
① ② ③ ④
規格 1個 入数 24個 規格 5個 入数 24個 規格 4個 入数 30個 規格 5個 入数 20個
JAN JAN JAN JAN

賞味期限 賞味期限 賞味期限 賞味期限
上代 ¥900 単価 833円 上代 ¥1,215 単価 1126円 上代 ¥1,002 単価 929円 上代 ¥1,030 単価 955円

⑤ ⑥ ⑦
規格 1個 入数 24個 規格 1個 入数 24個 規格 1個 入数 24個
JAN JAN JAN

賞味期限 賞味期限 賞味期限
上代 ¥700 単価 692円 上代 ¥1,000 単価 927円 上代 ¥1,000 単価 927円

冷凍30日

青森十和田市産「まっしぐら」の粒子の細かーい米粉
で生地でふかふか♪生クリームがふわふわ軽～く、カ
スタードクリームが濃厚にとろけます！

4560286992582

ふわ生ﾌﾟﾘﾝｹｰｷ

4560286993824

ふわ生ｹｰｷ

4560286993763

ふわ生ﾁｮｺｹｰｷ

4560286993404

青森県産米粉を使用したとろけるタイプのチーズケー
キ。平成24年12月ご当地スイーツ選手権にてグラン
プリに輝いた新しいタイプのケーキ

4560286992827

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｰﾑのふかふか米粉ﾛｰﾙ 青森の魔女の生ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾝ

冷凍30日

クリームと同化するくらい柔らかなスフレ生地
に厳選した生クリームとクリームチーズをたっ
ぷり使用した大人気商品です！！

冷凍30日

ふわふわのプリン風味のシフォン生地にカス
タードクリームをたっぷり絞りました。焦がし
砂糖の食感が絶妙な今いちおしのスイーツです

冷凍30日

青森県産まっしぐらを使用したムースのよ
うな食感のショコラ生地とたっぷりの生ク
リームが絶妙なバランス

4560286993817

青森の魔女のとろ生ﾁｰｽﾞｹｰｷ

4560286992308

青森の魔女のとろ生ｼｮｺﾗｻﾝﾄﾞ

冷凍60日

ふわふわしっとりの生地に厳選した生
クリームを入れたシンプルなおやつ
ケーキ

冷凍30日

しっとり濃厚なチョコレートケーキに
厳選した生クリームを絞り入れたほろ
苦い大人のケーキ

冷凍30日 ※ふわ生ｹｰｷ3種は 
   ｹｰｽ内混載可!! 



⑧ ⑨ ⑩
規格 ６個 入数 12 規格 1本 入数 24 規格 １本 入数 24
JAN JAN JAN

賞味期限 賞味期限 賞味期限
上代 2000円 単価 1852円 上代 ¥2,000 単価 1852円 上代 ¥2,000 単価 1852円

⑪ ⑫ ⑬ ⑭
規格 1本 入数 24 規格 1本 入数 15 規格 1本 入数 24 規格 1本 入数 24
JAN JAN JAN JAN

賞味期限 賞味期限 賞味期限 賞味期限
上代 ¥1,200 単価 1112円 上代 ¥1,524 単価 1413円 上代 ¥800 単価 742円 上代 ¥700 単価 649円

