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Tasting Corner Shop Sweets

Hajri Mourad
チュニジア料理のレストラン ラジュールのオーナー兼
シェフ。東京で一番美味しいと言われるメルゲズ・ソ
ーセージは、フランス大使館始め、多くの注文が殺到。
レストラン ラジュール TEL:03-3366-4004

Patric Pachon
フランス、カナダ、日本で活躍している有名料理人の
大家族、パッション家で生まれ育つ。現在は東京のフ
ランス料理の老舗、パッションの総支配人。
レストラン パッション TEL:03-3476-5025

菅野尚子（kanno naoko） 
FCAJ 認定 フードコーディネーター。食品業界でメ
ニュー開発、商品企画を経て渡仏。フランス人家庭に
滞在しながら家庭料理を学び、リッツエスコフィエ、ル・
コルドンブルーパリ校で料理、菓子を学ぶ。

試食したスイーツ一覧／ミルクたっぷりとろりんシュー（セ）、大きなツインシュー ( ロ )、なめらかクリームシュー ( フ )、チョコクッキーシュー ( ミ )、オレンジの香り広がる杏仁豆
腐（セ）、四角いプリンのケーキ ( ロ )、深炒りコーヒーゼリー ( フ )、モンブランプリン ( ミ )、ベルギーチョコパフェ ( ミ )、口どけなめらか濃厚フロマージュ（セ）、プレミアムロー
ルケーキ ( ロ )、プレミアムぎゅっとクリームチーズ ( ロ )、Ｗクリームエクレア ( フ )、チーズ極まるベイクドチーズ ( フ )

コンビニの棚に整然と並ぶスイーツ。試験販売１週間で結果が出なければ、
すぐに退場となる超難関に、毎月毎月、いくつもの新商品が挑むという。
そこで各コンビニで売れ筋のスイーツを、味に一家言ある３人に論評してもらいました。
さて、その結果はいかに !?

：今日はコンビニの人気スイーツを集め
ました。いろいろあって目移りしますね。

：これ全部食べていいの？
：（笑）。まずはシュークリームから試食

しましょう。
：手を使ってもいいですか？　手で

食べる方が美味しいんです。アラビアスタイ
ルです（笑）。

：シューの割れ目が分かりやすいんです
よね。さすが！

：（しばらく食べるのに夢中）
：どのコンビニでも間違いなく美味

しいデザートはシュークリームですね。よく
研究して作っているのが分かります。

：コンビニは最近食材をとても厳選して
いるんですね。北海道産の生乳を使ったり、
カスタードも自社で練っていたり。

：これはホイップが入っていて、そ
れよりも甘いでしょ。

：シュークリームは、フランスではいく
らくらいなんですか？

：1.8 ユーロくらいかな。フランス
にはコンビニはありませんが、スーパーマー
ケットで売っているものだったら、そんなに
変わらないと思う。

：フランスだとシューは硬いですよね。
：硬いですね。

：シューがふわふわで軟らかいのって、
どう思います？

：たぶん出来ないんじゃないかな。
：シュークリームの作りたてはどれ

も硬いんです。でも袋に入れて冷蔵庫に仕舞
っておくと、水分で軟らかくなっちゃう。

：シューは硬くパリパリしていて、
中はとろけるようなクリーム、と言うのがも
ちろん理想ですけど。

：日本人は軟らかくふわふわなもの
が出来たて、というイメージを持っているで
しょ。硬いと時間が経って古いと。例えばレ
ストランで出てくるパンは温かいけど、単に
オーブンに入れて温めているだけ。フレッシ
ュという訳ではないんです。でも、温かくふ
わふわだと、美味しい気がする。

：おふたりはレストランを経営されてい
るんですよね。お店では、どんなデザートを
出されているんですか？

：僕の店は小さいので、ケーキをい
くつも置くことは出来ないの。だからプリン
を用意しています。あと、チュニジア料理な
ので、ドライフルーツやアーモンド、ピスタ
チオが入っているケーキを作ることもある。
誕生日ケーキを頼まれたら、隣のケーキ屋か
ら取り寄せます。もちろん、お客さんにはち
ゃんと言ってね（笑）。

