


東京オリンピックをイメージしたパフェ 

＜コンセプト＞ 

 2020年に開催される東京オリンピックを盛り

上げるために東京オリンピックをイメージしたパ
フェを考案。 

 

＜パフェの内容＞ 

• 五輪の色をイメージした白玉を用いた。 

• 日本開催ということであるため和風のパフェ。 



東京オリンピックをイメージしたパフェ 
試作① 

• 反省点・改善すべき点 

• 提供するまでに時間がかか
る。 

• 地味である。 

• 側面から白玉が綺麗に見え
ていない。 

• ボリュームがありすぎる。 

• 味にメリハリがない。（甘す
ぎる） 



東京オリンピックをイメージしたパフェ 
試作② 

• 試作①から改善した点 
• パフェらしく高さのあるものにした。 
• ボリュームを小さくし、食べやすくした。 

• 白玉を上に出すことで色味が綺麗に見えるよ
うになった。 

• 酸味のある寒天やさっぱりとした味のあるアイ
スを組み合わせることで全体の味にメリハリを
つけた。 
 

• 反省点・改善すべき点 
• 盛り付けに時間がかかり、ｱｲｽが溶け始めた。 

• アイスを乗せた後すぐに粉でロゴを浮かびあ
がらせるのではなく、アイスをカチカチに乗せ
てから粉でロゴを浮かび上がらせる。 



東京オリンピックをイメージしたパフェ 
試作③ 

試作①から改善した点 

• あんこで見えずらくなっていた白玉を透明な寒天
で見えやすくした。 

• 酸味のある寒天やさっぱりとした味のあるアイス
を組み合わせることで全体の味にメリハリをつけ
た。 

• 一番上に溶けにくい小豆のアイスを使ったことで
溶けて層が崩れてしまうことがなかった。 
 
 

• 反省点・改善すべき点 
• 器一杯に盛った方が良い。 
• どら焼きは平らにした方が良い。 

• どら焼きの茶色にストロベリーの粉ではロゴが目
立たない。 

• 型がしっかりできていないため、白玉を綺麗に見
せることができていない。 



東京オリンピックをイメージしたパフェ 
完成！！ 

試作③から改善した点 
 

• 器一杯に盛ったので、見栄え
が良くなった。 

• どら焼きを平らにし、ロゴを見
えやすくした。 

• ストロベリーの粉の代わりに
粉糖にし、ロゴを目立たせた。 

• 型がしっかりできているため、
白玉が綺麗に見える。 
 
 
 



東京オリンピック2020パフェの作り方 
材料 

≪五輪白玉≫ 

• 白玉粉・・・各白玉に5g 

• 水・・・適量 

青：粉状食紅（青） 
（極少量） 

黒： 
黒ゴマパウダー 

（少量） 
赤： 

ストロベリーパウダー（１ｇ） 
＋粉状食紅（赤）（極少量） 

緑色： 
抹茶パウダー 
（少量） 

黄色： 
かぼちゃフレーク 

（１g） 

1. 白玉粉に各色の要素を加える。 

2. 固まっている白玉粉をつぶしながら混ぜ
合わせる。 

3. 水を少しずつ加えながら練る。 

4. 耳たぶほどの硬さになったら形成をし、
ゆでる。（※ゆでると色がはっきりとする
ので試しに少量をゆでて色を確認す
る。） 

5. 浮かび上がってきたら、１～２分程ゆで
てから冷水に入れる。 



東京オリンピック2020パフェの作り方 

材料 

≪白玉と一緒に固める寒天≫ 

• 粉寒天・・・・・・・・・・・0.6ｇ 

• みかん缶 

– みかん・・・・・・・・・２粒 

– シロップ・・・・・・・・大さじ2 

• 水・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3 

 

• どら焼きの皮・・・・・・・・・・・・一枚 

• すだちシャーベット 

• 北海道小豆アイス 

 

