
限定商品 成分 名　前 内　容

123 ●● 6:30p.m サイドカーカクテル

ABC A&G りんご＆新しょうが

A・T アップルダイス・ティー

AJINAGANO リンゴのチョコ

● Ａｋｉ 辛口ラムレーズン

● Ａｖａ（エヴァ） 辛口マスカットレーズン

●● B&B ベネディクティーヌ＆ブランディー

B&W ビターチョココーヒー

●● B-52 コーヒーリキュールカクテル

松本ぼんぼん限定 BON BON ヨーグルトカルピス

BOSS 白ゴマ

BOY きらめきブラッドオレンジヨーグルト

CCベリー ダブルベリーヨーグルト

Ｃhico オレンジピールミルクティ

●● CRUZAN ラムクリーム

For You ･･･ ヨーグルトユズ

５日・１５日・２５日限定 ●● GODIVA GODIVAのチョコレートリキュール

G線上のカフェ チーズコーヒー

●● HIKARU 白ゴマ・ブラックチョコ

J1キーウィ 濃密ヨーグルトキーウィ

JKオレンジ 清見オレンジシャーベット

● Kelly レーズンチョコ

● Komachiジェンヌ
（長野こまち様 コラボ　2010.3月25日〜4月25日）

カモミールイチゴ

● KUMI いちごキャラメル

● MAC マカデミア＆アーモンドプラリネinホワイトチョコ

MAIKO カプチーノ

● MANABU コスモポリタンカクテルシャーベット

MEGU よもぎ茶

●● MOBA フレンチトーストカクテル

ジェラテリアチャオ Menu （2022. 4月更新）

●･･･アルコール入り ●･･･卵入り ●･･･小麦入り ●･･･ナッツ入り
●･･･ココナッツミルク入り ●・・・乳製品入りシャーベット
内容に「ハニー」と付くものにははちみつを、「そば」と付くものにはそば粉を使用しております。