：うちの場合はレストランそれぞれ
で違います。本店は皿盛りで、いくつもの種
類から好きな物を４つくらい選んでもらう。
姉妹店のル・プティ・ブドンは、ホールケー
キをワゴンでサービスしています。ビストロ
は南仏料理なので、南仏のケーキにこだわっ
ています。なので、とても面倒くさいんです。
しかもそれぞれの店は近いから、同じタイプ
のデザートを出していると、お客さんに正体
がばれてしまう ( 笑 )。4 人のパティシエが、
それぞれ工夫をしながらやってます。

：デザートを考える上で、コンビニのス

イーツは参考になりますか？
：コンビニのパティシエはうちには

いませんけど（笑）、もちろん参考にしますよ。
何が売れているとか、どんな系統が人気だとか。

：日本のお客さんは細かいから、コ
ンビニのスイーツとレストランのスイーツは
違いますよね。でも、コンビニで買ったスイ
ーツに苺のソースとかチョコレートをかけたら、
それだけで十分だと思う。けれど、レストラ
ンでそれをやるとイメージが悪いでしょ。だ
から僕はやらない。使ってみたいけどね。

：そうですね。シンプルなコンビニ
のスイーツに、ちょっと手を加えるだけでいい。
JQR：それくらい美味しい？

：すべてではありませんね。物によ
ります。コンビニに共通したスタンダードな
味というのがあって、それぞれが若干違う。
こっちの方が少し甘いとか、これにはクリー
ムが入っている、とうのはあるけど、断トツ
に美味しいっていうのはなかなかないです。

：僕の記憶だけど、このシュークリ
ームは何度か食べたことがあって、その都度
残している。

：美味しくない？
：いや、ボリュームね。もう少しコ

ンパクトにすると、もっといっぱい出るかも
知れない。ボリュームと味のバランスが大切。
ボリュームがあっても普通の味だったら残っ
てしまう。僕は子どもがいるので、おしゃれ
なスイーツをコンビニで見つけると、３つ４
つ買って帰ります。そして、次の日帰ると冷
蔵庫をチェックします。毎日何を食べた、何
が残っていると。3 日、4 日と残っていると、
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ケーキ屋食べるチョコレートムー
スと何ら変わりがない美味しさで
すね。ベルギーチョコの口溶け感
が最高。ナッツとかパフが入って
飽きさせない演出も素晴らしい。

ベルギーチョコパフェ
（ミニストップ）

チーズと、下地のクッキーとの味
のバランスが絶妙ですね。コーヒ
ーと一緒に味わうと、美味しさが
一段と楽しめます。ソースをかけ
てお店で出しても気付かれないの
では？

