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1日目 ティラミスアイスの製作

【コンセプト】

・昨今、ティラミスやティラミス味のスイーツをよく見かける

→ティラミスは現在のトレンドである

・白楽駅には大学がある

→大学生に魅力的であること

→写真を撮ったり、人に勧めたくなるようなもの



ティラミスアイス① レシピ

・インスタントコーヒー 2g

・水 200ml

・氷 適量

・フロマージュブラン 80㏄

・ココアパウダー 適量



ティラミスアイス① レシピ

①氷をカップに入れ、

アイスコーヒーをカップの上部の

線まで注ぐ。

②フロマージュブラン(アイス)を

50㏄のアイスクリームディッシャー

ですくい、アイスコーヒーの上に

のせる。

③ココアパウダーをふるいを使い、

アイスの上に適量振りかける。

アイスコーヒー

フロマージュ
ブラン

ココアパウダー



ティラミスアイス① 反省点と課題

・シンプルで見た目が悪い。

・ココアパウダーとアイスコーヒーがあっていない。

・アイスがすぐに沈んでしまい、アイスのおいしさを活かしきれ
ていない。



ティラミスアイス② レシピ

・カステラ 80g

・生クリーム 50g

・クリームチーズ 15g

・砂糖 8g

・インスタントコーヒー 0.3g

・水 30ml

・フロマージュブラン 80㏄

・ココアパウダー 適量



ティラミスアイス② レシピ
①カステラを一口大に切り、カップの底に敷き詰める。

②底に敷き詰めたカステラ全体にコーヒーを適量かける。

③クリームチーズを入れた生クリームを

カステラの上に敷き詰める。

④①～②をもう一度繰り返す。

⑤フロマージュブラン(アイス)を

50㏄アイスクリームディッシャーですくい、

カステラの層にのせる。

⑥アイスの上にコーヒーを適量かけ、

その上にココアパウダーをふるいを使い、適量振りかける。

フロマージュブラン

コーヒーを染
み込ませたカス
テラ

コーヒーを染
み込ませたカ
ステラ

クリームチーズ入り
ホイップクリーム

コーヒー、
ココアパウダー



ティラミスアイス② 反省点と課題

・アイスの上にコーヒーをかけすぎたため、下のカステラにコー
ヒーが染み込みすぎてしまい、食感が悪くなった。

・カステラの層が2層あったため、食感に変化がなく、食べ応え
がなかった。

・全体的にボリュームが少なかった。



ティラミスアイス③ レシピ

・ビスケット 2枚

・カステラ 40g

・生クリーム 50g

・クリームチーズ 30g

・砂糖 6g

・インスタントコーヒー 0.3g

・水 30ml

・フロマージュブラン 80㏄

・ココアパウダー 適量



ティラミスアイス③ レシピ
①ビスケットを細かく砕き、カップの底に敷き詰める。

②クリームチーズを入れた生クリームを

ビスケットの層に敷き詰める。

③カステラを一口大に切り、

生クリームの層の上に敷き詰める。

④底に敷き詰めたカステラ全体にコーヒーを適量かける。

⑤フロマージュブラン(アイス)を

50㏄アイスクリームディッシャーですくい、

カステラの層の上にのせる。

⑥ココアパウダーをふるいを使いながら適量振りかける。

砕いたビスケット

クリームチーズ入り
ホイップクリーム

コーヒーを染み込ませた
カステラ

フロマージュブラ
ン

ココアパウダー



ティラミスアイス③ 反省点と課題

・②のティラミスアイスよりは見栄えがよくなったが、まだまだボリュームが足りない。

→もう一層増やす(コーヒーゼリーなど)

・1番下のビスケットの層のボリュームが少ない。

・ティラミスの味として何かが物足りない(ラム酒などの洋酒)。

・透明なカップを使っているので、横から見た時の断面をきれいな層にする。

・そもそも、フロマージュブランがティラミスアイスに適していない。

→フロマージュブランはレモンの爽やかなアイスでティラミスに本来使われるのはマスカ
ルポーネであるため、今回製作したティラミスアイスには適さなかった。



ティラミスアイス 原価計算

材料 1人前分量 1人前材料費(円)