内容に「シャーベット」と付くものは、「乳製品入りシャーベット●」表示の無い限り、卵・乳製品を一切使用しておりませ

ん。

その他アレルギーのお問い合わせはスタッフまでお願い致します。



限定商品 成分 名　前 内　容

● moo（ムー） 塩クリームチーズ

長野オリンピック限定 NAGANOオリンピック 杏仁アップル

●● RIEKOスマイル 金箔入りリンゴのカクテル

SHINGEN きなこタピオカ

●● Tea Party プレミアムティラミス

１月限定
プレミアムスペシャル WAGURI 和栗の渋皮煮

Yasuko ローストヘーゼルナッツリボン

●● Y's 文旦シャーベット

YUMI いちごミルクティー

あ ● ア・ラ・モード カボチャプリン

● アーリントン ラムチョコマロン

●● 愛のあいさつ ティラミスマンゴ

● 愛のこもれび ココナッツミルクマンゴ

愛の喜び マンゴミルク

● アヴニール あずきチーズ

●● 赤いフラール ヴェルジーネカクテル

赤いリンゴ 陽光リンゴシャーベット

あかねさす 黒ぶどうシャーベット

秋風 豊水梨シャーベット

●● アゲイン カカオミントリキュール

アコルデ リンゴミルクティー

朝づみいちご イチゴシャーベット

あさつゆ ミックス煮豆

浅間山ベリー ブルーベリー

あずきのダンス 小倉

アスパラ元気！！ グリーンアスパラ

X'mas限定 ●● アダージオ アマレットバニラ

アダム＆イブ いちじく

● アップルメリー リンゴプラリネヨーグルト

アップルン アップルメープル

アデッソ ヨーグルトパパイヤ

●● アドヴォカート エッグブランデー

● あなたにマイタイ マイタイカクテル

● アハ カスタードイチゴ

● アヒアヒ マカデミアバナナヨーグルト



限定商品 成分 名　前 内　容

アビー リンゴキャラメル

アビニヨン ホワイトチョココーヒー

アブ　ドゥーグ ソルトヨーグルト

●● アプリコットムーン あんずのカクテル

●● アペリティフ キール（カシスのカクテル）

アボガドパンチ アボガド

●●● アマレットのためいき アーモンドリキュール

９月限定 アミ ホワイトチョコスウィートポテト

プレミアムスペシャル 愛美 京都宇治濃い抹茶生チョコ

● アモーレ くるみいちじく

●● アラゴ バナナ＆ブランデーカクテル

● アリゲーター アボカドチーズ

アルカディア あんずチーズ

● アルキメデス モッツァレラチーズ＆バジル

アルムダプラ 五味子茶 オミジャ

特別限定 アレグリア キャラメルミルクティー

● アレグロ ラムミルク

● アンコール バターソルトキャラメル

●● アンズ・ガイア ティラミスアンズ

あんず・とろあ あんずヨーグルト

●● アンティパスト ミックスナッツチーズ

い １月限定 石焼きアマグリ 天津甘栗

いたずらすぐり すぐりヨーグルト

●● イタリアンテイスト イタリアンチョコ

● イタリアンナッツ ヘーゼルナッツクリーム

イチゴのハミング ヨーグルトイチゴ

いつか来た道 さんざし

●● いとしのリタ ウィスキー　竹鶴17年

いとをかし ほうじ茶生チョコ

いまづ えひめポンカンシャーベット

インディマンゴ チリスパイスマンゴ

う ヴィアンヌ イチゴホワイトチョコ

●● ウィーンの森の物語 チョコプラリネ

ヴィオラ デラウエアシャーベット

プレミアムスペシャル ヴィオレッタ イタリアマイヤーニチョコ生チョコ



限定商品 成分 名　前 内　容

●● ヴィクトリア ティラミスキーウィ

ヴィジオーネ 天草ポンカンシャーベット

プレミアムスペシャル ウィリアム スイスリンツチョコチップス

４月限定 ● ヴェール　フレ ココナッツミルクキーウィ

うきうきコーン コーン

歌うヴァイオリン 紅茶のムース

● ウナ・セラ・デイ ラムカフェオレ

● ウフ・オー・レ カスタードバニラ

● ウメ・ティーニ 梅酒

うらら イヨカンシャーベット

● ウリウリ パイナップルチーズ

● 浮気なカマンベール カマンベールチーズ

え 2017年4月限定 エキストラ レッドグローブぶどうミルク

エキゾチック パッションヨーグルト

● エッコ ハニーナッツ