プレミアムぎゅっと
クリームチーズ

（ローソン）

商品名の通り、本物のクリームチ
ーズが凝縮されて、とても味わい
深い一品ですね。とてもインパク
トがあって、しかも１３０円とい
うのが魅力的です。

チーズ極まる
ベイクドチーズ
( ファミリーマート）

３人が選んだイチ押しスイーツはこれ！

ポケットに一つ、
入れておきたい

完成度

チーズが舌で
溶けてから

クッキーが味わえる

本場のベルギーチョコ
とトッピングの
可愛らしさが◎

そのスイーツはもう買わない。
：男性だと、ボリュームがあった方がい

いのでは？
：でも、ボリュームと味には関係が

あるので、両方を考えないと、美味しさの意
味がないですよ。

：次はどれを食べます？
：チーズケーキがいいですね。

：チーズケーキはシュークリームに次ぐ
ヒット商品です。そう言えば、フランスでは
チーズケーキをあまり見かけませんね。

：そうですね。日本人はチーズケー
キが好きですよね。このチーズケーキ美味し
いですね。大きさと味が素晴らしい。

：こっちのチーズケーキもお洒落。
お店で出したいですね。

：工夫して出したらバレないですよ。
本当に知っている人じゃないと。
JQR：昔はプラスチックの味がしたけど。

：そうですね。以前は生クリームと言っ
ても 100％純生クリームは使っていなかった
ですもの。

：そうですよね。これ一晩売れ残っ
たらアウトですよね。

：そう、アウト。売れ残りは何処にも流
れないように、管理が徹底されているのも、
安心で美味しい理由です。このプレミアムロ
ールケーキはいかがですか？

：これは美味しいけど、寂しいですね。
ただのクリームでしょ。一口食べたらお腹い
っぱいになっちゃう。僕はスイーツは目で食
べるから、フルーツ入れたりすると嬉しいで
すね。見た目をもう少し良くして欲しい。ロ
ールケーキは普通一本でしょ。一人分だとロ
ールケーキに見えないところも残念。

：そうなんだ。これはとても人気のスイ
ーツで、毎月 1 回違ったバージョンを出して
いるんです。桜や苺を入れて特別感を出して、

期間限定で出すけど、値段を変えないのが凄い。
：美味しいけど、衝撃的な味ではな

いですよね。まぁ、予想できる範囲の味で終
わりって感じ。

：なるほど。日本の男性って割とコンサ
バティブだから、イメージ通りの味が受ける
んですよ。ロールケーキは食べたことがあっ
て知っているから、がっかりしないんですよね。

：僕はたまに抹茶のロールケーキを
買ってグリーンティーを飲みます。普通の白
いロールケーキは買わないな。

：日本の特に男性は、アドベンチャ
ー的ではないですよね。新しい商品を次々に
出しているけど。

：それに飛びつくのは大抵女性。けれど
継続性はないんですね。男性がついてこないと、
本当に売れる商品にはならないんです。
JQR：この中でチュニジアで売れそうなもの
はありますか？

：チーズケーキとシュークリームは
売れるでしょ。昔まだ結婚していない時、家
族はパパとママと兄弟９人くらい。で、皆に
シュークリームをワンパック持って行ったら、
その場ですべてパパパッと全部なくなったん
です。普通のケーキだったら、次の日の朝食
べようとか、誰それに取っておこうとかして、
半分ずつ食べる。でも、シュークリームは他
の人のこと考えられない。食べてもうバイバ
イ（笑）。

：フランスでは？
：フランスのケーキはすごーく甘い

んですね。日本だと甘さのバランスだとか食
材の良さを出したりとか、逆に甘くない物を
作ったりするけど、フランス人には甘さがな
いと物足りないんです。なので、こういう甘
いカップケーキなら売れると思います。

：日本人は割と甘塩っぱいものが好きで
すね。甘いだけでなく、そこにスパイスが入
っているもの。塩デザートが流行った時があ
って、ちょっと甘さとは違ったアクセントを
つけたりします。

：それは日本人のセンスでしょうね。
日本では世界中の料理が食べられる。それも
トップレベルのレストランがあるのは、日本
人のセンスと舌がなせる技だと思います。フ
ランスに行っても、フランス料理は美味しい
けれど、他の料理はあんまり ･･･。特に東京
はクオリティーが高いですよ。

：コンビニのスイーツも、こんなに
美味しくて 150 円とかで食べられるから凄い。
今ではね、コンビニが同業者になっちゃった
みたい。昼はレストランで 800 円とか 900 円。
コンビニの弁当はいくら？　その半分くらい
でしょ。それにデザートかコーヒーを付けても、
レストランのランチよりも安い。コンビのこ
と考える人はたーくさんいるけど、レストラ
ンのことは一人で考えるから、有名シェフで
も負けるね。

：最近はコーヒーにもこだわってい
るから、ケーキ屋もコーヒー屋も、コンビニ
はライバルだね。ほーんと、美味しい料理を
出さないと、レストランは負けてしまうね。
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　3 人の得点が一番高かった「なめらかクリームシュー
（ファミリーマート）」。




