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【なんでもデザート】目次 

 

はじめに 

 

焼かないデザート&フライパンデザート 

［焼かないデザート］ 

ブランマンジェ、パンナコッタ 

豆乳とバナナのブランマンジェ 

黒ごまとりんごのブランマンジェ 

白ごまとりんごのブランマンジェ 

黒ごまの和風ブランマンジェ 

豆乳と金柑のブランマンジェ 

白ごまと赤すぐりのブランマンジェ 

パンナコッタ あんず、キウイ、ラズベリーのピュレを添えて 

 

ムース 

チョコレートムース ラムレーズン、オレンジのソテー、ソルダムのジャムを添えて 

バナナのムース 

マスカルポーネのムース 

チョコバナナのムース 

 

ゼリー 

黄桃と白桃のゼリー 

グレープフルーツのゼリー 

 

ゼリーカクテル 

ヨーグルトムースと黄桃、白桃のゼリー 

キウイと和梨のゼリー 

オレンジとグレープフルーツとカンパリのゼリー 

メロンゼリーのカクテル 

ベリーゼリーのカクテル 

 

ウフ・ア・ラ・ネージュ 

ウフ・ア・ラ・ネージュ アングレーズソースとアーモンド添え カラメルソースがけ 
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いちごのウフ・ア・ラ・ネージュ ピスタチオの香り 

キウイのウフ・ア・ラ・ネージュ 

ウフ・ア・ラ・ネージュ ベリーソースがけ 

メロンのウフ・ア・ラ・ネージュ アングレーズソース入り 

カシスのウフ・ア・ラ・ネージュ 

チョコレート風味のウフ・ア・ラ・ネージュ 

いちごとハイビスカスのウフ・ア・ラ・ネージュ 

ウフ・ア・ラ・ネージュ 紅茶のアングレーズソースがけ 

 

パフェ 

ミックスベリーパフェ 

ショートケーキパフェ 

金柑コンポートパフェ 

柚子パフェ 

マンゴーパッションパフェ 

アップルシナモンパフェ 

ラズベリーのパフェ 

りんごとバナナのパフェ 

りんごと柿のパフェ 

いちごパフェ 

いちごと抹茶のパフェ 

コーヒーとココナッツムースのパフェ 

栗とチョコレートのパフェ 

洋梨コンポートパフェ 

 

［便利なデザートの素］ 

コンポート 

洋梨の白ワインコンポート 

洋梨の赤ワインコンポート 

あんずのコンポート アールグレイ風味 

いちじくの白ワインコンポート 

金柑のコンポート 

白桃のコンポート 

いちじくの赤ワインコンポート 

 

ジャム、コンフィチュール 
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バナナのジャム 

パイナップルのジャム 

キウイのジャム 

黄金桃と那須野紅茶のコンフィチュール 

グレープフルーツ（ルビー）のジャム 

グレープフルーツ（ホワイト）のジャム 

あんずのジャム 

とちおとめのジャム 

ブルーベリー、いちじく、アプリコットのコンフィチュール 

赤すぐりのジャム 

プラムとスパイスのコンフィチュール 

国見みかんのコンフィチュール 

牛乳と酒粕のコンフィチュール 

 

アイスクリーム、ソルベ 

バナナのアイスクリーム 

バナナのソルベ 

いちごのアイスクリーム 

いちごと濃縮ミルクのアイスクリーム 

いちごのソルベ 

メロンのコンソメのソルベ 

パイナップルのアイスクリーム 

パイナップルのソルベ 

赤肉メロンと緑肉メロンのソルベ 

キウイとゴールドキウイのソルベ 

洋梨のソルベ 

和梨のソルベ 

黄桃と白桃のソルベ 

洋栗のアイスクリーム 

和栗のソルベ 

 

グラニテ 

いちごのグラニテ 

メロンのグラニテ 

パイナップルのグラニテ 
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［フライパンデザート］ 

フレンチトースト 

桃のフレンチトースト 

フレンチトースト チェリーソース 

パン・デピスのフレンチトースト黄桃添え 

パルメザンフレンチトースト あんず添え 

 

クレープ 

レモンとオレンジのクレープ 

ナッツとキャラメルのクレープ 

マンゴーのクレープ 

レモンバター風味のクレープ 

栗粉のクレープとりんごのキャラメリゼ 

栗粉のクレープ 塩アイスクリーム添え 

栗のクレープ 

栗粉クレープのミルフィーユ 

焼き栗風クレープ 

チョコレートのクレープ 

 

 

オーブンデザート 

［オーブンデザート］ 

ラフィティ 

チェリークラフィティ 

あんずのクラフィティ 

バナナとオレンジピールのクラフィティ 

バナナとフレッシュオレンジのクラフィティ 

 

スフレ 

栗のスフレ 

かぼちゃのスフレ 

さつまいものスフレ 

 

クランブル 

りんごのクランブル 
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あんずのクランブル 

バナナのクランブル 

 

パンケーキ生地で作るミニパウンドケーキ 

さつまいもと干し柿のパンケーキ 

さつまいものパンケーキ 

かぼちゃとレーズンのパンケーキ 

いろいろ豆のパンケーキ 

りんごとチョコレートのパンケーキ 

 

ババ 

オレンジとマスカルポーネのババ 

バナナとココナッツのババ 

トロピカルフルーツのババ 

チョコレートムースババ 

ラズベリーのババ 

パッションフルーツのババ 

コーヒーとチョコレートのババ 

カンパリグレープフルーツのババ 

 