● エテルノ ヨーグルトレーズン

●● エドウィン ピナコラーダカクテル

●● エナジー ドイツのリキュール

● エピカ ココナッツホワイトチョコ

● エマ レモンチーズ

エメラルドキーウイ ヨーグルトキーウイ

●● エリア 神秘のハーブリキュール

●● エリーゼのために ミルクチョコレートケーキ

●● エリック クルミナシチーズ

エレガントチェリー ダークチェリー

● エレクシール ハーブ（シャルトリューズ）のリキュール

遠距離恋愛 ハニーミルク

●● エンドレスラブ マルガリータ

お
セイジ・オザワ松本フェス限定

プレミアムスペシャル ●● オーケストラの響き ブランデーバニラ

プレミアムスペシャル オードリー ベルギーガレーチョコ生チョコ

オーロラ 洋梨のシャーベットNO.3

オクシュ ルバーブの赤ワイン煮

プレミアムスペシャル お濃い茶 濃い抹茶

●● オスカー アイリッシュリキュール

●● 大人のティラミス ラムティラミス



限定商品 成分 名　前 内　容

●● おとめなでしこ しそのカクテル

おひなまつり限定 おひなまつり さくらタピオカ

オポチュニティ コーヒー生チョコ

おもかげ 黒糖あずき

オリーブの首かざり オリーブ

●● オリンピック オリンピック（オレンジのカクテル）

オレンジサンバ カルピスオレンジヨーグルト

オレンジシルエット オレンジピール　ホワイトチョコ

温故知新 ほうじ茶

●● オンディーヌ ベルギーホワイトチョコ・リキュール

オンブラ・マイ・フ ミルクティー生チョコ

●●● オンブル ココカシスカクテル

● オンリー・ユー アイリッシュホワイトチョコ

プレミアムスペシャル お濃い茶 濃い抹茶　（プレミアムスペシャル）

か カーサ エスプレッソ＆ミルク

●● ガーデンテラス デビュタントカクテル

海岸通り スイカヨーグルト

カイザクローネ 洋梨のシャーベットNO.4

●● かおさん チェリーチェリーのカクテル

プレミアムスペシャル ● 神香かかお 純米カカオ酒

カカリンパマヤ かりん

カキの片思い 柿のシャーベット

●● カクテル2001 2001年カクテル

● カサブランカ ワインシャーベット

風花kazahana きんかん

風光る 抹茶ガナッシュ

● ガゼポ ローストカシューナッツ

X'mas限定 ●● カッサータ くるみ・マカデミアナッツ・松の実・ピスタチオ・チョコInチーズ

● カテドラル レッドチェダーチーズ

カナディアンコーヒー メープルコーヒー

カナレット 微粉砕コーヒーチョコ

カフェフレッド コーヒーシャーベット

カフェ・フローリアン コーヒー生チョコ

● カフェロワイヤル ブランデーコーヒー

● カプリッチョ 甘酒



限定商品 成分 名　前 内　容

１０月限定 ●● ガボット ティラミスアップル

● カムフラージュ 梅酒レーズン

● カメハメハ マカデミアナッツ

カメロス デコポンシャーベット

雅遊(がゆう) ぬれ黒豆

カリ・フルフル カリフラワー

●● カリーノ ホワイトティラミス

●● カルチェラタン チョコオレンジ

ガルニエ オレンジコーヒー

セイジ・オザワ松本フェス限定 カルメン すももミルク

完熟りんご ふじりんごシャーベット

●● カントリーダンス ティラミスイチゴ

●● がんばれベイリーズ クリームリキュール

き ● キールアンペリアル ラズベリーシャンペンシャーベット

● キールロワイヤル カシスシャンペンシャーベット

菊の香り 菊花茶

● キス・オブ・ペッパー 七味チョコ

北の国から 夕張メロンシャーベット

きなこの詩 きなこ

●● きままなパリジェンヌ バナナリキュール

肝だめし うなぎの肝

● キャサリン カスタードピーチ

● キャラメルマッキャート キャラメルコーヒー

キャンブリックティー ハニーミルクティー

キューティシナモン シナモンヨーグルト

巨峰のしずく 巨峰シャーベット

く クールダウン ブルーベリーヨーグルト

グテ ハニーヨーグルト

グラスホッパー うぐいす豆

● グラーツィア ピスタチオホワイトチョコ

● クラップス シナモンチョココーヒー

クララ きらめきいちごみるく

