
Cookie House
クッキー工場製造商品カタログ



〇目次

P２～P６：ハンドメイドクッキー

P７：シフォンケーキ

P８：パウンドケーキ・小麦便り

P９：チュイール・パイ・マドレーヌ

P10：おからせんべい・ プリントクッキー

・このカタログはクッキーハウスのクッキー工場で製造している商品のみを掲載しております。そのため、パ

ン商品は未掲載であることをご了承ください。

・現在製造している商品の殆どを掲載してますが、載せきれていない物もございます。商品詳細をお知りにな

りたい場合は、直接、当施設へご連絡ください。

・カタログ内には店舗には置いていない、完全受注生産のみの商品もございます。ぜひ、一度お試しください。

・袋は有料となり、ビニール袋１枚(小：５円 大：８円)、紙袋１枚：２０円です。必要な場合にはお申し付

けください。



１２０円

クッキーハウスの定番商品。

小さなお子様から大人まで食べられる優しい味

です。

ココアボロ １２０円

コーヒーと同じく、食感が特徴的！

一つ一つ手作りし、丁寧に焼き上げた優しい気

持ちになるクッキーです。

ヘルシーな黒ごまがたっぷり入った、作り手の

思いが詰まった一品。周りにまぶしたきな粉が

味を引き立てます。

チョコとバナナの最強の組み合わせ！

食べ飽きしない美味しさです。

スノーコーヒー １４０円

一口サイズのクッキーの中に、ほんのりココア

の味。

おやつにピッタリ!!!

食べたときの食感が人気の商品！

ほんのり甘く、ちょっぴりほろ苦い。心和らぐ

クッキーです。

スノーいちご １４０円 黒ごまきな粉 １２０円 チョコバナナ １４０円

ラングドシャ

〇

メレンゲを低温で丁寧に焼いています。口の中

でとろける綿菓子のようなクッキーです。

国産抹茶をふんだんに使用したクッキーです。

抹茶とカシューナッツの組み合わせって、ここ

でしか食べられなくない!?

メレンゲクッキー １２０円

抹茶実ちゃん １４０円



〇

当施設のパン工場、ハーベストで作った食パン

を用いたラスクです！パンが美味しいから、当

然ラスクも美味しい！

道産バターをたくさん使った自慢のパイ！

定番の味で、いくらでも食べられそう！

まったりとしたチーズの中に、パンチのきいた

スパイシー感が後を引く、食べすぎ注意クッ

キー！おつまみにもどうぞ！

棒状のパイにレモンチョコをかけた、フルー

ティーでさわやかな味わいのクッキー。サクサ

クした食感もやみつきに！

さくさくラスク １２０円

１４０円ぷちパイ １４０円

辛っとチーズ １４０円

レモンチョコパイ

人気商品！アーモンドの香ばしさとキャラメル

のコクが口の中に広がる芳醇なクッキー。紅茶

やワインのお供にいかが・・・。

程良い甘さが後を引く、日本茶によく合う焼き

菓子です。かりんとうなのにバターの味がする

のも特徴的。

紅茶葉をそのまま用いたクッキーで、ほんのり

香るアップルチップとの相性が抜群。サクッと

した食感のクッキーです。

木の実のような小さなクッキー。数個にしか付

いていない種の食感がたまらない！

フロクラ １４０円 焼きかりんとう １４０円

１４０円アップルティークッキー １４０円 かぼちゃクッキー



〇

一つ一つ丁寧に焼き上げたちょっと硬めのクッ

キー。

チョコ好きなあなたに贈りたい。

３種類のナッツをふんだんに使用した贅沢な

クッキー。高級感あふれるクッキーです。

ごまごまクッキー １２０円

チャイクッキー １２０円

１２０円

ドロップクッキー(チョコ) １２０円

ドロップクッキー(ナッツ)

ばななパンラスク １２０円

いちごパンラスク １２０円

白ごまと黒ごまの２種類を使っています。

ごま好きなあなたへ・・・

間違いない味です！

シナモンと紅茶が香る、飲み物であるチャイを

イメージしたクッキー。

クッキーハウス以外では見かけないかも。

１２０円お花のクッキー

カレーとクッキーの意外な組み合わせ！

これはもうクッキーの域を超えている！

メロンパンならぬ、ばななパン！

パンもクッキーも食べたいあなたに！

パンもクッキーもいちごも好きなあなたに。

硬めの食感のクッキーです。

三温糖を使った素朴なクッキー。一枚一枚手作

業で抜き、自然な味で手作り感が満載！

カレークッキー １２０円



〇

硬い食感が売りのクッキーです。

イタリアではコーヒーに付けて食べるのが主流

とか・・・。

たくさんの木の実を使ったビスコッティ。

ちょっぴり大人の味?!