ビスケット 2枚 9

カステラ 40g 19

クリームチーズ入り
ホイップクリーム

生クリーム 50g 37

クリームチーズ 30g 38

砂糖 6g 1

インスタントコーヒー 0.3g 3

フロマージュブラン 80㏄ 25

ココアパウダー 適量 2

カップ 1個 40

スプーン 1本 2

合計 176

材料費を30％とみなして売値を計算すると587円程度となる。



2日目 青空ゼリーアイスの製作

【コンセプト】

・SNS映えするかわいい・思わず写真を撮りたくなるようなもの

・インパクトのあるもの

・話題になりそうなもの



青空ゼリー① レシピ

・ブルーハワイシロップ 20ml

・カルピス 40ml

・水 140ml

・ゼラチン 3.5g

・マンゴーシャーベット 50㏄

・冷凍ベリーミックス 15g

・冷凍パイン 10g



青空ゼリー① レシピ

①ブルーハワイシロップを水で割り、

ゼラチンを加えてゼリーを作る。

②①同様にカルピスでもゼリーを作る。

③固まったゼリーをスプーンで崩し、カップにき
れいに敷き詰めていく。

④マンゴーシャーベット50㏄アイスクリーム
ディッシャーですくい、ゼリーの上にのせる。

⑤冷凍のベリーミックスとパインを盛り付ける。

青空ゼリー
青…ブルーハワイ
白…カルピス

マンゴー
シャーベット

トッピングの
冷凍フルーツ



青空ゼリー① 反省点と課題

・ゼリーの味が薄かった。

・ゼリーの量が多く、アイスの良さが目立たなかった。

・トッピングのフルーツが多すぎた。



青空ゼリー② レシピ

・ブルーハワイシロップ 30ml

・カルピス 20ml

・水 60ml

・ゼラチン 2.2g

・ガムシロップ 1.5個

・マンゴーシャーベット 50㏄

・缶詰のさくらんぼ 1粒



青空ゼリー② レシピ

①ブルーハワイシロップを水で割り、

ガムシロップ、ゼラチンを加えてゼリーを作る。

②①同様にカルピスでもゼリーを作る。

③固まったゼリーをスプーンで崩し、

カップにきれいに敷き詰めていく。

④マンゴーシャーベット50㏄

アイスクリームディッシャーですくい、

ゼリーの上にのせる。

⑤さくらんぼを一粒のせる。

青空ゼリー
青…ブルーハワイ
白…カルピス

マンゴー
シャーベット

さくらんぼ



青空ゼリー② 反省点と課題

・季節感がない。

→さわやかで夏っぽい。これからの季節に向いている商品ではな
かった。

・青が食欲をそそる色ではなかった。

→SNS映えはするが、多くの人に受け入れられるものではない。

→食欲をそそる色で綺麗なグラデーションのゼリーを作ることが
できればよかった。



青空ゼリー 原価計算

材料 1人前分量 1人前材料費(円)

青空ゼリー ブルーハワイシロップ 30ml 21

カルピス 20ml 6

ゼラチン 2.2g 13

ガムシロップ 1.5個 9

マンゴーシャーベット 50㏄ 25

缶詰のさくらんぼ 1粒 10

カップ 1個 40

スプーン 1本 2

合計 126

材料費を30％とみなして売値を計算すると420円程度となる。



3日目 動物パフェの製作

【コンセプト】
・お店の前を通りかかった子供たちが食べたくなるもの。

・保護者が買ってもいいと思える価格設定。

・写真を撮りたくなるような可愛いもの。

↓

動物は、パンダ、ライオン、ぶたにすることとした。



動物パフェ〈ライオン〉① レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・マンゴーソース 適量

・マンゴーシャーベット 50㏄

・チョコペン 顔を描く用

・チョコホイップ(市販のもの) 25g



動物パフェ〈ライオン〉① レシピ

①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周巻く。

③クリームの上にマンゴーソースを適量かける。

④マンゴーシャーベットを50㏄

アイスクリームディッシャーですくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコペンでライオンの顔を描く。