グラン・ヴェール 生抹茶

グランショコラ ヴァローナチョコ

クリアリー キーウィグレープフルーツヨーグルト



限定商品 成分 名　前 内　容

クリームクリーム ミルク

● クリームチーズハーモニー クリームチーズ

グリーン・フィールズ 石臼挽き玄米茶

栗のかくれんぼ くり

グリンピー グリンピース

クルザーター 黒みつ

クルテク ブラックベリー

● くるみ割りコーヒー くるみコーヒー

バレンタイン限定 グレイスティー 抹茶生チョコ

グレーピー ピオーネぶどうシャーベット

グレープフルーツの風 グレープフルーツ　シャーベット

クロップ・フェスティバル アップルスウィートポテト

け ケイ・コンサーヴ 米こうじ

こ 恋のヴィーナス ナイアガラ　シャーベット

●● 恋君 オレンジチーズケーキ

●● 恋のハンター チェリーのカクテル

こうめ・トライフル 小梅

ゴーギャン シトラスフルーツヨーグルト

●● コーヒーアロマ モカティラミス

●● コーヒーカンタータ モカケーキ

ゴールドキーウィ ゴールドキーウィヨーグルト

● ココの初恋 ココナッツ

● ココフレーズ ココナッツイチゴ

● ココヘッド ココナッツ・コーヒー

ココメロ スイカミルク

コトコトロコまめ 花豆

こどもと魔法 フルーツホワイトチョコ

●●● コナ・マック マカデミア＆コーヒーリキュール

ゴボーイッシュ ごぼう

コメ・スタ ブラックベリーシャーベット

コラソン かりんレモンヨーグルト

●● コラボ ティラミスポテト

● コルレット グラッパコーヒー

● コロ・ロココ ダイスチーズ

コロント リンゴミルク



限定商品 成分 名　前 内　容

コロンブス タピオカ　ミルク

●● コワントロリッチ コワントローリキュール

●● コンチェルト 洋梨ティラミス

コンラッド 黒タピオカ

さ ザ・ガール 黒糖バナナ

サーフィンマンゴ ヨーグルトマンゴ

サーレ地中海 シチリア産天然岩塩

さくら小町 さくら

サザン　クロス パイナップルミルク

さといもの休日 さといも

サマー・ビーンズ あずきブルーベリー

８月限定 サマースクール カルピスブルーベリーヨーグルト

● サマーセット チェダーチーズ

●● 寒がりティラミス ティラミス

ハロウィン限定 サリー アジアンコーヒー

サリエリ レモンミルク

●● ザルツブルグ オーストリアホワイトチョコリキュール

セイジ・オザワ松本フェス限定 サロメ リッチラズベリー

サンシャインマンゴ マンゴシャーベット

● 三丁目の夕日 黒糖かりんとう

サンドリヨン ヌガー

サン・トワ・マミー マンゴタピオカ

し シェイプ カルピスレモンヨーグルト

シエスタ チョコレートベースカプチーノ

ジェネシス ドライいちじくコンポート

ジェラシー レモンジンジャーハーブティー

ジェルミ 発芽玄米

式部の恋 ムラサキイモ

ジゼル ナイアガラミルク

しそ時雨 しそ

下原のスイカ スイカ　シャーベット

シチミアーノ 七味とうがらし

ジッピー ジンジャーミルクティー

● シティー・オレンジ オレンジチーズ

シナモンタイム シナモン



限定商品 成分 名　前 内　容

● しのぶれど レアチーズケーキ・フィリング

●● シャーロット ティラミスチェリー

ジャスト・ピックト しそのシャーベット

ハロウィン限定 ● ジャック カボチャチーズ

ジャックのえだまめ 枝豆

バレンタイン限定 シャトー　ショコラ 生チョコ

ジャルジー ホワイトチョコフレーク

● ジャングルジム アップルチョコナッツヨーグルト

じゃんじゃんぶる しょうが

●● ジャンドゥイア ヘーゼルナッツチョコ

セイジ・オザワ松本フェス限定 ジャンニ・スキッキ ミックスピールチョコチップ

セイジ・オザワ松本フェス限定 ● ジャンヌ・ダルク キャラメルレーズン

●● 上海ドリーム 杏露酒

● シャンパンシャワー シャンパンシャーベット

シュウシュウ オレンジムース

シュトラウス りんごのシュトルーデル

ジュリエット オレンジのミエラーロ

シュロス フルーツのコンサーヴ

ジョーズ スパイシーパンプキン

●●● ショコラ チョココアントロー

