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新感覚アイスの提案 
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新感覚！シャリカップレーゼ 

<コンセプト> 
 食事のお口直しとして、新感覚の料理の提案。 
 食事のお口直しだけではなく、お酒と共に食べられるアイス。 
 
<内容> 
 従来のカプレーゼをモチーフにしたアイス 
    
<提供場所> 
 レストラン 
  
  



試作① 

<材料> 
・ｼｬﾝﾊﾟﾝﾄﾏﾄｼｬｰﾍﾞｯﾄ 

・ミニトマト 

・モッツァレラチーズ 

・バジル 

・塩 

・ブラックペッパー 

・オリーブオイル 

 

 ミニトマトで水玉模様を
表現 

 ごろごろしたモッツァレ
ラチーズとシャンパント
マトのシャーベットとバ
ジルで3層構造 

 ブラックペッパーと沖
縄産の塩をまぶした 

 

反省点：トマトシャーベットの良さを活かしきれていない。 
 ごろごろしたモッツァレラチーズとトマトシャーベットの食感が合わない。 
 層があまり綺麗にできなかった。 



試作② 

<試作①からの改善点> 

• モッツァレラチーズを細かく刻んだ 

→食感が残るように固形チーズを混ぜた 

• バジルを細かく刻んでオリーブオイル
で和えた 

• 一番上の層をモッツァレラチーズにし
た。 

反省点：試作①よりも層が綺麗にできた。 
 冷凍させた時に、シャーベット以外の材料がカチカチになってしまった。 
                まだチーズとアイスの食感が合わない。 



試作③ 

<試作②からの改善点> 

• モッツァレラチーズと固形
チーズをフードプロセッサー
でペースト状にした 

• バジルも試作②よりも細か
く刻んだ 

• ペースト状にしたことでアイ
ス感を表現した 

 

反省点：見た目も良く、層も綺麗にできた。 
 しかし、アイスクリーム屋さんとして商品を開発するため、   
 アイス要素をもう少し加えることが必要だと感じた。 



～シャリカップレーゼ～ 
完成！ 

<試作③からの改善点> 

• ｶﾌﾟﾚｰｾﾞに合うようにチーズ
のアイスを作製した 

• バジルのｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙの量を
減らした 

• 層が綺麗になるように 

  1層ごとに冷やし固めた 

• プチトマトを置くことで可愛
らしさをプラスした 

 



効果、効能 
• トマト 

 〈リコピン〉 

   ・抗酸化作用が含まれる 

    →リコピンの抗酸化作用は 

      ビタミンEの100倍以上！  

   ・悪玉コレステロールの分解 

 

 〈食べ合わせ〉 

   トマト + オリーブオイルで、トマトの 

   リコピンを体内にしっかりと吸収させる 

   ことができる。 

 

• オリーブオイル 

  ・酸化されにくいオレイン酸を多く含み、 

   美容や健康によいとされる 

  ・食用油と比較して抗酸化作用が高い 

 

• バジル 
  ・心身及び中枢神経の強壮作用があり、  
   体の機能を高める・免疫力を高める 
  ・日本人に不足しているカルシウムKが 
   含まれている 
  ・バジルに含まれるシオネールは 
   高血圧・高コレステロールを抑える。 
   冷え性の予防効果やダイエット効果も 
   ある。 
 

• モッツァレラチーズ 
  ・低カロリー高タンパク質でカルシウム 
   豊富なミネラル食材 
 
 
 
 
 
 



完成図＆作り方 

1. ﾊﾞｼﾞﾙとｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙをﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛ
ｾｯｻｰにかける 

2. カップの中に層を作っていく
(層を綺麗に作るために各工程ごとに冷
やし固める) 

 ﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽを底にしきつめる 
 Wﾁｰｽﾞｱｲｽをﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽの上
に乗せ、お好みで塩ｺｼｮｳをす
る 

 ｼｬﾝﾊﾟﾝﾄﾏﾄｼｬｰﾍﾞｯﾄをのせる 
 繰り返し,この工程を行う 
 
3. Wﾁｰｽﾞｱｲｽ、ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ、ﾊﾞｼﾞﾙ

でﾄｯﾋﾟﾝｸﾞをし、ｱｲｽの上にｺ
ｼｮｳをふるう 

 
 



Wチーズアイス 

• 材料 
 ① 
 牛乳       500g 
 生ｸﾘｰﾑ    100g 
 ﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈ      250g 
 ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ     240g 
 ② 
 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖    100g 
 ﾌﾞﾄﾞｳ糖      60g 
 ｸﾞｧｰｶﾞﾑ(安定剤)      2 g  
  
 