いやいや！お子様も大好き！

ビスコッティ(プレーン) １４０円

ビスコッティ(木の実) １６０円

パン工場で作った美味なる食パンを使ったラス

クにチョコを付けてみました。味はプレーン、

レモン、いちご、ホワイトの４種です！

紅茶ベースのクッキーにレモンチョコを掛けた

おしゃれなクッキー。

ちょっぴり気取りたい午後に・・・。

コーンフレークを使った食感重視のクッキー。

もう一つ・・・あと一つ・・・

後を引く美味しさです！

注文数が最も多い、超人気商品です！

ざくざくした食感がたまらない、我々の推し

クッキー！

高級なミックスペッパーをふんだんに使用した

スパイシーなクッキーが出来ました。#刺激的

#味を知るとやみつき #お酒のつまみ

1包ずつ別れているバタークッキー！コロナ禍

でも大丈夫！みんなでシェアしながら食べてみ

ませんか？

チョコラスク １２０円

リングクッキー １６０円

コーンフレークドロップ １６０円１５０円

ざくざくシナモンクッキー １６０円 ペッパーゲベック １６０円

小麦の詩(5包入り)



〇

　１２０円から１６０円までの

クッキーを詰めたもので、種類

はこちらにお任せして頂くこと

となりますが、箱代などを含め

ても確実にお得な詰め合わせで

す。

　何が入っているかは、後での

お楽しみ♪

お徳用クッキー詰め合わせ

1,400円

クッキー詰め合わせ

ご相談に応じて作ります

クッキーハウスではお客様のご

要望に応じて、詰め合わせをご

用意いたしております。金額や

商品、ラッピングなど、ご希望

に出来るだけ沿える形で商品を

ご提供いたします。ぜひ、ご注

文ください！

（左の商品は2,500円相当の詰

め合わせです）　プレーン・いちご・コーヒー・抹茶・ココア

の５種類があります。

一つ一つ丁寧にチョコ付けした、まるで帽子の

ようないちご味のクッキー。

あなたもかぶってみませんか？

自慢のパイにチョコを掛けた安心の味！

みんなの定番！

　５種類の焼きドーナツが一つに収まった贅沢

なクッキーです。ホロホロとした食感と味のバ

ラエティをお楽しみください。

１６０円 焼きドーナツ(各種) １４０円

いちごの帽子 １６０円 ぷちチョコパイ １６０円

5色焼きドーナツクッキー



〇

大：７００円 中：３５０円 小：１５０円 小サイズのみ：２５０円

クッキーハウスのシフォンケーキは特徴的である『しっとり』かつ『ふわふ

わ』した食感を非常に重視した商品です。そのため、焼けた後は出来る限り焼き

たてに近い状態でご提供したいため、完成して間もない状態でお出ししておりま

す。ぜひ一度ご賞味ください！一度食べればあなたもリピーター・・・！

なお、レギュラー商品は毎週木曜日の午前中にハーベストへお出ししておりま

すが、ご注文頂ければ、いつでもお作り致します。

プレミアムシフォンは『濃厚チーズ』と『抹茶あん』の2種類をご用意致して

おります。濃厚チーズはオランダ産とオーストラリア産の2種類のチーズを使っ

た商品でチーズ感がたっぷりな一品です。また、抹茶あんは国産の抹茶と白あ

んを使った上品な味わいのシフォンで、様々シーンでお使いになれます。

この2商品は完全受注生産で、店舗で販売することはございません。少しでも

興味を持たれた方は、ぜひぜひ、当施設へご連絡ください！

味：プレーン、かぼちゃ、ココア
紅茶、季節の果実(林檎、苺)



〇

パウンドケーキ(1本)
プレーン：７００円

チョコ、抹茶、紅茶：８００円

　種類はスライスと同様ですが、かな

りお得な一品です。北海道産バターを

ふんだんに使用した贅沢な一品です。

そんな一品をぜひ1本で購入していた

だき、丸かじりしてみては！

　定番な品ではありますが、添加物は

ほとんど入っておりませんので、お子

様のおやつにいかがでしょうか？

小麦便り(1箱１０包入り)