２月限定 ●●● ショコラータ・ティラミス チョコティラミス

●● ジョリー・ウォーリー キャラメルティラミス

シルクロード シルク

シンシアリー みたらし

信州カルテット アップルバター

す スウィート　ミュージアム メープルバナナ

スウィートメモリーズ 生ホワイトチョコ

スウィートメロン レッドメロンシャーベット

スカイダンス ソルティレモンシャーベット

スクリーチ ビターチョコチップ

すずしろ 大根のシャーベット

スタツィオーネ バターミルク

●● すっきりミント ミントリキュール

ずっとそば そば茶

●● スティンガー ブランデーミント



限定商品 成分 名　前 内　容

ステップス チョコカプチーノ

ステュアート バナナチョコチップス

ストロベリーロマノフ 苺のロシア風

スノー・フェスタ ハニーマチュドニアヨーグルト

スノーホワイト ホワイトチョコ

●● スプモーニ カンパリグレープフルーツカクテル

セイジ・オザワ松本フェス限定 ●●● スペードの女王 ヘーゼルナッツチョコリキュール

●● スマッシュ チェリーとバナナのカクテル

●● スモール・ワールド チョコあずき

● スロウ・タイム ハニークリームチーズ

せ セ・シ・ボン 黒豆茶

セシル 洋梨のムース

● せせらぎ ほうじ茶とココナッツのカクテル

● セッラ マスカルポーネムース

● センプレ カシューナッツ

そ ソイソルベ 豆乳クリームシャーベット

早春よもぎ よもぎ

● ソッリーソ リンゴレーズン

ソバ・ヌーボー 新そば

●● ソフィー 黒ざとうチョコ

●● ソルティ・ドック グレープフルーツのカクテル

ソンブレロ メキシカンマンゴ

た ●● ターナー ラムカラメルレーズン

ダウンテンポ ヨーグルトきんかん

ダッヴェーロ にんじん

たっぷりチョコチップ チョコチップ

●● ダニエル くるみレーズンヨーグルト

谷間のカレンツ くろふさすぐり

たねだの文旦 文旦コンポート

たまゆら 食用ほおずき

ためしてミネラル 昆布

● タラッタ ココナッツミルクヨーグルト

●● タルトューフォ ダブルチョコカカオ

● ダンディー 黒ビールシャーベット

ち ● ちーずないちご ストロベリーチーズ



限定商品 成分 名　前 内　容

チェリー・ゴーランド ヨーグルトチェリー

チム・チム・チェリー チェリーミルク

●● チム・チム・ライチ ライチのリキュール

●● チャームドチョコ ココナッツチョコ

チャイ インド風紅茶

チャターボックス イチゴチョコチップス

●● チャップリン あんずとスモモのカクテル

● チャルダッシュ びわチーズ

チンチュリーヤ チェリーコーヒー

つ ツインマスター 深煎りコーヒー

● つぶつぶバニラ イタリアンバニラ

つれづれ 宇治金時

て ディーフ メープルシロップ

● ディサローノ アマレットコーヒー

● デイビッド ピーナッツバナナ

ティム バナナコンポート

● テディ 紅茶のブリュレ

デビルス チョコリンゴ

●● テ・プケ キーウィティラミス

デュオ 豆乳コーヒー

●● テラス・メープル メープルマンゴケーキ

● デルガード カベルネソーヴィニヨンビネガー

● 天使の忘れ物 ヨーグルトワインカルピス

と ● ド・ミ・ソ しろみそ　Miso

トゥルー・ロマンス 生ホワイトクリスピーチョコ

●● トーステッド・アーモンド コーヒーカクテル

● ときめきクリスタル グラッパ（ぶどうの蒸留酒）

●●● トッポジィージョ くるみレーズンチーズ

トフィー 豆乳

トマトのキッス トマトシャーベット

●● ドランブイ ウイスキーベースのリキュール

ドリー イチゴムース

ドリームペアー 洋なしヨーグルト

ドリームポテト 安納もみじさつまいも

● トリッチトラッチ メープルヘーゼルナッツ



限定商品 成分 名　前 内　容

● トレジャーアイランド ラムグリーンレーズン

●● ドレスガウン チーズチョコ

ドロセロ レモンマーマレード

●● トロピコ チョコミント

トロロ 長いも

●●● ドン・ジョバンニ チョコとアーモンドのカクテル

な ●● ナイルの魔女 モカのカクテル

長い夜 黒ぶどうのシャーベット

