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★押しγ卜lれキー★
（ガレットブルトンヌ）　　フランスの有名な
ブルターニュ地方のクッキーを作ってみまし
た。ラム酒の香りがロの中でほんのり広がるク

ッキーです。　　　　　　　　＜45日＞

（オレンジガレット〉　　食べた瞬間に、ロ
いっぱいに広がるオレンジの香り。目を閉じ

れば見えるはず・。南国のオレンジ畑が煩
く45日＞

…　…………………〃

：★　チョコし－トのクッキー
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●

●
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～Galellecookies－
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●

（黒糖ガレット）　　サクサクとした食感の
クッキーです。黒糖とクルミのコラボレーシ
ョン用互いのベクトルがかみ合い、最高の美
味しさを引き出す19　　　　　＜45日＞

（ココナッツガレット）　カリッとした歯
ざわりにココナッツの風味が広がるクッキ
ーです。見た目の経さと、ココナッツの風味

がとても良い一品です。＜45日＞

㊤㊥
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★　－chocolalecookies－：

（チョコプレツ工ルン）　プレツ工ルンのチ
ョコレート味。ハート型が可愛い、バレンタ
インにもお勧めのクッキーです。

（ブラウニー）　　チョコレートをたっぷり

使ったソフトな食感のクッキーです。やわら
かさはクッキーとケーキの中間くらいです。
＜45日＞

（チョコチップビター）　チョコは好きだけれ
ども甘すぎるのは苦手。という方のために、カ
カオマスを使用したほろ苦いクッキーです。

＜45日＞

（チョコチップスイート）　スイートチョコ
レートを刻んで生地に混ぜ込みました。

＜45日＞

（チョコナッツ）　　チョコとナッツ類は相性が

抜群！荒く刻んだスイートチョコ、くるみ、カシ
ューナヅソを生地に混ぜ込みました。＜45日＞
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；★★和田クッキー★★
」▲続親のク黒古霊鳥曇犠

首です－　　　　　　　　　　　　　　＜45日＞

∵㌔駕豊，こ混鶉詫言荒業霧霊牟
…　－ノた食感です。　　　　　　＜45日＞

缶講磐ぜ込露語諾認諾こ
㊤　　　　（黒胡麻）　白胡麻のクッキーがあるのだから

幽　需品霊隷雑器詫詰

●
（黒砂糖）砂糖の代わりに黒砂糖を使用して
います。特有の甘味と香りが特徴です。焼き上
がりも少し黒っぱくなっています。＜45日＞

蝉
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（ドロップ）　　チョコレート生地にココナ

グッを混ぜ込んだ生地を鉄板に落とす様に
成型することから、このような名前がつけら
れました。　　　　　　＜45日＞

（チョコざらめ）　　スイートチョコを混ぜ
込んだ生地に、　ざらめの食感がアクセント
となった美味しく歯ざわりが楽しいクッキ
ーです。　　　　　　　＜45日＞

（デルタチョコ）　　チョコとアーモンド、
ピスタチオが美味しいトライアングルを奏
でるクッキーです。　＜45日＞

（チョコマカロン）　　小麦粉は使わず、
卵白がメインの焼き菓子です。チョコレー
トと、コーヒーパウダーのハーモニーがた

まりません。　　　　　　　＜45日＞

（チョコレート）　　チョコレートの甘さと

ほろ苦さを味わえる軽い食感のクッキーで
す。　　　　　　　　　　＜45日＞

～japanese cookies～

日

●

（やきいも）　　♪「いい一しやあ～きいもお
～。♪おいもだよお～。」♪見た目も、味も

『やきいも』です。　　　　　＜45日＞

（ひじき）　　ひじきをすりつぶし、おからベ
ースの生地に混ぜた、栄養満点のクッキーで

す∧　　　　　　　　　　　　　　＜45日＞

㊧霊許す黙諾講談言

出菩稟請ふ諜・震繋主語≡
曲も美味しいですo ＜45日＞

バウンドケ一事　　　・
（40甘えん）
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（型パター）　パターをたっぷり使用されてい
るので風味も豊か。大人にも子供にも幅広く愛され
続けている型抜きのクッキーです。　＜45日＞

