクリームやフルーツソースと混ぜ
合わせやすく、分離せず滑らかな味になる。
サンモレ スイートホイップフロマージュを練り込むことで、生地のしっとり感が長く続く。パン生地と中のクリー
ムが口の中でとろける。
ガレット・チョコレート＆ベリー

クリームチーズあんパン

ガレット・マンゴー

【配合】
強力粉…………………………………… 100％
天日塩……………………………………… 2％
キビ糖……………………………………… 18％
生イースト………………………………… 5％
20％加糖卵黄……………………………… 24％
サンモレ スイートホイップフロマージュ … 10％
水 ………………………………………… 36％
コンパウンドマーガリン………………… 20％

【工程】
ミキシング
クリーミング オールイン
L3オートリーズ 10分 L5、H5
①天日塩とキビ糖、卵黄、コンパウンドマーガリ
ンをミキサーボウルに入れ、立てる。
②残りの材料を加えて低速で3分、オートリーズ
10分、低速で5分、高速で5分捏ねる。
練り上げ／26℃

一次発酵／生地温度26℃ 60分
分割／クリームチーズあんパン 25g
ガレット 60g
ベンチタイム／生地温度26℃ 30分
最終発酵／生地温度28℃ 30分
●ガレット・チョコレート＆ベリー
①生地を平らに伸ばし、指で中央部分を少し
押す。
②塗り卵をして、スイートチョコレート1：
カスタードクリーム1：サンモレ スイート
ホイップフロマージュ5の割合で合わせた
クリームを絞り、冷凍ミックスフルーツ
（ブルーベリー、フランボワーズ、クラン
ベリー）を乗せる。
●ガレット・マンゴー
①生地を平らに伸ばし、指で中央部分を少し
押す。
②塗り卵をして、カスタードクリーム4：サ
ンモレ スイートホイップフロマージュ6の
割合で合わせたクリームを絞り、冷凍マン
ゴーを乗せる。
※ガレットは焼成後、粉糖を振り、ナパー
ジュを塗って刻んだピスタチオを散らす。
焼成／上火・240℃、下火・180℃ 8分
●クリームチーズあんパン
小倉あん塩多めを包餡し、焼成前に塗り卵を
してアーモンドスライスを乗せ、焼成後、サ
ンモレ スイートホイップフロマージュ20gを
底から絞り入れる。
焼成／上火・240℃、下火・180℃ 8分

ケーゼライ
バターの代わりにサンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ”を練り込む場合、バターに対して20％を置き換えると良
い。発酵バターのような香り、保湿性（しっとり感）が加わる。
サンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ”は作業性が良く、練り込みでもナッペでも使用できる。
捏ね上げ／生地温度23℃
一次発酵
オーバーナイト／冷蔵庫12時間～
分割／ロールブロート 700g
ケーゼライ 250g
ベンチタイム／生地温度26℃ 30分
ロールブロート
①生地を正方形に伸ばす。サンモレ クリーム
チーズ“フレンチレシピ”を表面に塗る。
②それぞれ約2㎝角にカットしたカボチャと
サツマイモ、厚切りベーコンをのせ、胡椒
を振り、生地を締めながら巻き込む。
焼成／上火・250℃、下火・240℃ 40分
＊カボチャとサツマイモは丸ごとオーブンに1時
間ほど入れ、粗熱が取れたらカットする。
ケーゼライ
①生地を巻いて成形する。
最終発酵／生地温度27℃ 30分
焼成／上火・250℃、下火・240℃ 25分

ケーゼライ

ロールブロート

【配合】
強力粉……………………………………… 45％
ハースブレッド用粉……………………… 15％
ライ麦粉…………………………………… 17％
石臼挽きライ麦粉………………………… 20％
粉末ライサワー種………………………… 3％
キビ糖……………………………………… 3％
天日塩……………………………………… 2％
生イースト…………………………………… 1
サンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ” … 15％

水…………………………………………… 65％
レストブロート（ライ麦パン粉）……… 10％
【工程】
ミキシング／L10
①水とレストブロートをミキサーボウルに入
れ、5分ほど置く。
②サンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ”以
外の材料を混ぜ、低速で7～8分捏ねる。
③サンモレ クリームチーズ“フレンチレシピ”を
加え、２～3分捏ねる。

バナナブレッド
コンパウンドマーガリンだけでは味に深みがないので、エルエヴィール フレッシュマスカルポーネを加えること
で、コクとしっとり感が増す。
牛乳………………………………………… 5％
バナナ……………………………………… 45％
【工程】
ミキシング／L7↓M6、H4
①粉、砂糖、卵、牛乳と、バナナの2/3量を
ミキサーにかけ、低速で約7分捏ねる。
②コンパウンドマーガリンを加え、さらにサ
ンモレ フレッシュマスカルポーネと残りの
バナナを加えて中速で6分、高速で4分捏ね
る。
捏ね上げ／生地温度26℃
一次発酵／生地温度26℃ 60分
分割／300g
ベンチタイム／生地温度27℃ 30分
パウンド型（700cc）に生地を入れる。
最終発酵／生地温度28℃ 40℃
焼成／220℃ 30～35分

【配合】
強力粉………………………………………
石臼挽き強力粉……………………………
キビ糖………………………………………
天日塩………………………………………

80％
20％
16％
2％

生イースト…………………………………
コンパウンドマーガリン…………………
サンモレ フレッシュマスカルポーネ …
20％加糖卵黄………………………………
全卵…………………………………………