●● ナッツクラッシュ ヘーゼルナッツ

● ナポリの夜 赤ワインとチンザノ

に ● にこにこキャラメル キャラメル

ね ● ネバーランド くるみプラリネ

ネポス ブロッコリー

眠りから･･･ 雪中キャベツ

の 野遊び 木の芽みそ

● ノアの箱船 くるみ

ノーティ セサミホワイトチョコ

● ノスタルジー あずきキャラメル

のだて 抹茶シャーベット

のたりのたり ほうじ茶きなこ

●● ノッツェ カリブのカクテル

は ５月限定 パ・ド・メロン 杏仁メロン

ハート・オブ・ハーコット あんずシャーベット

バール そら豆

●● パールミント ホワイトミント

ハイジ 赤ふさすぐり

バグダット マーブルチョコ

葉桜 さくらin抹茶生チョコ

● パストラル リンゴチーズ

６月限定 バックス・バニー キャロットオレンジ

初恋キーウィ キーウィシャーベット

●● パッション・ドライバー トロピカルカクテル

● パッションマラガ ブドウマルサラワインづけ

●● パッソア パッションフルーツリキュール

花笑み カボチャ和三盆



限定商品 成分 名　前 内　容

花かんざし わさびの花

バナナスムージー バナナオレンジヨーグルト

● バナナデュオ チョコリキュールバナナ

バナナの気持ち バナナ

バナナの気持ち 台湾バナナ

●● バナナン ティラミスバナナ

ハニーレンコン 蒸しレンコン

●● ハネムーン ハネムーンカクテル

パパーイア・ビアンコ パパイアミルク

ババール ハニーコーヒー

● パパイヤ・ブリス ココナッツパパイヤ

パパイヤパラダイス パパイヤシャーベット

●● パパゲーノ モーツァルトリキュール

● パフ ココナッツカボチャ

パボーネ キーウィぶどうヨーグルト

ハミルトン ２０世紀梨のシャーベット

● バラーレ カンパリオレンジのシャーベット

● パリの空の下 フォションティーリキュール

● バルカロール ココナッツメロン（ココナッツ入り）

● 春の声 いよかんチーズ

● 春の芽 木の芽チーズ

パルムレ 黒糖ミルクティー

ハロウィン限定 バレル アップルジンジャーハーブティー

パロン 黒豆ココア

パワーアップレモン レモン　シャーベット

●● ハワード くるみキャラメル

はんなり抹茶 きらめき抹茶

バンビ ミルクキャラメル

ひ ●● ピアーチェ クルミヌガー

ビアンカブレイク ホワイトコーヒー

ピーチのコンポート もも

ヒーリングレモン はちみつレモン

ピクニック ドライクランベリー

● ピスタチオコレクション ピスタチオ

ビタミーナ みかんミルク



限定商品 成分 名　前 内　容

ピチピチピーチ ももシャーベット

● ビッグアップル アップルシャンペンシャーベット

● ピッケ ぶどうチーズ

ピッコラ 天草オレンジシャーベット

● ヒッコリー イチゴチョコ

●●● ピニャ ラムココナッツリキュール

● ピノキオ 松の実

●● 火の鳥 ジャマイカラムのカクテル

美バランス 黒五

ビビッドびわ びわのコンポート

ピメント オールスパイス

日向夏 ひゅうがなつシャーベット

ヒュークリーム 日向夏ミルク

昼下がりの紅茶 紅茶

ピンキーイチゴ いちごミルク

ピンクパンサー ピンクペッパー

ピンクベリー ラズベリーミルク

ふ プ・ル・ル・ン プルーンの紅茶煮

ファースト・ラブ スウィーティーシャーベット

●● ファジーネーブル ピーチオレンジリキュール

フィオーレ カルピスシトラスシャーベット

セイジ・オザワ松本フェス限定 ● フィガロ カプチーノリキュール

●● フィフスアベニュー カカオ・アプリコットカクテル

風神雷神 桑茶

プーセット アメリカンチェリー

風土　Food おしょうゆの実

● プープラ カスタード洋梨

● ブーレ スパイシーキャラメル

● フェアリー ラズベリーチーズ

●● フェルメ 桂花ワイン

●● フォーカス ドリームカクテル

X'mas限定 ●● フォールン・エンジェル ホワイトチョコレートケーキ

ふきよせ ふきのコンポート

ふしぎな国のカボス かぼす

ぷっぷる ジャスミンリンゴ



限定商品 成分 名　前 内　容

ぶどう畑 シャインマスカットぶどうシャーベット