⑥チョコホイップでライオンのたてがみをつくる。 コーンフレーク

ホイップクリーム

マンゴーソース

マンゴー
シャーベット

チョコペンで顔を描く

チョコホイップ



動物パフェ①〈ライオン〉反省点と課題

・たてがみのホイップクリームがうまく表現できなかった。

・チョコペンで顔を描こうとするとアイスの表面ですぐに固まり、
上手く描けなかった。

↓

全体的に可愛く出来上がらなかった



動物パフェ〈ライオン〉② レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・マンゴーソース 適量

・マンゴーシャーベット 50㏄

・麦チョコ 2粒

・チョコペン 顔を描く用

・生クリーム 50㏄

・ミルクチョコレート 7.5g



動物パフェ〈ライオン〉② レシピ
①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周巻く。

③クリームの上にマンゴーソースを適量かける。

④マンゴーシャーベットを50㏄アイスクリームディッ

シャーですくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコペンでライオンの顔を描く。

⑥チョコホイップでライオンのたてがみをつくる。

(チョコホイップの作り方)

ⅰ チョコを湯煎して溶かし、チョコのほうに生クリームを加える。

ⅱ ハンドミキサーで混ぜ、固めに仕上げる。

麦チョコ

チョコペン

チョコホイップアイスより下の部分は①
のレシピ同様に作ります



動物パフェ②〈ライオン〉反省点と課題

・たてがみのホイップの色が薄い。

・たてがみのホイップの絞り方がよくない。

→ライオンに見えない。

・麦チョコを目に使用したが、違和感がある。

・口の部分が描きにくい。



動物パフェ〈ぶた〉① レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・ストロベリーソース 適量

・さくらアイス 50㏄

・チョコペン 顔を描く用

・アポロ 2粒



動物パフェ〈ぶた〉① レシピ

①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを

1周巻く。

③クリームの上にストロベリーソースを適量かける。

④さくらアイスを50㏄アイスクリームディッシャー

ですくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコペンでぶたの顔を描く。

⑥アポロを2粒のせ、耳に見立てる。

コーンフレーク

ホイップクリーム

ストロベリーソース

さくらアイス

アポロ

チョコペンで
ぶたの顔を描く



動物パフェ〈ぶた〉① 反省点と課題

・チョコペンで顔を描こうとするとアイスの表面ですぐに固まり、
上手く描けなかった。

・さくらアイスは子ども好みの味ではなかった。

→イチゴ味のアイスがなかったため今回はさくらアイスを使用し
た。



動物パフェ〈ぶた〉② レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・ストロベリーソース 適量

・さくらアイス 50㏄

・チョコペン 顔を描く用

・コーンフレーク 1枚

・アポロ 2粒



動物パフェ〈ぶた〉② レシピ

①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周巻く。

③クリームの上にストロベリーソースを適量かける。

④さくらアイスを50㏄アイスクリームディッシャーです
くい、

ソースの上にのせる。

⑤チョコペンでぶたの顔を描く。

⑥コーンフレークにチョコペンで鼻を描き、

アイスの上にのせる。

⑦アポロを2粒のせ、耳に見立てる。

さくらアイス
コーンフレー
クにチョコペ
ンで鼻を描く

チョコペン

アポロ

アイスより下の部分は①の
レシピ同様に作ります



動物パフェ〈ぶた〉② 反省点と課題

・チョコペンで顔を描こうとするとアイスの表面ですぐに固まり、
上手く描けなかった。

→鼻をコーンフレークにしたことで手間が省けた。



動物パフェ〈パンダ〉 レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・チョコソース 適量

・バニラアイス 50㏄