　　　　　　　　　　　　　　　３００円
　

　写真は10包入りの商品ですが、他

にも20包入り、30包入りまでご用意

できます。

　お遣い物やちょっとした手土産など

にいかがでしょうか？

パウンドケーキ(スライス)
プレーン：１５０円

チョコ、抹茶、紅茶：１６０円

　しっとりとした食感が売りのパウン

ドケーキで、4種類の味がございま

す。

　紅茶や抹茶は実際の茶葉を用いて

作っているため、風味が抜群です！ま

た、チョコも有名なオランダ産のココ

アパウダーを使っており、甘みと苦み

のバランスが絶妙です。一度、お試し

ください。

小麦便り(1包)　３０円
　

　クッキーハウス開設当初から作り続

けているクッキーで、今でも人気のあ

る商品です。

　かざらない味を求めつつも、バター

や卵などがきちんと味として活きてい

ます。

　小麦色に焼けた昔ながらのクッキー

をぜひお楽しみください！

色白・色黒・小麦色　あなたは何色？



〇

うさくまマドレーヌ　１２０円

　見た目に可愛いこの商品、お子様の

おやつやお土産に非常に人気の商品で

す。

　この商品も他商品と同様に添加物が

ほとんど入っていない商品ですので、

安心して小さなお子様も、お召し上が

り頂けます。

　写真はプレーン味ですが、ココア味

もご用意できます。ただ、ココア味だ

と黒くなるので見た目が・・・。

たまふくらパイ　１５０円

　北斗市産大豆の『たまふくら』をあ

んこに使用した極上のパイです。パイ

の中はたまふくらを使った白あんが

入っていますが、豆の味が非常に濃厚

であり、味はしっかりしながらも甘す

ぎないのが特徴です。

　パイ生地も北海道産バターを使った

生地であんことの組み合わせが抜群で

す。

　地産地消を目指した商品です！一度

お試しください。

坂の詩(詰め合わせ)

１２枚入り：1,000円

(紅茶・アーモンド・ごま

　　　　　　　　　　4枚ずつ)

２７枚入り：2,000円

(紅茶・アーモンド・ごま

　　　　　　　　　　9枚ずつ)

　坂の詩　各種１枚７０円

　この商品はチュイールと言われる焼

き菓子で、『紅茶』『アーモンド』

『ごま』の３種類の味をご用意してい

ます。一般的なチュイールは丸まって

いますが、クッキーハウスのチュイー

ルは薄く延ばし、食感を重視していま

す。

　チュイールというのはフランス語で

「トゥイル」といい、屋根のタイルを

意味するそうです。これを食べて、フ

ランスの風を感じてみてください。



〇

　小麦サイズ(長方形)：１枚３０円　
　ラングドシャサイズ(円形小)：１２枚１００円　 
　８㎝サイズ(円形大)：１枚１００円

　函館では有名な某豆腐店さんのおからを使った、非常に人気の高い商品です。

　せんべい自体の味付けはあまりせず、おからの味を堪能して頂きたい一品で

す。パリパリとした食感はもちろんのこと、油は使わず、食品添加物もほぼゼロ

なので、健康の面でも非常におすすめです！

　現在は3種類ですが、職人の思い付きで期間限定の新商品が稀に登場することも

あります。不定期で店舗に出品しますので、出会ったときはぜひお試しくださ

い。

おからせんべい プリントクッキー

えび・チーズ・のり：各１６０円

　　プリントクッキーはフードプリンターという機械を用いて、可食インクを直

　接吹きかけて印刷した安全なクッキーです。イラストや文字、写真などを印刷

　し、　世界に一つだけのオリジナルなクッキーが作れます。愛する家族やペッ

　トとの思い出や企業広告、大切な人への贈り物、結婚式の引き出物など用途は

　とても幅広いです。基本的に写真や絵など平面の物は概ね印刷できます。

　　プリントクッキーを使って、あなたの思い出や記念を形にしてみませんか？



〇ご注文について
ご注文につきましては、電話・FAX・メールにてお受けいたします。FAXの

場合には別紙の注文票に必要事項を記載の上、下記の番号まで送信ください。

メールの場合には、文面に注文数を記載していただいても構いませんし、注文

票を添付していただいても構いません。データによる注文票が必要な場合には

お送りいたしますので、ご一報ください。

皆様からのご注文、職員一同、心よりお待ち申し上げます。

〒０４９－０１２２ 北斗市久根別3丁目２０７

社会福祉法人 侑愛会 クッキーハウス

TEL ０１３８－７３－９１８５

FAX ０１３８－７３－９１８６

Mail  cookyhouse@yuai.jp

担当：山内



Thank you for looking at this catalog.

Please try to buy cookie. 