• 仕上げ用の粉糖・・・・・・・・・適量 

作り方 

1. みかん缶のみかんとシロップを別々に
し、シロップには水を加え鍋に入れる。 

2. 上記の鍋を加熱し、粉寒天を加えて溶
かす。 

3. 五輪白玉を型の側面に並べ、みかんを
真ん中にいれて寒天液を流し入れて冷
蔵庫にて冷やし固める。 

4. カップにすだちシャーベットをカップの三
分の一程度入れ平らにして冷蔵庫に入
れておく。 

5. 固まった寒天を4のカップに入れ、北海
道小豆アイスを加え平らにする。 

6. 5の最上部にフタに合わせて切ったどら
焼きの皮で蓋をするように乗せる。 

7. その上に「五輪」と「2020」の紙型を乗

せて粉糖を全体にまぶし、紙型をすべ
て取り、完成。 

 



持ち歩きのできるアイス 

＜コンセプト＞ 

持ち歩いて食べることのできるようにしてアイス
を楽しんでもらう。 

 

＜ターゲット＞ 

大学生 

10～20代女性 

 



持ち歩きのできるアイス 
試作「マドレーヌアイスサンド」 

【反省点・改善すべき点】 

• マドレーヌの生地の軟らか
さのせいで絞り出しの流動
してしまった。 

• 貝殻の形を形成するのに
生地が硬くなってしまった。 

• アイスが溶けてしまった。 



持ち歩きのできるアイス 
試作「マドレーヌアイスサンド」 

【試作①から改善した点】 

• 丸型を使い柔らかい生地
でサンドした。 

• 型でアイスを急速冷却し
て溶けにくくした。 

 

【反省点・改善すべき点】 

• アイスと共に冷蔵すると
生地が固くなってしまう。 

 



持ち歩きのできるアイス 
「マドレーヌアイスサンド」 

材料 

• 卵・・・40g          

• はちみつ・・・15g 

• 薄力粉・・・45g 

• ベーキングパウダー・・・2g 

• グラニュー糖・・・35g 

• バター(食塩不使用)・・・35g 

• 型用バター・・・適量 

• 型用薄力粉・・・適量 

 

 

美味しく作ってね！ 



持ち歩きのできるアイス 
「マドレーヌアイスサンド」 

 

 

 

作り方 
1. 薄力粉・ベーキングパウダー・グラニュー糖は合

わせてふるっておく。 

2. 型用バターは室温に戻して軟らかくし、刷毛で型
に塗る。続いて、薄力粉を型にはたき、余分な粉
を落とす。オーブンは190℃に温めておく。 

3. ボウルに卵を割りいれ、泡立て器でコシが出るま
で溶きほぐす。 

4. はちみつを加えて泡立つ直前まで混ぜる。たまご
とはちみつは硬さが違うので、しっかりとまんべん
なく混ぜ合わせる。 

5. ふるっておいた薄力粉、ベーキングパウダー、グ
ラニュー糖を別のボウルに入れ、中央を指でドー
ナツ状にあける。６の空いたところに５を注ぐ。 

6. 泡立て器で中心から外側に向けて円を描くように
して、ゆっくりとやさしくかき混ぜる。粉と卵がきれ
いに混ざったら、混ぜるのをやめる。混ぜすぎる
と粘りが出るので、よけいに混ぜないこと。 

 

7. バターを鍋に入れ、中火にかける。バターが溶け
ると、ブクブクと沸き立ってくる。次第に落ち着い
て泡が細かくなったら、火から下ろす。 

8. 絶えず混ぜながら、溶かしバターを少しずつ加え
ていく。熱いので、混ぜながら加えないと、熱の
通りにムラが出て、生地にダマができる原因にな
る。 

9. 混ぜ終わったら、カードやゴムべらでボウルの側
面についた生地を中央に寄せる。このまますぐ
に焼いてもよいが、2時間ほど休ませたほうが、
きめの細かい生地に仕上がる。 

