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ORIGINAL CHEESE SAUCE
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BUSCO

バスコ
ホワイト

チョコレート

バスコ
フレーバー
パウダー

■ バスコミニコッペ
 小麦粉、砂糖、マーガリン、果糖ぶどう糖液糖、
原材料名 パン酵母、発酵種、植物油脂、脱脂粉乳、食塩、
 乳化剤、香料（原材料の一部に大豆を含む）
JANコード 4535277101649
荷姿 1袋 200ｇ（約38個） × 12袋　2合
賞味期限 45日 アレルギー　乳・小麦・大豆
原産国 日本

■ バスコミニドーナツ
 小麦粉、砂糖、鶏卵、植物油、マーガリン、蜂蜜、食塩、
原材料名 ソルビット、膨張剤、香料、乳化剤（原材料の一部に
 乳、大豆を含む）
JANコード 4535277101410
荷姿 4００ｇ（約５０個） × 8袋　3合
賞味期限 90日 アレルギー　卵・乳・小麦・大豆 
原産国 日本

■ バスコファウンテンフォーク
JANコード 4535277100369
サイズ 140mm×13mm 
荷姿 1束50本×20束×10箱（計10,000本）
生産国 中国

■ バスコペーパースティック
JANコード 4535277100376 
サイズ 直径３㎜×長さ１５０㎜ 
荷姿 １パック１０００本×１０袋（計10,000本）
生産国 中国

■ ばすこダンゴ 2個玉串
荷姿 300本／箱　2合
保存方法 冷凍
賞味期限 240日
現産国 日本

黒ごま黒大豆濃い口きな粉

いちご カボチャ ホワイト

ほうじ茶 抹茶

バスコチョコレートにまぜるだけ！
アイデア次第で様々なフレーバーチョコレートが
簡単に楽しめます！

フ レ ー バ ー パ ウ ダ ー

B U S C O  F o o d  E n t e r t a i n m e n t

＋

■ バスコオリジナルチーズソース
 ナチュラルチーズ、植物油脂、チーズ加工品
原材料名 香辛料、安定剤（加工デンプン）、乳化剤
 調味料（アミノ酸）
JANコード 4535277100529
荷姿 500g×20袋　冷蔵
賞味期限 180日 アレルギー　乳 
原産国 日本

　

バスコファウンテン＆フレーバー
フードエンターテイメント

Fountain & Flavor
■ バスコセミダークチョコレート

原材料名 砂糖、植物油脂、ココアパウダー、カカオマス、
 乳化剤（大豆由来）、香料、
 （原材料の一部に乳成分を含む）
JANコード 4535277100482 
荷姿 1kg×15袋
賞味期限 540日 アレルギー　乳・大豆 
原産国 日本

■ バスコミルクチョコレート
 植物油脂、砂糖、ホエイパウダー、乳糖、
原材料名 ココアパウダー、全粉乳、脱脂粉乳、
 乳脂肪、乳化剤（大豆由来）、香料
JANコード 4535277100420
荷姿 1kg×15袋
賞味期限 540日 アレルギー　乳・大豆
原産国 シンガポール

■ バスコホワイトチョコレート
原材料名 植物油脂、砂糖、乳糖、全粉乳、ココアバター、
 乳化剤（大豆由来）
JANコード 4535277101625 
荷姿 1kg×15袋
賞味期限 365日 アレルギー　乳・大豆
原産国 日本

ホワイトチョコレートと和風味フレーバーパウダーを混ぜるだけで
和風味チョコレートを作り出すことができます。

マンゴー

■ チョコレートファウンテン板チョコカバー

サイズ 横幅425mm×奥行425mm×高さ232mm
カラー チョコレートブラウン

指定食材購入数量 10ケース以上

レンタル形態 ファウンテンマシンをイヤーレンタルしている。

● 貸与条件

201704-07

■ バスコファウンテンマシン
● 貸与条件

定格 交流100V 250W 50/60Hz
電源コード 3m

サイズ
 Mサイズ（5段）幅436mm×高さ800mm

 Sサイズ（3段）幅340mm×高さ561mm

重量
 Mサイズ（5段）6.9kg

 Sサイズ（3段）5.8kg

ウィークリーレンタル（商品代金+レンタルシステムフィー4,500円［税別］）
貸与期間 1週間
指定食材購入数量 1ケース以上

マンスリーレンタル（商品代金+レンタルシステムフィー2,100円［税別］）
貸与期間 1ヶ月
指定食材購入数量 3ケース以上

イヤーレンタル（商品代金）
貸与期間 1年
指定食材購入数量 10ケース以上

R

■ バスコハートインマシュマロ
 ぶどう糖、砂糖、ゼラチン、ソルビトールコーンスタ
原材料名 ーチ、ピロリン酸四ナトリウム香料、着色料（赤40、
 青1、黄4）（原材料の一部にゼラチンを含む）
JANコード 4535277101441
荷姿 1袋 500ｇ（約165個） × 10袋
賞味期限 365日 アレルギー　ゼラチン 
原産国 フィリピン