・チョコペン 顔を描く用

・アポロ 2粒



動物パフェ〈パンダ〉 レシピ

①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周巻く。

③クリームの上にチョコソースを適量かける。

④バニラアイスを50㏄アイスクリームディッシャーで

すくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコペンでパンダの顔を描く。

⑥アポロを2粒のせ、耳に見立てる。

コーンフレーク

ホイップクリーム

チョコソース

バニラアイス

アポロ

チョコペン



動物パフェ〈パンダ〉 反省点と課題

・パンダというよりくまになってしまった。

・チョコペンで顔を描こうとするとアイスの表面ですぐに固まり、
上手く描けなかった。

↓

パンダの耳や目に適したお菓子が見つからないため廃案



4日目 動物パフェの製作

3日目の出来上がりを見て、パンダは難しいと感じたため、他の
動物を考えることにした。

ライオンが黄色でマンゴー、ぶたがピンクでさくらということを
踏まえて白か茶色のアイスを使用した動物がふさわしいと思った。

↓

新たにくま、コアラ、とりを作ることにした。



動物パフェ〈ライオン〉③ レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯
・生クリーム 1周
・マンゴーソース 適量
・マンゴーシャーベット 50㏄
・生クリーム 適量
・チョコチップ 3粒
・生クリーム 50㏄
・ミルクチョコレート 20g
・チョコソース 10g
・ココアパウダー 2g



動物パフェ〈ライオン〉③ レシピ
①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周

巻く。

③クリームの上にチョコソースを適量かける。

④マンゴーシャーベットを50㏄アイスクリームディッシャーですくい、

ソースの上にのせる。

⑤チョコチップで目と鼻に見立てる。

⑥生クリームで口に見立てる。

(絞り口は先端を小さくカットしたものを利用する)

⑦チョコホイップでライオンのたてがみをつくる。

(チョコホイップの作り方)

ⅰ チョコを湯煎して溶かし、チョコのほうに生クリームを加える。

ⅱ チョコソース、ココアパウダーを加える。

ⅲ ハンドミキサーで混ぜ、固めに仕上げる。

コーンフレーク

ホイップクリーム

マンゴーソース

マンゴー
シャーベット

チョコホイップ

チョコチップ

ホイップクリーム



動物パフェ〈ライオン〉③ 反省点と課題

・アイスの周りに何もなくて寂しい印象を受ける。

・他の動物に比べて手間がかかる。



〈チョコホイップの研究〉

生クリーム50㏄
ミルクチョコ 7.5g

生クリーム50㏄
ミルクチョコ 20g
チョコシロップ 10g
ココアパウダー 4g

生クリーム50㏄
ビターチョコ 40g

甘さ 〇 ◎ 〇

硬さ ◎ ◎ ×

色 × 〇 ◎

食感 〇 〇 ×

全体評価 △ 〇 ×

全体の評価で考えると生クリーム、チョコ、チョコシロップ、ココアパウダーを使っ
たものが良かった。
しかし、材料が多いことや作る際に非常に手間がかかることからチョコホイップの製
作にはまだまだ改良の余地があるとみなされる。
また、今回ライオンのたてがみに利用したチョコホイップは普段お店で利用している
金口では大きく絞りすぎてしまうので、絞り袋の先端を小さめにカットしたものを利
用した。



動物パフェ〈ぶた〉③ レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・ストロベリーソース 適量

・さくらアイス 50㏄

・チョコチップ 2粒

・コーンフレーク 1枚

・アポロ 2粒



動物パフェ〈ぶた〉③ レシピ
①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周巻く。

③クリームの上にストロベリーソースを適量かける。

④さくらアイスを50㏄アイスクリームディッシャーで

すくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコチップでぶたの目に見立てる。

⑥コーンフレークにチョコペンで鼻の穴を描き、

アイスの上にのせる。(作り置き可)