10. 絞り出し袋に入れ、型の七分目まで絞り入れる。
その上に、残った生地を等分ずつ型いっぱいに
絞り入れる。絞りきれずに袋について残った生地
は、カードなどで絞り口に寄せ、最後まできっちり
と絞り入れる。型を台に軽く落として、生地の表
面を平らにして気泡を抜く。（今回はセルクル） 

11. 190℃に温めておいたオーブンを180℃に下げ、
天板にのせて入れ、約10分間焼く。オーブンに

よって焼き時間が多少異なるので、様子を見な
がら加減する。焼き上がったら、生地のふくらん
だほうを上にして網にのせ、冷ます。 



持ち歩きのできるアイス 
試作①「アップルパイアイス」 

【反省点・改善すべき点】 

• アイスがしっかりと固まってい
なかったため、溶けるのが早
かった。 

• アイスが厚すぎた。 

 



持ち歩きのできるアイス 
試作「アップルパイアイス」 

【試作①から改善した点】 

• 型でアイスを急速冷却して溶けにくくし
た。 

• 丸型ではなくハートの形でパイ生地を
形成した。 

• アイスを前回よりも薄くした。 
 
 

【反省点・改善すべき点】 

• 生地が厚すぎてしまい、硬くなってし
まった。 

• パイ生地は前回作ったもののほうが
サクサクしている。 

 



持ち歩きのできるアイス 
「アップルパイアイス」 

材料 

• 冷凍パイ生地シート・・・一枚 

• シナモンパウダー・・・適量 

• グラニュー糖・・・適量 

下準備 

• オーブンを200℃に予熱をす
る。 

 

※１ 大量に作る場合は何枚ものパイ
生地シートを巻いて（ハート型の場合は
重ねて両端から三等分にして）から金
太郎雨の要領で5mm程度の薄さに切っ
ていく。 

 

 

 

 

作り方 
1. 冷凍パイ生地シートを解凍させ、生地

を伸ばす。 

2. シナモンとグラニュー糖をまぶし、刷毛
で水をつける。 

3. 横に３２等分にして１６本ずつ分ける。 

4. 一本ずつ巻いていく。渦巻き状に１６本
分巻き、一枚として計二枚作成する。
ハート型にしたい場合は１６本分を重
ねて両端から三等分に折る。 

                    （※１参照） 

5. 200℃のオーブンで10分焼き、冷ます。 

6. カスタードアップルアイスをセルクルに
敷き詰め急速冷却する。 

7. 二枚のパイでセルクルで固めたアイス
を挟み完成。 

 

 

 

 

 



カスタードアップルアイス 

材料 
• 生クリーム・・・・・・・850ｇ 

• 牛乳・・・・・・・・・・・・330ｇ 

• 卵黄・・・・・・・・・・・・225ｇ 

• グラニュー糖・・・・・120ｇ 

• 砂糖・・・・・・・・・・・・120ｇ 

• 脱脂粉乳・・・・・・・・90ｇ 

• 和三盆・・・・・・・・・・20ｇ 

• グアーガム・・・・・・・2ｇ 

• バニラエッセンス・・4.4ｇ 

• リンゴ・・・・・・・・・・・570ｇ 

• 無塩バター・・・・・・60ｇ 
 

1. ①と②を別々で計量する。 

2. ①を湯煎にかけながらゆげ
が出るまで加熱する。 

3. 加熱をやめ、上記に②を混
ぜ合わせる。 

4. 冷ましてからバニラエッセン
スを加える。 

5. リンゴを皮と芯を取り除き、
角切りに切る。 

6. 鍋にバターを入れ、溶かして
からリンゴを加え加熱する。 

7. アイスフリーザーで4の液体
をアイス状にする。 

8. アイス状になったら5のリンゴ
を混ぜ合わせる。 

① 

② 



 
カスタードアップルアイスの 

反省点・改善点 
 

• リンゴが少なかった。 

• リンゴは大きく切ってバ
ターで煮詰めることでリ
ンゴの形が保たれ、リ
ンゴの食感が出る。 

 