（型ココア）　ココアの風味が子供に大人気の
型抜きクッキーです。　　　　　　　＜45日＞

茜藷誌諾諾競業謡＜45日＞

（型紅茶）　　紅茶の茶葉をたっぷり混ぜ込んだ、

輯香り豊かなクッキ‾ですo奥様方に大笑5。＞
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（エダムクラッカー）　　エダムチーズをたっぷ
り混ぜ込んだ棒状のクラッカーです。ピールのお
つまみにしても楽しめるクッキーです。

＜45日＞

（マーブル）　　ひとつ食べたらまたひとつ・・
と自然と手が伸びてしまう。バター生地とココア生
地が上手に溶け合ったクッキーです。＜45日＞

（うずまき）　飴にもこういう‘iうずまざ’があ

りましたよね。まずは昌で楽しんで、それからお食
べください。　　　　　　　　　　　＜45日＞

（カフェオレ）　コーヒーパウダーとミルクパウダ
ーの絶妙なハーモニーがかもし出す風味は根強い

人気を呼んでいます。　　　　　　　＜45日＞

（しぼりバター）　サクサクとした食感です。パ
ターの風味は型抜きより上品な感じです。

＜45日＞

（ショートビスケット）中央に一列に並んだ穴と
厚みが可愛いクッキーです。サックi）とした食感、
素朴なおいしさが人気の秘密です。　＜45日＞

（ラング・ド・シャ）　　“猫の舌’’という意味の
クッキーです。軽い食感と、バニラの香りが特徴で
す。　　　　　　　　　　　　　　　　＜45日＞

（ミルクティー）　刻んだ紅茶とミルクパウダーを
上手にブレンドさせ、紅茶の風味を引き出したクッ
キーです。　　　　　　　　　　　　　＜45日＞

（長いも）　　ゆですりつぶした長芋を生地に混
ぜ込み形も本物をかなり意識して作りました。

＜45日＞

（コーヒー）　　コーヒーの風味を聞かせた、ほ
んのりほろ苦い大人の味のクッキーです。

＜45日＞

（にぶんのごま）　半分黒ごま、半分バター味のク
ッキーです。2つの相性の良い味を1度に楽しめま

＜45日＞

蔀悪霊詣嵩豊クの＜45日＞

鯉軸緋恐晒醜

Cookies
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（チーズペッパー）　工ダムチーズの豊かな味と