プペ キャラメル生チョコ

●●● ブラウン・スウィーツ コーヒーナッツカクテル

プラチノ キーウィミルク

ブラックジャック ブラックチョコ

ブラッド・トマト ヨーグルトトマト

フラッパー ホワイトチョコ　きなこ

プレミアムスペシャル フランチェスカ ブラットオレンジシャーベット

● ブランマンジェ アーモンドヨーグルトムース

１２月限定 ●● フリス ビターチョコゆず

３月限定 プリマヴェーラ 杏仁イチゴ

プリンセスジャスミン ジャスミンティー

● フルーツ　マーケット トロピカーナ　チーズ

フルーティキャロット 八ヶ岳にんじんコンポート

● フルーティチーズ パパイヤミックスチーズ

プルーニャ ヨーグルトプラム

ブルーノ イタリアンコーヒーヌガー

ブルーノート きらめきコーヒー

プルクラ ヨーグルトピーチ

ブルジョワメロン メロンシャーベット

フルティエラ 漬け込みドライフルーツ

● 降れ愛 キャラメルプリン

１１月限定 ● プレシャス・ペア 洋梨のプリン

● ブレッザ マカデミアンメープル

フレッタ・ミスタ ミックスフルーツ

●● フレンチコネクション ブランデーベースリキュール

● フロイライン キャラメルトリュフ

●● ブロッサム オレンジチェリーカクテル

へ セイジ・オザワ松本フェス限定 ● ベアトリアス ブランデープラム

ペーター フラッシュブルーベリー

セイジ・オザワ松本フェス限定 ●●● ベートーヴェン チョコレートケーキ

● ペティートセサミ ごま

●● ヘネシーワルツ ブランデー

●● ベネディクティーヌ ハーブのリキュール

べべ 春キャベツ



限定商品 成分 名　前 内　容

ペペロンチョコ チリ・イン・チョコ

● ペポ カボチャの種

●● ヘミングウエイ ラムとライムのカクテル

ベリービューティ ブラックベリーヨーグルト

● ベリーフィールド ダブルベリーチーズ

ベル 柿ヨーグルト

ヘルシーホワイト 豆腐

ヘルシーヨーグルト ヨーグルト

● ベルベッド・オータム モカスウィートポテト

●● ヘンゼル＆グレーテル アーモンドキャラメル

ほ ほくあまニンジン 八ヶ岳蒸し人参

ほくほくカボチャ かぼちゃ

● 星のかけら ホワイトマカデミアナッツ

暮秋 メープルスイートポテト

●● ボスコ メープルブラックチョコ

●● ほっこり 安納もみじティラミス

●● ポッシブル マカデミアンキャラメル

ポップマンゴ 杏仁マンゴ

ポテトのほほえみ さつまいも

● ポノ マカデミアコーヒー

ポパイ ホウレンソウ

ポム　ド　ミヤビ リンゴの黒砂糖煮

●● ボレロ カプチーノティラミス

ほろにがコーヒー コーヒー

●● ほろ酔いグランマニエ オレンジリキュール

ホワイト＆ホワイト ホワイトチョコチップ

ホワイトティアラ スーパーホワイトチョコ

ま ● マーゴット 苺の赤ワイン煮

マイ・フェア・レディ 和製グレープフルーツシャーベット

●● マカディア マカとローズヒップのリキュール

まごころ抹茶 抹茶

● マスタークラス ビターキャラメル

●● マダガスカル バニラ・ココ

●● マッターホルン スイスチョコリキュール

まったくマンゴ マンゴシャーベット



限定商品 成分 名　前 内　容

● 松本トラッド 山屋板あめクラッシュ

まどろみ 黒糖スイートポテト

マドンナ マンゴムース

真夏のスイカ 小玉スイカシャーベット

真夏の夜の梅 小梅シャーベット

●● マハロ ティラミスパイン

● マミー キャラメルリキュール

豆楽 黒豆

● マラーホフ ブルーベリーチーズ

● マリオネット 紅茶チョコ

●● マリブ・ウエイブ ホワイトラム

● マリブ・ビーチ ココナッツオレンジカクテル

●● マリリン ストロベリーケーキ

マルガリデ ルバーブヨーグルト

マルケーゼ バルサミコ酢

マルゲリット 洋梨のシャーベットNO.2

マルコポーロの旅 げっぺい

マルシェ カラーオレンジシャーベット

マルベリー クワの実

まろみ抹茶 黒糖抹茶

● まろやかカスタード カスタード

●● マンゴスター マンゴリキュール

マンゴラッシー ヨーグルトマンゴー(はちみつ入り)