1. ①と②をそれぞれ計量 
する 

2. ①をミキサーにかける 

3. 上記を湯煎し、砂糖が
溶ける温度にする 

4. 湯煎した材料に②を加
え、滑らかになるまで混
ぜ合わせる 

5. ｱｲｽｸﾘｰﾑﾌﾘｰｻﾞｰでアイ
ス状にする 



Wチーズアイスの活用 
～ティラミス～ 

〈Wチーズアイスの活用例〉 

市販のカステラにエスプレッ
ソをしみこませ、Ｗチーズア
イスとの2層にすることで
ティラミスが作れる 

 



最終評価 

〈5段階評価〉 

 

 

 

〈ポイント〉 

• 冷凍のまま卸すことが可能で、 

   調理が不要で溶かすだけで提 
   供ができる 

 

• 食材をペースト状にすることで、
食感に一体感が生まれる。 

〈コメント〉 
シャリカップレーゼを製作するにあたって、アイスクリームを作った。 

試作①の段階では同じような食材を使っていたが、食感を残そうとゴロゴロ
した切り方してしまい、ｱｲｽの存在も薄れていた。しかし、食材をペースト状
にすることで、ｱｲｽが主役の新しいカプレーゼに仕上げることができた。 



丸ごとアイストマト～塩味噌仕立て～ 

<コンセプト> 

 一年中採れる野菜を使用した新感覚のデザート 

 食事のお口直しとしても、お酒のおつまみとしても 

 食べられるようなメニューの提案。 

<内容> 

 塩トマトをモチーフにした 

  トマト特有の青臭さをなくす工夫をした 

<提供場所> 

 食卓、居酒屋、ファミリーレストラン 

 

 



試作① 

<材料> 

・トマト 

・はちみつ 

・レモン汁 

・沖縄の塩アイス 

  

 トマトの青臭さをなく
すためにトマトをはち
みつレモンで漬けた 
 

 トマトの中をくり抜い
てアイスをのせること
で見栄えをよくした 
 

 塩アイスにハチミツを
かけてマイルドさをUP 

反省点：味はおいしかったが、少しもの足りなさを感じた。 
 皮がかたく、切りづらく食べにくい。 
      スプーンやお箸で食べることができず、ナイフとフォークがないと 
      食べにくい。 
 



試作② 

<試作①からの改善点> 

 味にアクセントをつけるため、 

 ディップソースを入れた＆添えた 

 

 

<材料> 
・トマト 
・はちみつ 
・レモン汁 
・沖縄の塩アイス 
 
<ディップソース> 
・クリームチーズ 
・味噌こうじ 
・レモン汁 

反省点： ディップは単体としては美味しいが、アイス１つでトマトを美味しく食べ
られるように工夫をするべきだった。トマトをはちみつに漬ける時間を増やし、
軟らかくなったが、それでも食べにくさは改善されなかった。 



丸ごとアイストマト完成！ 

＜試作②からの改善点＞ 

• 塩アイスに試作②で
作ったディップソースを
混ぜた 

• 皮をむいて食べにくさを
改善した 

 
☆活用方法☆ 
 アイスをシャリカップレーゼで作製したWチーズアイスに 
 変更し、その上にお好みでオリーブオイル、胡椒や 
 はちみつをかけて召し上がることも可能。 



完成図&作り方 

1. トマトのヘタを切り、は
ちみつとレモン汁を適
量かけ、2時間おく 

2. できたはちみつトマト
の上部をくり抜く 

3. くり抜いたところに塩
みそ麹アイスをのせる 

 



最終評価 

〈5段階評価〉 

 

 

 

 

 

〈ポイント〉 

• トマトに含まれる赤い色素成分の
リコピンには強い抗酸化作用があ
り、紫外線から肌を守り、美肌効
果を望める 

• 丸ごとトマトを使用し、廃棄部分
が少ない 

• 調理が簡易 

 

〈コメント〉 

今回は既存の沖縄の塩アイスに麹みそを加えて作ったが、実際に自分た
ちで作製したＷチーズアイスを使用したほうが、味の一体感が生まれると
感じた。 



<シメパフェとは> 

 飲酒もしくは食事の後の締めとして食べるパフェ。北海道
札幌市で発展した食文化 
<コンセプト> 
 お酒の後に体を労われる成分を含んだパフェに仕上げる 
 従来のシメパフェ+栄養学的な要素を取り入れる 
<ターゲット> 
 〈メイン〉20代以降女性 
 〈サブ〉10代の女性 
<提供場所> 
 レストラン、居酒屋、専門店、コンビニ 

 



試作① 
<材料> 

 〈オレンジの砂糖漬け〉 

   ・オレンジ 

   ・砂糖 

 〈チョコレートゼリー〉 

   ・ミルクチョコレート 

   ・牛乳 

   ・ゼラチン 

 〈マスカルポーネクリーム〉 

   ・マスカルポーネ 

   ・生クリーム 

   ・砂糖 

 ・バウムクーヘン 

 ・ココアパウダー 

 ・カシスｼｬｰﾍﾞｯﾄ 

 ・オレンジｼｬｰﾍﾞｯﾄ 

・栄養学的にお酒の分解(二日酔 
 い防止)や消化を助ける成分を 
 含む材料を使用した 
 
・チョコレートと相性の良い食材 
 を使用した 
 
・オレンジを砂糖漬けにし、 
 オレンジも食べられるようにした 
 
・オレンジを側面につけることで 
 写真が映えるようにした 

反省点：見た目は想像通りに完成できたが、量が多く、味に飽きてしまう。 
     シャーベットが他の材料と合わない。 
     マスカルポーネを多く使うことでコストが高くなる。 
     バウムクーヘンの食感が、他の材料から孤立していた。 