⑦アポロを2粒のせ、耳に見立てる。

コーンフレーク

ホイップクリーム

さくらアイス

ストロベリーソース

アポロ

コーンフレークに
鼻を描いたもの

チョコチップ



動物パフェ〈ぶた〉③ 反省点と課題

・ライオンに比べてボリュームがない。

・トッピングが少ない。

→手間がかからない。



動物パフェ〈くま〉レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・チョコソース 適量

・アールグレイアイス 50㏄

・チョコチップ 3粒

・チョコチップクッキー 2枚



動物パフェ〈くま〉レシピ

①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周巻く。

③クリームの上にチョコソースを適量かける。

④アールグレイアイスを50㏄アイスクリームディッシャーで

すくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコチップでくまの目と鼻に見立てる。

⑥チョコペンで口を描く。

⑦チョコチップクッキーを2枚のせ、耳に見立てる。

アイスより下の部分は他の
レシピ同様に作ります



動物パフェ〈くま〉 反省点と課題

・くまというより、ねずみに近い出来上がりになってしまった。

・アールグレイアイスは子供好みの味ではなかった。
→チョコ味などのほうがよい。

・チョコペンで口を描くことが大変である。

↓

常に同じクオリティーで提供することが難しいため廃案



動物パフェ〈コアラ〉 レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・キャラメルソース 適量

・アップルパイアイス 50㏄

・チョコチップ 2粒

・アーモンド 1粒

・チョコチップクッキー 2枚



動物パフェ〈コアラ〉 レシピ

①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを1周巻く。

③クリームの上にキャラメルソースを適量かける。

④アップルパイアイスを50㏄アイスクリームディッシャー

ですくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコチップでコアラの目に見立てる。

⑥アーモンドを鼻に見立てる。

⑦チョコチップクッキーを2枚のせ、耳に見立てる。

コーンフレーク

ホイップクリーム

キャラメルソース

チョコチップクッキー

チョコチップアーモンド

生チョコアイスで
製作した場合

アップルパイアイス



動物パフェ〈コアラ〉 反省点と課題

・全体的にボリュームのある仕上がりになった。

→作り方次第で蓋が閉まりにくい。

・アーモンドは子供好みのものではなかった。

・見た目は可愛く出来上がった。

・もう1つ、チョコアイスで試したところ、色は濃くなってし
まったが子供好みの味になった。



動物パフェ〈とり〉 レシピ

・コーンフレーク 大さじ4杯

・生クリーム 1周

・チョコソース 適量

・アールグレイアイス 50㏄

・チョコチップ 2粒

・カシューナッツ 1粒

・飾り用チョコ ½枚



動物パフェ〈とり〉 レシピ

①パフェカップにコーンフレークを入れる。

②コーンフレークの上にホイップクリームを

1周巻く。

③クリームの上にチョコソースを適量かける。

④アールグレイアイスを50㏄アイスクリーム

ディッシャーですくい、ソースの上にのせる。

⑤チョコチップでとりの目に見立てる。

⑥カシューナッツをくちばしに見立てる。

⑦飾り用チョコを½枚のせ、とさかに見立てる。

コーンフレーク

ホイップクリーム

チョコソース

アールグレイアイス

カシューナッツ

チョコチップ

飾りチョコ



動物パフェ〈とり〉反省点と課題

・とさかに付けた飾りチョコで蓋が閉まりにくくなった

→深く刺せば入る

・カシューナッツは子供好みではない。



動物パフェ 原価計算

・共通の部分

コーンフレーク+ホイップクリーム+ソース+アイス+カップ+スプーン

＝116円

1人前材料費(円) 総合計(円) 売値(円)