持ち歩きのできるアイス 
試作①「エクレアアイス」 

【反省点・改善すべき点】 

• アイスが目立っていない。 

• 地味である。 

• エクレアにアイスを詰める
ことが難しいため、のせて
見せるようにする。 

 



持ち歩きのできるアイス 
試作「エクレアアイス」 

【試作①から改善した点】 

• チョコペンでアイスクリームショップ
「Tsubomi」の外観にある花を作り、飾
り付けた。 

• エクレアの上にチョコをコーティングし、
フランボワーズのドライアイスとピスタ
チオを添えた。 

• アイスが見えるように真ん中から半分
にエクレア生地を切り、アイスを目立
たせた。 
 

【反省点・改善点】 
• 大きすぎ。 

• チョコレートのコーティングが綺麗に
見せることができていない。 

• ピスタチオはもう少し多くてもいい。 
 

 
 
 
 
 



持ち歩きのできるアイス 
試作①「シュークリームアイス」 

【反省点・改善すべき点】 

• 少し小さい。 

• 地味である。 

• シュー生地にアイスを詰め
ることが難しいため、見せ
て何かデコレーションを施
す。 



持ち歩きのできるアイス 
試作「シュークリームアイス」 

【試作①から改善した点】 

• チョコペンでアイスクリーム
ショップ「Tsubomi」の外観であ
る花を作り、飾り付けをした。 

• アイスが見えるように真ん中
から半分にシュー生地を切り、
アイスを目立たせた。 

• ボリュームを出した。 
 
【反省点・改善すべき点】 
• 粉糖をまぶし忘れた。 
 

 
 
 
 



シュー生地の材料・下準備 
材料（直径） 

• 水・・・・・・・・・・・・125g 

• バター・・・・・・・・75g 

• 薄力粉・・・・・・・・80g 

• 卵・・・・・・・・・・・・3個 

• 霧吹き用の水・・・適量 

 

 

下準備 

• 薄力粉はふるっておく。 

• オーブンは200℃に予熱
する。 

• 絞り袋は長めのカップ等
にできたシュー生地をす
ぐに入れれるようにセット
しておく。 

• 卵は常温に戻し溶いてお
く。 

• 霧吹きに水を入れておく。 

 

シュー生地作りはスピード
が肝心！！！ 

下準備は大切です！！！ 



シュー生地の作り方 
 

6. 直径約5cmに生地を絞り出し、指先に水を

つけ図のように軽く平らにする。平らにし
すぎると平たくなってしまうので注意。 

 

 

7. 竹串で図のように十字に４か所縦に優しく
切り込みを入れる。 

 

 

8. 全体に霧吹きで水をかけ、１９０℃で２０分
焼き、その後１８０℃に下げ、約１０～１５
分焼く。 

 

 

 

 

作り方 
1. 鍋にバターと水を入れ、沸騰するまで強火

で加熱する。 

2. 沸騰した火からおろし、薄力粉をすべて入
れ、素早く木べらでダマにならないように
練り混ぜ合わせる。 

3. もう一度練り混ぜながら20秒ほど弱火に

かけ、生地を温める。やり過ぎてしまうと
次に加える卵がダマになりやすいため注
意。 

4. 火からおろしたら、溶き卵を一個分ほど加
えて混ぜ合わせ、そのあとは少しずつ加
えながら生地の状態に注意して混ぜ合わ
せる。 

5. 木ベラで生地を持ち上げ３～４秒で生地
が落ち、その後の木べらに残った生地が
逆三角形（右の写真を参照）になったら混
ぜるのをやめ、絞り袋に入れる。 

 

 

 