ｵ-ﾌﾞﾝでうまみを凝縮した りんごの果
肉を詰め込みました。青森だから出来
る 自慢のｶﾘｶﾘした、ﾛｰﾙｹｰｷ。

2倍のﾀﾏｺﾞでふわっふわ！しっかり 甘
いのに 後味ｽｯｷﾘ！動物性生ｸﾘｰﾑが濃厚
な極上純生ﾛｰﾙｹｰｷ。

冷凍30日解凍後　冷蔵3日 冷凍30日解凍後　冷蔵3日 冷凍30日解凍後　冷蔵3日

2倍のﾀﾏｺﾞでふわっふわ！しっかり 甘
いのに 後味ｽｯｷﾘ！動物性生ｸﾘｰﾑが濃厚
な極上純生ﾛｰﾙｹｰｷ。

奥入瀬はちみつ生ロール（小）

4560286994869
冷凍30日解凍後　冷蔵3日

2倍のﾀﾏｺﾞでふわっふわ！しっかり 甘
いのに 後味ｽｯｷﾘ！動物性生ｸﾘｰﾑが濃厚
な極上純生ﾛｰﾙｹｰｷ。

奥入瀬はちみつ生ロール（中）

4560286994869 4560286992070 4560286992667

冷凍30日解凍後　冷蔵3日 常温60日 冷凍30日解凍後　冷蔵3日

魔女の青森りんごロールブリュレ 奥入瀬はちみつ生ロール（大）

さくさくｸｯｷｰに絡みつく濃厚ﾊﾞﾆﾗﾌﾟﾘﾝと純生ｸﾘｰﾑのなめらかさのﾒﾘﾊﾘで
最後のひとくちまで 飽きさせません。ｶﾗﾒﾙｾﾞﾘｰは 味の強さは抑えつつも
甘さの中に感じる かすかなほろ苦さで個k地良いﾊｰﾓﾆｰを奏でます。

濃厚なｼｮｺﾗｹｰｷの中に相性抜群のｵﾚﾝｼの香
りが気品溢れるｹｰｷです。一度 食べたら、
やみつきに、なります。

ｱｰﾓﾝﾄﾞとﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂの濃厚ﾊﾟﾝﾁ!生ｸﾘｰﾑとの相性もﾊﾞﾂｸﾞﾝ
でﾅｯﾂ好きさんには、たまらない、ｽｲｰｰﾂ。

魔女のクッキー生プリン6個入り 魔女のショコラオランジュ 魔女のマジョレーヌ

4560286994722 4560286995200 4560286993589

商品ｻｲｽﾞ (高さ×長

さ） 

 8cm×23cm 
箱ｻｲｽﾞ  （縦×横×

商品ｻｲｽﾞ（高さ×長

さ） 

 8cm×15cm 
箱ｻｲｽﾞ （縦×横×

商品ｻｲｽﾞ（高さ×長

さ） 

 5.5cm×15cm 
箱ｻｲｽﾞ （縦×横×



⑮
規格 6個 入数 20
JAN

賞味期限
上代 ¥1,500 単価 1391

⑰ ⑱
規格 6個 入数 12 規格 1個 入数 72
JAN JAN

賞味期限 賞味期限
上代 ¥2,000 単価 1812 上代 ¥260 単価 202

冷凍30日解凍後冷蔵3日 製造日より常温60日

泡たっぷりのカプチーノのようなコーヒーのしゅわ
しゅわとろける チョコレートデザートです。

窯でじっくりこんがり焼き上げたアーモンドと蜂蜜が
香ばしい

なめらかにじゅわっととろける生チョコケーキ♪レン
ジで少し温めるとより一層おいしい!!

天使の半熟モカチーノ 青森の魔女のこんがり蜂蜜タルト

4560286995088

4560286994357
冷凍30日解凍後冷蔵3日

4560286995880

チョコレート魔王の生チョコ焼き

駒街道 3種は30個単位で混載

プレーン 
4560286991974 

チョコ 
4560286991981 

いちご 
4560286992001 

抹茶 
4560286991998 

⑲焼きドーナツ 規格：1個  

入数：144(18個単位で混載可) 

賞味期限：製造日より常温30日 上代￥220 単価(税抜)171円 

⑯駒街道ダックワーズ 規格：1個 

入数：120(30個単位で混載可) 

賞味期限：製造日より常温30日 上代￥220 

木いちご 
4560286996290 

キャラメル 
4560286991516 

抹茶 
4560286996306 

単価(税抜)171円 



⑳ ㉑ ㉒ ㉓
規格 1本 入数 24 規格 1個 入数 12 規格 1個 入数 12 規格 5個 入数 24
JAN JAN JAN JAN

賞味期限 賞味期限 賞味期限 賞味期限
上代 ¥1,200 単価 1110 上代 ¥1,700 単価 1574 上代 ¥2,084 単価 1800 上代 ¥1,300 単価 1205