● マンドルラ アーモンド

み ７月限定 ● ミーテ プラムチーズ

みかんの冬ごもり みかんシャーベット

みかん畑 ヨーグルトみかん

ミスサイゴン ベトナムコーヒー

●● ミスタースミー ラムクリームチーズ

● ミステリー メキシカンチョコ

水の秋 南水梨のシャーベット

ミックスヨーグルト・アナナス パイナップルヨーグルト

ミックスヨーグルト・オレンジ ヨーグルトオレンジ

ミックスヨーグルト・バナナ ヨーグルトバナナ

ミックスヨーグルトポンペルモ ヨーグルトグレープフルーツ



限定商品 成分 名　前 内　容

ミッシェル アスパラチーズ

ミッソーニ みそあん

ミッドナイトバナナ バナナチーズ

南の島のパイナップル パイナップル

● ミニヨン 白ゴマチーズ

みやび 黒糖きなこ

ミュール クワの実ヨーグルト

ミルティーユ ブルーベリーシャーベット

ミルリトン ダブルベリームース

●● ミレニアム ブリティッシュマーチカクテル

魅惑のローズ 薔薇

む ● ムタール マスタード

め メアリー ブラムリーアップルミルク

ハロウィン限定 メイヤー シナモンパンプキン

メモリア タピオカミルクティー

メドーラ リンゴのカラメル煮

● メラン・ココ リンゴ　ココナッツ

メリートマト トマトミルク

● メロウ サワーホワイトチョコレーズン

メロディック・ティー ローズヒップ＆クランベリーティー

も モア　アップルズ リンゴシャーベット

モーニングティー 紅茶のシャーベット

モカ・ド・モカ ビターコーヒーチップ

●●● モランゲ ピスタチオ＆プラネリキュール

森のあんず あんず

５月限定 森の果実 チェリー＆イチゴ

モリンダ ノニ茶

や ●● やさしい夜 カルーアミルク(コーヒーリキュール)

●● 野生の王国 マルーラクリームリキュール

● 山のチーズ ゴーダチーズ

ヤヤ ほし柿

ゆ 夕涼み スイカシャーベット

ユズ・ド・ブンゴ 生ゆずこしょう

ゆずごころ ゆずマーマレード

ゆず日和 ゆずシャーベット



限定商品 成分 名　前 内　容

夢織り美人 幸水梨のシャーベット

夢の香り 黒ぶどうヨーグルト

夢の杜仲 杜仲茶

ゆらゆら 早生みかんシャーベット

ユリウス プラムのコンポート

よ 洋梨のベルエレーヌ 洋梨のコンポート

ヨーゼフ グランスぶどうミルク

ヨモギ大納言 よもぎあずき

● 寄り道 カルピスシャーベット

夜のシチミアーノ 黒七味

ら ラ・カンパネラ アプリコットオレンジシャーベット

ラ・タタン アップルトフィー

ラ・ラ・ラフランス 洋梨のシャーベットNO.1

ライムライト ライムのシャーベット

●● 楽園 オレンジティラミス

ラズベリーベッド ラズベリーヨーグルト

ラスペルジュ アスパラチョコ

● ラッフルズ シンガポールスリング

ラナlana パイナップルチョコ

ラフィネ ヨーグルトいちじく

ホワイトデー限定 ラブバード ホワイトGODIVAリキュール

ラルゴ 濃密ヨーグルト

ランタン ほうずきシャーベット

ランディ 赤ピーマン

り ● リストーロ いちご梅酒

リトル・ルー ラズベリーシャーベット

リフレッシュオレンジ オレンジ　シャーベット

リラックスタイム ハーブティー

リンゴ　タンゴ ヨーグルト　リンゴ

● リンゴのオルフェ リンゴの赤ワイン煮

る ルピータ マンゴチョコ

●● ル・レクチェ 洋梨のシャーベットNo.5

れ ● 令和 レモンとイチジクのワイン煮

レーチェ ミルクジャム

● レオンドーロ キャラメルホワイトチョコ

レガール 生キャラメルチョコ



限定商品 成分 名　前 内　容

●● レカミエ レーズンチーズ

レキシントン 生キャラメル

レジェ ライトミルク

● レディＫ ジャストマカデミアナッツ

レロー パッションフルーツシャーベット

ろ ロイヤルオレンジ オレンジミルク

ロイヤルソイティ 豆乳ミルクティー

ローズ・クーラー ローズヒップ＆クランベリーシャーベット

ローテンブルク アップルチョコ

● ロードサイド いちじくチーズ

● ロードス グラッパレーズン

●●● ロードランナー ココナッツのカクテル

●● ローマの休日 いちごのカクテル

六条 丸つぶ麦茶

ロクム トルコ菓子

ロケッツ トーストコーン

● ロッキング　ナッツ ミックスナッツチョコ

ロッシーニ チョココーヒー

● ロビンフッド アップルシナモンレーズン

ロマンクコ 枸杞(くこ)

ロメオ レモンのミエラーロ

●● ロリータ オレンジチョコミント

ロンアンのフイさん ドラゴンフルーツヨーグルト

ロンタン 黒糖ヨーグルト

わ ●● 私のもの バーバラカクテル

特別限定 ●● ワンソウル 抹茶ティラミス