ライオン 7 123 410

ぶた 10 126 420

コアラ 9 125 417

とり 17 133 443



6日目 おしるこアフォガードの製作

【コンセプト】

・温かいおしるこを冷たいアイスの上にかけて食べたらおいしい
のではないかと社長から提案していただいたので再現してみるこ
ととした。



おしるこアフォガード① レシピ

・寒天 40g

・桜アイス 80㏄

・抹茶アイス 16㏄

・きなこもなか 2枚

・さくらんぼ(缶) 1粒

・白玉 1個

・ホイップクリーム 適量

〈おしるこ〉

・小豆 35g

・水 5g



おしるこアフォガード① レシピ
①小豆と水を耐熱容器で温め、ホットカップに移す。

②白玉を1粒解凍する。

③寒天を敷いたカップの上に桜アイスを盛り付ける。

④抹茶アイスをきなこもなかに挟み、桜アイスの上にの
せる。

⑤ホイップクリーム、白玉、さくらんぼを盛り付ける。

⑥冷たいアイスと温かいおしるこを別々の容器に

盛り付けて提供する。

寒天の上に桜アイス

白玉

ホイップ
クリーム

さくらんぼ

きなこもなか
に抹茶アイス
を挟んだもの



おしるこアフォガード① 反省点と課題

・おしるこの量が少ない。

・おしるこがどろっとしていて飲むことができない。

・寒天の中に赤豆を入れるなどして色味や食感を増やす。



おしるこアフォガード② レシピ

・寒天 40g

・赤豆 6粒

・桜アイス 80㏄

・抹茶アイス 16㏄

・きなこもなか 2枚

・さくらんぼ(缶) 1粒

・白玉 2個

・ホイップクリーム 適量

〈おしるこ〉

・小豆 75g

・水 75g



おしるこアフォガード② レシピ

①小豆と水を耐熱容器で温め、ホットカップに移す。

②白玉を2粒解凍する。

③寒天と赤豆を敷いたカップの上に桜アイスを盛り付ける。

④抹茶アイスをきなこもなかに挟み、桜アイスの上にのせ
る。

⑤ホイップクリーム、白玉、さくらんぼを盛り付ける。

⑥冷たいアイスと温かいおしるこを別々の容器に

盛り付けて提供する。

寒天と赤豆

桜アイス

きなこもなかに抹茶
アイスを挟んだもの

さくらんぼ

白玉

ホイップ
クリーム

おしるこ



おしるこアフォガード② 反省点と課題

・小豆の量を増やすほど原価が高くなってしまい安い値段で仕上
げることが出来なかった。

・寒天の水切りをよく行わないとアイスをのせた時に寒天の表面
が凍るので水切りをよく行う。

・色合いは桜アイスと抹茶がよかったが、他にきなこ、栗、黒ご
まなどのアイスと組み合わせることもできると考える。



おしるこアフォガード 原価計算

材料費を30％とみなして売値を計算すると747円程度となる。

材料 1人前分量 1人前材料費(円)

寒天・赤豆 46g 20

桜アイス 80㏄ 40

抹茶アイス 16㏄ 8

きなこもなか 2枚 19

さくらんぼ 1粒 10

白玉 2個 8

ホイップクリーム 適量 5

小豆 75g 42

カップ(2種) 1つずつ 70

スプーン 1本 2

合計 224



インターンシップを通しての感想

新商品の開発にあたり、多くの人に受け入れられる商品や目新しい商品を
開発することの難しさを感じました。また、商品を作り出す際には常に世
の中のトレンドに敏感であることも非常に重要なことであると気づかされ
ました。

その場にある調理器具や環境に適したレシピ開発、価格設定は栄養士の仕
事でも生かされる経験であると思います。

また、新商品の開発だけではなく出荷作業のお手伝いや、シール貼りなど
の経験をさせて頂きました。アイス屋さんだからといって、決してアイス
を製造しているだけではく、様々な作業があることに今回のインターン
シップを通して気づくことができました。

至らない点も多々ありましたが、今回はこのような貴重な体験をさせて頂
き本当にありがとうございました。

稲室はんな

宮村梨香