4％
10％
20％
12％
5％

冷蔵庫から出してすぐに絞れるクリームチーズ
サンモレスイートホイップフロマージュは、冷凍を可能にする、甘みのある、
柔らかくて、滑らかなナチュラルクリームチーズです。
甘みがあるサンモレスイートホイップフロマージュは、そのままケー
キやタルトの上に絞ったり、生クリームと合わせてクレーム・シャン
ティイのように使用するなど、簡単にチーズクリームの仕上げができ
る他、カスタードクリームを加えて、アパレイユとして使用すること
もできます。
また、ケーキやパンを簡単にグレードアップできる上、作業効率が良
いため、生産性がアップする、今までにないクリームチーズです。
サンモレ スイートホイップフロマージュと
カスタードクリームを合わせると冷凍も可能。

サンモレ スイートホイップフロマージュは、
焼いてもダレない。

サンモレ スイートホイップフロマージュは、
練り込みでもナッペでも使用できる。
商 品 名：サンモレ スイートホイップフロマージュ
タ イ プ：ホイップ
乳 脂 肪：固形分中の脂肪分55％
荷
姿：1kg×12、10kg×1（特別生産）
種 類 別：ナチュラルチーズ
賞味期限：製造後150日 要冷蔵

北アルプスあづみ野工場
フレッシュチーズ
新鮮なクリームと生乳を使用し、信州あづみ野工場で
厳格な工程管理の下で製造した高品質なフレッシュ
チーズです。クリーミーで、滑らかな口あたり、新鮮な
ミルクの旨みが生きています。

商 品 名：サンモレ
クリームチーズX
酸味を抑えてあるため、クリームチーズの乳
風味をそのまま出すことで、バターの置き換
えとしても使え、あらゆるお菓子の隠し味に
コクをプラスできます。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：1kg×12、10kg×1（特別生産）
種 類 別：プロセスチーズ
賞味期限：製造後120日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
スイートホイップフロマージュ
Newホイップフロマージュに10％グラニュ
糖を入れた、甘みのあるクリームチーズで
す。カスタードクリームと混ぜればチーズタ
ルトのアパレイユにもなります。
タ イ プ：超ソフト
荷
姿：1kg×12、10kg×1（特別生産）
種 類 別：ナチュラルチーズ
賞味期限：製造後150日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
NEW ホイップフロマージュ
豊かなミルクの風味とほのかな酸味がマッチ
した深い味わい。味がしっかりしているの
で、焼いてもチーズの風味が飛びません。
タ イ プ：超ソフト
荷
姿：1kg×12、150g×24、
10kg×1（特別生産）
種 類 別：ナチュラルチーズ
賞味期限：製造後150日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ クリームチーズ
フレンチレシピ
キメ細かく、乳脂肪分が安定しているため、
保水性が高く、分離しません。
ソフトタイプなので、他の素材と混ぜ合わせ
やすく、ダマになりません。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：1kg×12、10kg×1
種 類 別：プロセスチーズ
賞味期限：製造後180日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
クリームチーズ カマンベール配合
なめらかで、爽やかな酸味のあるクリーム
チーズと、香り豊かなカマンベールチーズを
ブレンドした、濃厚な味が特徴です。
※カマンベールチーズパウダー8％使用。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：1kg×12、10kg×1（特別生産）
種 類 別：プロセスチーズ
賞味期限：製造後180日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
フロマージュ ブルー
少量の使用で生菓子や焼菓子に美味しいコク
を出すことができます。チーズの色が白く、
殺菌してあるため、どんなケーキ・パンにも
使用できます。※ブルーペースト2.5％使用。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：200g×20、1kg×15
名
称：乳等を主要原料とする食品
賞味期限：製造後180日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
フロマージュ フレッシュ
フランス産100％原料と国産クリームを融合
させた、気泡のあるなめらかなフレッシュ
チーズです。発酵クリームが持つ、乳酸菌の
旨味と自然な酸味が生きています。
タ イ プ：ホイップ
荷
姿：1kg×12、10kg×1（特別生産）
種 類 別：ナチュラルチーズ
賞味期限：製造後120日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
フレッシュ マスカルポーネ
離水が少なく、なめらかでクリーミーな食感
が特徴です。
柑橘系のフルーツやブルーベリー、チェリー
等との相性も抜群です。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：1kg×12、10kg×1
種 類 別：ナチュラルチーズ
賞味期限：製造後90日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
サワーフロマージュソフト
熱や酸に強く、安定性に優れたソフトタイプ
のフロマージュです。
冷蔵庫から出してすぐに使え、冷凍対応にも
優れています。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：1kg×12、10kg×1（特別生産）
名
称：チーズフード
賞味期限：製造後120日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
国産マスカルポーネ
離水が少なく、なめらかでクリーミーな国産
原乳100％のマスカルポーネです。
クセが少なく、フルーツや他の素材との相性
も抜群です。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：1kg×12
種 類 別：ナチュラルチーズ
賞味期限：製造後90日 要冷蔵

商 品 名：サンモレ
国産クリームチーズ
国産原乳100％のミルクの旨み・酸味・コク
の絶妙なバランスが特徴です。
脂肪分が均質化、安定しているため、クリー
ミーでなめらかな食感です。
タ イ プ：ソフト
荷
姿：1kg×12、10kg×1
種 類 別：ナチュラルチーズ
賞味期限：製造後180日 要冷蔵

サヴァンシア フロマージュ＆デイリー ジャポン株式会社
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-9-4
久保寺ツインタワー7F
TEL.03-5215-0769 FAX.03-5215-0779

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY JAPON K.K
Kubodera Twin Tower 7F KudanMinami 2-9-4,
Chiyoda-ku, 102-0074 Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5215-0769 Fax: 81-3-5215-0779

http://www.savencia-fromagedairyjapon.com