シュークリーム 

シュークリーム 

とちおとめのシュークリーム 

シュークリーム オレンジ風味 

プラリネとフルーツのシュークリーム 

マロンシュークリーム 

チョコバナナシュークリーム 

かぼちゃクリーム入りシュー 

ほうれん草とじゃがいものクリーム入りシュー 

カレー風味のマスカルポーネ クリーム入りシュー 

黒こしょう風味のマスカルポーネ クリーム入りシュー 

にんじんクリーム入りシュー 

フレッシュハーブとシェーブルチーズクリーム入りシュー 

レモンクリーム入りシュー 

チョコレートシュー 

プラリネクリーム入りシュー 
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黒ごまクリーム入りシュー 

白ごまクリーム入りシュー 

抹茶クリーム入りシュー 

 

フルーツパイ 

フルーツ（りんご、バナナ、洋梨）のパイ 

 

タルト 

洋梨のタルト 

バナナのタルト オレンジ風味 

パイナップルのタルト 

プルーンのタルト 

バナナとチョコレートのタルト 

さつまいものタルト 

洋梨のタルトタタン 

オレンジとグレープフルーツのタルト 

マロンのタルト 

ドライフルーツとナッツのタルト 

 

 

素材別デザート 

バナナ 

バナナ春巻き 

バナナのポワレ 濃縮ミルクのアイスクリーム添え 

バナナとナッツの春巻き 

バナナのアングレーズクリーム和え キウイを添えて 

バナナのクレームブリュレ 

バナナ生地のクレームブリュレ 

バナナの焼きプリン 

バナナとあんずのパンプディング 

バナナのベニエ 

バナナと黒ごまのベニエ 

チョコレートムース バナナのアイスクリーム添え 

焼きバナナとフロマージュブランのアイスクリーム 
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いちご 

いちごのミルフィーユ 

いちごとオレンジのスープ 

いちごとマスカルポーネのエスプーマ 金柑のコンポート添え 

いちごのコンソメ 

いちごとオレンジのスープ ウフ・ア・ラ・ネージュ添え 

いちごのシブースト 

いちごのサバイヨンソース 

いちごのグラタン 

いちごとピスタチオのクレームブリュレ 

 

パイナップル 

パイナップルの丸ごとロースト レモンバターソース 

パイナップルのロースト バニラアイスクリーム添え 

パイナップルのロースト ナッツとセミドライフルーツ添え 

パイナップルのコンソメ 

パイナップルとパッションフルーツのゼリー 

パイナップルの白ワインフレッシュコンポート 

パイナップルのベニエ 

パイナップルの赤ワインフレッシュコンポート 

カッテージチーズ パイナップル添え 

 

りんご、柿 

りんごのケース詰め 

柿の湯葉アイス添え 

 

メロン 

メロンと生姜のマリネ 

メロンのウフ・ア・ラ・ネージュ 

メロンのコンソメ 

 

チェリー（さくらんぼ） 

温かいチェリーサラダ バニラアイスクリーム添え 

バニラアイス チェリーソースがけ 

カッテージチーズ チェリー添え 

白ワインとさくらんぼのゼリー 
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桃 

白桃のマスカルポーネソース 

白桃のジュース 

桃のポワレ フロマージュブランのアイスクリーム添え 

桃のコンポート オーブン焼き 

桃のタタン 

桃とピスタチオのミルフィーユ 

桃のシブースト 

桃とブルーベリーのミルフィーユ 

 

洋梨 

洋梨のパイ 

 

和梨 

和梨のサラダ 

 

いちじく 

いちじくのコンポート グレープ フルーツのグラニテ添え 

いちじくのタルト 

いちじくのオーブン焼き 

 

ミックスフルーツ 

赤いフルーツサラダ 

緑のフルーツサラダ 

黄色いフルーツサラダ 

柑橘のサラダ フロマージュ ブランのアイスクリーム添え 

バナナとキウイのサラダ 

メロンとラズベリーのサラダ シャンパン風味 

 

栗 

栗のヌガーグラッセ 

栗のヌガーグラッセ ベリーソース添え 

マロンケーキ 濃縮ミルクのアイスクリーム添え 

栗づくしの一皿 

栗のシュー 
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栗とコーヒーのゼリー 

栗のエスプーマ 

栗とほうじ茶のモンブラン 

 

野菜 

枝豆のカッテージチーズ 

さつまいものプリン（角切りさつまいもとりんご入り） 

さつまいものプリン（金柑のコンポート入り） 

りんごとさつまいもとレーズンのサラダ 濃縮ミルクのアイスクリーム添え 

さつまいものケース詰め 

かぼちゃのプリン（角切りかぼちゃ入り） 

かぼちゃのプリン（黒ごま入り） 

 

米 

いろいろ豆とさつまいものリ・オレ 

豆乳リ・オレ 

栗とかぼちゃのリ・オレ 

ご飯とさつまいものグラタン 

ご飯といろいろ豆のグラタン 

 

 

基本の生地、クリーム 

パート・ブリゼ 

パート・シュクレ 

パート・フイユテ（折り込みパイ生地） 

シュー（プレーン） 

パータ・ババ 

クランブル生地 

ジェノワーズ（プレーン） 

クレーム・パティシエール 

クレーム・アングレーズ 
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