試作1.5 

＜試作①からの改善点＞ 
 

• シャーベットが合わな
かったため、アイスク
リームに変更して味を
確かめた。(ジャージー
牛乳アイス、生チョコ
レートアイス) 
 

• 試作①では量が多く感
じたため、1段にして量
を確かめた。 

 
 反省点：シャーベットをアイスクリームにすることによって味

の一体感が生まれたが、下の層と同じような食材を使用し
たことで、味にメリハリがないと感じた。 



〆ショコランジェパフェ完成！ 
＜試作①,1.5からの改善点＞ 

・塩アイスを使用することによって下の材
料との味の差をつけた 

 

・バウムクーヘンをカステラに変更するこ
とによって他の材料と食感を合わせた 

 

・ゼリーをミルクチョコレートからビター
チョコレートに変更し、カカオポリフェノー
ル含量を増やした 

 

・容器を円錐状にすることで、量を減らし
ながらもボリュームを増やした 

 

・コストを抑えるためにマスカルポーネを
水切りヨーグルトに変更した 

 

 
☆コメント☆ 
 パフェの層の部分をシャリカップレーゼで作製したWチーズア  
 イスに変更することでコストは高くなるが、チーズ感が増して 
 美味しくなる。 



効果、効能 

• チョコレート(ビター) 
アルコールの分解を促す働きがある 
 
<ｶｶｵﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ> 
 ・ﾋﾞﾀｰﾁｮｺﾚｰﾄにはｶｶｵﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ 
 が多く含まれている。 
 ・肝臓からｺﾚｽﾃﾛｰﾙを回収する善 
 玉ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ)の数値 
 を上げることができる。 
 ・活性酸素の働きを抑え、肌のトラブ 
 ルを防ぐ効果がある。 
 
・ココア 

 チョコレート同様の効果が認められ
る 
 
 

• ヨーグルト 

 ヨーグルトに含まれる乳酸菌はアル
コールを摂取しすぎた肝機能を改善で
きる。 

 
• オレンジ 

 オレンジにはクエン酸が含まれてお
り、疲労回復及びアルコールの分解を
早める働きもあり、二日酔いの対策に
なる 
 

• 沖縄の塩 食塩相当量が食塩に
比べ25.5％カット 



作り方 
＜材料＞ 

  〈オレンジの砂糖漬け〉 

  ・オレンジ 

  ・砂糖 

  〈チョコレートゼリー〉 

  ・ビターチョコレート 

  ・牛乳 

  ・ゼラチン 

 〈ﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈ風ｸﾘｰﾑ〉 

  ・ヨーグルト  

  ・生クリーム 

  ・砂糖 

  ・レモン汁 

 

 ・カステラ  

 ・ココアパウダー 

 ・沖縄の塩アイス 

 ・生チョコアイス 

〈作り方〉 

1. オレンジの砂糖漬けを作る 

2. ﾁｮｺﾚｰﾄｾﾞﾘｰを作る 

① 牛乳を温め、そこにゼラチン
を振り入れる 

② 完全に溶けたらﾋﾞﾀｰﾁｮｺを入
れ、湯銭する 

③ 冷蔵庫で冷やし固める 

3. ヨーグルトクリームを作る 

4. オレンジ・ゼリー・カステラ・ク
リームで層を作り、デコレー
ションをする 

 

 

 



最終評価 
〈5段階評価〉 

 

 

〈コメント〉 

コストを抑えるためにﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈを水切りﾖｰｸﾞﾙﾄに変更し
たが、胃腸の粘膜を保護する目的で一部はチーズにする
べきだった。 

しかし、お酒との相性,食べ合わせが抜群な食材を使用で
きたのではないかと思う。 

 



感想 

  

 
 今回、商品開発ということで、アイスクリームの美味しい
食べ方について色々と考案しましたが、デザートではない
アイスクリームを使ったメニューを考案することの難しさを
感じました。しかし、アイスクリームはデザートだけではなく、
料理にしてしまえるということが分かって、アイスクリーム
の可能性は無限大だと思いました。 

 また、テーマが決まっていても、試作を重ねていくうちに
方向性がわからなくなってしまいましたが、最終的には納
得のいくものが出来上がって良かったと思います。 

 今回、商品開発だけでなくアイスクリームの製造ができ
たことは私たちにとって非常に貴重な経験となりました。 
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