風味に、黒こしょうがアクセントとなり、1度食べ

たら止まらなくなるクッキーです。＜45日＞

（ヨーグルト）　プレーンヨーグルトを生地に混
ぜ込み焼き上げました。ほんのりと甘酸っぱいヨー
グルトの風味をお楽しみください。　＜45日＞

（メルヘンナッツ）　　たっぷりココアとくるみの
組み合わせが絶妙で、リッチな気分にさせてくれる
味わい深いクッキーです。　　　　　＜45日＞

（ココナッツボール）　その名の通り、ココナッ

駁撃嵩競諾豊富誌は控えてい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　＜45日＞

一本血　（マロン）　生地に甘栗を混ぜ込んでいます。

，見た目も山東’’をイメージしてあるので楽しめま
、一一二ノすよ。

電樟諜かわ器莞…薬

寧誌籍諾嵩誓諾

●

ヽ

（コーンフレークスチョコ）
コーンフレークの楽しい歯ざわりが人気の

クッキーです。　　　　　　　　　　＜45日＞

（テープローテ）　ドイツのどこかのクッキーで
す。ドイツ人の一目はテープローテから始まるとも
言われています。　　　　　　　　　＜45日＞

遭露霧…豊一撃寵
（ミルキー）　サクッとした食感に笑顔がこぼれ
る、スイートなクッキー。生クリームを使用し、深
い味に仕上がっています。　　　　　　＜45日＞

（ガーリック）　　生地にみじん切りしたにんに
くを混ぜ込んでいます。醤油とにんにくの風味豊
かなクッキーです。　　　　　　　　＜45日＞

（ミルク）　コンデンスミルクの甘さと香りを生
かしたクッキーです。　　　　　　　　＜45日＞

（ミルクマカロン）サクサクとして軽い食感のマ
カロンです。ミルクパウダーを使用し、まろやかな
味わいとなっています　　　　　＜45日＞

㊥
（ミルクビスケット）　スキムミルクのミルキー

な風味がポイント。「ビスケット」という呼び名が

似合う、素朴で懐かしい味わいです。＜45日＞

（アモーレココア）　人気のアモーレクッキーの

ココア味。程よい甘さと柔らかな食感はそのまま

に、食べやすい一口サイズとなりました。

e
（シナモンナッツ）　シナモンの爽やかさと、カ

㊨霊誓書口の中’こ広…器㊧

●
＜45日＞

’こ．（くるみるく）牛乳を使用したほのかな甘さの生地

に、くるみの風味が生きているクッキーです。

★★綿間限定クワキー★★

旧か渦嵩拗鰭と別封。〉

㊧（プレツ工ルン）　可愛いハート型が特徴の
クッキーです。バニラが口の中にフワリと広が
ります。　　　　　　　　　＜45日＞

（クレセント）　　アーモンドの風味を生かした、
サックリと香ばしいクッキーです。月の形をしてい

、一一日、・ます。　　　　　　　　　　　　　＜45日＞

（栗チョコ）　　秋の味覚の一つの『栗』を、チ

瞥　詩誌駕器請書是認く

くスノーボール）　2つ重ねたら雪だるまになり
そうなコロンと可愛いカシューナッツ入りのクッ
キーです。　　　　　　　　　　＜45日＞

（ボルボローネ）　スペインで愛されているクッ
キーです。小麦粉とアーモンドパウダーをロースト
して作るのか特徴です。　　　　＜45日＞

緋落語圭一驚香りと響）管も
………………　………－

；★★黒翰入りのlhキー★★

●
圏

（ブルーベリー）　ブルーベリージャムを生地に
混ぜ込んだクッキーです。　＜45日＞

（いちごサブレ）　　いちごジャムを生地に混ぜ
込みました。サックリした食感とホワンと広がる
いちごの風味が楽しみます。＜45日＞

g競籍憲慧謹書豊
＜45日＞

（ラムレーズン）　ラム酒を沢山吸ったレーズン
が生地の中に生きている、サクサクした食感のク
ッキーです。　　　　　　＜45日＞

（マーガライト）　マーガリンの良さを全面に出

したクッキーです。バタークッキーと比べ、より軽

い触感で、1つ、また1つと手が伸びてしまいます。

＜45日＞

（ミルクココアビスケット）　ミルクビスケット

にココア味が登場I　程よい甘さに加え、よりサク

サク感もアップしました。　　　　　＜45日＞
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（はちみつバター）　（はちみつココア）
砂糖を使わず、代わりにはちみつを使用した

クッキーです。はちみつ特有の風味をお楽しみ
下さい。　　　　　　　　　　　＜45日＞

（ティアマンミックス）　　デイアマン（ダイヤモ

ンド）のようにグラニュー楠をちりばめた、おいし

く見た目でも楽しめるクッキーです。＜45日＞

（メープル）　メープルシュガーを使った、
自然な甘さと風味が楽しめるクッキーで
す。

＜45日＞

★★すりγ入Ilのクワキー★★

㊥

㊨

（ココナッツ）　　ココナッツをたくさん生地に

混ぜ込みました。ココナッツの持つ、甘い香りが
漂うクッキーです。　　　　　　　　＜45日＞

（ピスタチオ）　実が結構大きいので、砕いて生
地に混ぜ込んであります。パリッとした食感があ
ります。　　　　　　　　　　　　　　＜45日＞

＿㊥憲露嵩篇諜諜
なっています。　　　　　　　　　　＜45日＞

（アーモンドスライス）　　アーモンドスライス”；－留諾謙語議書響
く45日＞

（くるみ）　　くるみは、たんばく質をはじめビ
タミン類、ミネラル、などを豊富に含んでいる為、
料理でも活躍する素材です。そのくるみをつぶし
て生地に混ぜ込み焼き上げました。　＜45日＞

＜＞内の日観閲随纏の費畦続脈です．
驚竃練って生をでき的1
場合も制輯ので、こす精ください．