エクレアアイス＆シュークリームアイ
スを使ったプレート 

• シュー生地やカスタードアイスがうまく作るこ
とができたのでエクレアアイスとシュークリー
ムアイスを使ったプレートでの提供を考案し
た。 

• 一枚のプレートのみで楽しめるものを考案し
た。 



シュークリームアイスを使ったプレート 

ポイント 

• 温かいエスプレッソやホワイトチョコ
ソースをかけてチョコレートドームを溶
かすことで中にあるシュークリームアイ
ス等が出てくる。 

• チョコレートドームを溶かすまで中身が
分からないので、好奇心を刺激する。 

• フランボワーズのアイスの酸味によっ
て、飽きのこない味になっている。 
 



シュークリームアイスを使ったプレート 

名前案 
① ボワット・マジク （Boite magique） 

  フランス語で「魔法の箱」という意
味。 
 
 
② ショコラドームプレート 

  シンプルに見たままのの印象で料
理がイメージできやすいようにした。 

 



チョコドームの作り方 

材料 
• ﾁｮｺﾚｰﾄ・・・・・適量（多い方が風船に塗りやすい） 
• 風船・・・・・・・・一つ 
• 風船用サラダ油・・・・適量 

 
作り方 
1. チョコレートを湯煎する。 
2. 風船を膨らまし、サラダ油を刷毛で塗る。 
3. チョコの入っている容器に風船を入れ回しながら厚めにコーティングしていく。 
4. 3の風船をカップに風船の口を下にしてセットし、冷やし固める。 
5. 固まったら、もう一度チョコレートをコーティングし、冷やし固める。 

6. 固まったら、チョコレートがコーティングされていない部分を爪楊枝等で一気に風
船をわる。 
 

ポイント 
• 厚めにチョコレートをコーティングすると形は保たれる。 
• 一気に風船を割らないとしぼんだ際にチョコレートが崩れる。 

 



エクレアアイスを使ったプレート 
ポイント 

• 前回の反省を生かして、エクレアのチョコレート
を厚く塗り、見た目を美しくした。 

• このプレートを見た方が、目で楽しんでいただ
けるよう華やかにした。 

• この花たちは「Tsubomi」さんの店舗にある壁の
模様をモチーフにしている。 
 

≪ホワイトチョコソースの作り方≫ 
材料 
• ホワイトチョコレート・・・・・・60ｇ 
• 牛乳または生クリーム・・・・60ｇ 

 
作り方 

1. ボールにホワイトチョコレートを細かくいれ、牛
乳または生クリームを加える。 

2. 電子レンジで600ｗで50秒～40秒ほど温める。 
3. 電子レンジから取出し、混ぜ合わせて完成。 



エクレアアイスを使ったプレート 

名前案 
①Tsubomi プレート 
   Tsubomiの店舗をイメージしたプ
レートなので、この名前にしました。 
 
② シャン･ド･フルール (Champ de 

fleurs) 
       フランス語で「花畑」という意味。 



総括・感想 
 今回のインターンシップではアイデアを実現することの難しさや商品化
するために何が必要かということの難しさを商品開発をしていくうえで痛
感することができました。 

 東京オリンピックをイメージしたパフェではアイスと白玉などの組み合わ
せ方が難しく、持ち歩きのできるアイスでは「運びやすく」かつ「時間の経
過によってアイスの美味しさを損なわないようにすること」が難しいと感じ
ました。立案した際にこれらのことを考えていれば、より良い商品を開発
することができましたが、試作でこのことを気が付くことが多かったため、
自分の能力や技術の至らなさを実感しました。最終的には商品化もさせ
て頂けることとなり自分たちにとって満足するものができたと考えます。 

 このインターンシップを通して、商品開発における「原人」や商品の製作
にかかる時間、食べやすさ等が立案の際にも考慮すべき重要な事項で
あると学びました。 

 今回のインターンシップで行った商品開発で学んだことは今後も生かし
ていきたいです。 