㉔ ㉕ ㉖ ㉗
規格 5個 入数 16 規格 5本入 入数 20 規格 1個 入数 45 規格 3個 入数 20
JAN JAN JAN JAN

賞味期限 賞味期限 賞味期限 賞味期限
上代 ¥1,189 単価 1102 上代 ¥1,300 単価 1204 上代 ¥330 単価 307 上代 ¥926 単価 861

青森の魔女のロールケーキ 青森の魔女のとろ生チーズケーキ　ホール 白いフロマージュ4号 青森の魔女の生チーズサンド　シナモンりんご

4560286995767 4560286993060 4560286990755 -
冷凍30日解凍後冷蔵3日 冷凍30日解凍後冷蔵3日 冷凍30日解凍後冷蔵3日 冷凍30日解凍後冷蔵3日

ふわふわのスフレ生地に生クリームとカスタードのダ
ブルクリーム

濃厚なミルキークリームがとスフレチーズがとろける
新触感ケーキ

ふわふわとろけるレアチーズに甘酸っぱい木苺ソース
が絶妙

平成28年ご当地アイスグランプリ最高金賞受賞。
ふわふわのチーズスフレに濃厚チーズのアイスと
甘酸っぱいりんごが絶妙なバランス。

青森の魔女の焼菓子詰合(小) 焼きチョコ(冷凍) 焼きチョコ(常温) ずっきゅん檸檬

4560286996412 4560286990731 4560286993749 4560286994586
冷凍30日解凍後冷蔵3日 製造日より常温30日 製造日より常温30日

贈答用の箱に人気商品を入れたセット
（蜂蜜タルト３個、焼きドーナツプレーン2
個）

カカオ分66％のクーベルチュールチョコレートを
たっぷりと、通常の30％多く使った濃厚チョコブラ
ウニーと、ザクザク食感の胡桃が最高の相性！

カカオ分66％のクーベルチュールチョコレートを
たっぷりと、通常の30％多く使った濃厚チョコブラ
ウニーと、ザクザク食感の胡桃が最高の相性！※パッ
ケージが変更になる場合がございます。

ハート型のかわいさにずっきゅん♪　レモンが高濃度に含まれたレモン
チョコを入れ込んで焼き上げた、 甘酸っぱ～いレモンケーキ。　 香りが
すくないのに、うまみの凝縮された『太白ごま油』で1個でもかなりの
満足感です！

製造日より常温60日



㉘ ㉙
規格 6個 入数 12 規格 1本 入数 24
JAN JAN

賞味期限 賞味期限
上代 ¥1,634 単価 1513 上代 ¥1,350 単価 1251

㉛ ㉜
規格 1個 入数 12 規格 4個 入数 20
JAN JAN

賞味期限 賞味期限
上代 ¥1,667 単価 1543 上代 ¥2,000 単価 1852

魔女のプリン 濃厚バニラ ふくふく白金時ロール

4560286994272 4560286996115

製造日より冷凍３０日解凍後冷蔵３日 製造日より冷凍３０日解凍後冷蔵３日

製造日より冷凍30日 製造日より冷凍３０日解凍後冷蔵３日

アイスとプリンの良いとこ取りのアイスプリンが登
場！　「冷凍庫から出してレンジで20～30秒チン
♪」だけで食べごろの半解凍★

カスタードクリームと生クリームに福白金時豆入りの
ふわふわしっとりロール

ふわふわのシフォンケーキに自家製カスタードクリー
ムとキャラメルソース

テレビでも話題♪実店舗で45年以上お子様に親しま
れており、青森県民なら誰しも懐かしさを感じるタヌ
キちゃん！

プリンシフォンケーキ 八甲田やまのタヌキさん

4560286995361 4560286994609

㉚魔女の青森りんごロールブリュレ 

規格：1本 
入数：24 
ＪＡＮ：4560286994869 
賞味期限：製造日より冷凍30日 
        解凍後冷蔵3日 
上代：￥1200 
単価：1111円 

㉝魔女の低糖質フロマージュ 

規格：1個 

入数：16 

ＪＡＮ：4560286995330 

賞味期限：製造日より冷凍30日 

        解凍後冷蔵3日 

上代：ＯＰ 

単価：3068円 