■ バスコミニサーターアンダギー（ソフトタイプ）
 小麦粉、砂糖、鶏卵、植物油（パーム油、大豆油、
原材料名 なたね油）、澱粉、ぶどう糖、粉末油脂、脱脂粉乳、
 食塩、膨張剤、香料
JANコード 4535277101601
荷姿 1袋 530ｇ（約50個） × 8袋　3合
賞味期限 90日 アレルギー　卵・乳・小麦・大豆 
原産国 日本

● ばすこダンゴ ２個玉串 白

原材料名 上新粉（うるち米（米国産））、砂糖、トレハロース
 酵素、乳化剤（原料の一部に大豆を含む）
JANコード 4535277101458

● ばすこダンゴ ２個玉串 よもぎ

原材料名 上新粉（うるち米（米国産））、砂糖、よもぎ葉
 トレハロース、酵素、乳化剤（原料の一部に大豆を含む）
JANコード 4535277101465

 上新粉（うるち米（米国産））、砂糖、トレハロース
原材料名 酵素、乳化剤（原料の一部に大豆を含む）
 着色料（コチニール）、香料
JANコード 4535277101632

● ばすこダンゴ ２個玉串 いちご（受注生産品）

季節に合わせたフレーバーチョコレートも
フレーバーパウダーを混ぜるだけで簡単にできます。Seasonal



Fountain & Flavor

［チョコレートブラウン］

［ 3段 / Sサイズ］ ［ 5段 / Mサイズ］
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バスコフードエンターテイメント器材は、すべてが無償貸与。
しかもメンテナンスフリー。
※貸与条件により一部費用が発生する場合があります。

バスコチョコレートファウンテン
おかげさまでバスコチョコレートファウンテンは全国シェアーNo1。

すでに4,000店舗以上のお客様にご利用いただいております。

お客様の人数に合わせ5段（Mサイズ）、

3段（Ｓサイズ）が自由に変えられます。

チョコレートファウンテン
板チョコカバー

バスコセミダークチョコレート
原料用チョコレート世界トップシェアのバリーカレ

ボー社とチョコレートファウンテン国内トップシェ

アのバスコフーズが共同開発したバスコセミ

ダークチョコレート。芳醇なカカオの香りと上品な

ビター感はフォンデュをはじめ製菓、製パンの練

り込み原料として、またフィリングやコーティング

原料としても手軽にお使いいただけるたいへん

重宝なチョコレートです。

バスコ
ファウンテンフォーク
バスコファウンテンフォークは使い捨ての木

製フォークです。木製ですので金属のフォー

クに比べ滑りにくく、先端も金属のフォーク

に比べ鋭くないので安心です。

バスコ
ペーパースティック
もともとは医療用に作られたペーパース

ティックですので直接食品に触れても安

全な紙串です。紙で出来ていますので、従

来の竹串や木製の串に比べ安全で安心

してお使いいただくことができます。

バスコミルクチョコレート
甘さを抑えたミルク感たっぷりのバスコミルク

チョコレート。溶解方法もレンジアップで簡単に

でき、手間もかかりません。Sサイズ（3段）のファ

ウンテンであれば1kg、Mサイズ（5段）でも2kg

のバスコミルクチョコレートのご使用で、とても滑

らかできれいなカーテンを作ることができます。お

菓子の材料としてもお使いいただけるとてもリー

ズナブルなチョコレートです。

バスコホワイトチョコレート
ホワイトチョコレート独特のバニラ風味と滑らかな口当たりを保ちつつ、コクのある味に仕上げて

います。ミルクホワイトの美しさはクリスマスシーズンやカップルのプライベートパーティに最適で、

すてきなロマンチックシーンを演出します。イチゴ、抹茶、カボチャなどのフレーバーパウダーを混

ぜ合わせ季節感を演出することが出来、たいへんアレンジ性の優れたチョコレートです。

バスコオリジナルチーズソース

バスコ
ミニコッペ

バスコオリジナルチーズソースはナチュラルチーズ

をベースに香辛料であらかじめ味が調整されてお

り、チーズフォンデュならではの面倒な調整作業も

必要なく、１０％の水や白ワイン等で希釈するだけ

で簡単にチーズフォンデュを楽しむことができます。

また、パンをはじめ野菜やお肉、シーフードまで

ディップする食材を選びません。

バスコミニコッペは、ほんのり甘くシ

ンプルな味わいの一口サイズのミ

ニコッペパンです。ディップはもちろ

ん、そのままでもスナック感覚で楽

しめます。

バスコミニ
サーターアンダギー
沖縄の素朴な味のサーターアンダ

ギーを、バスコオリジナルのミニサイ

ズでソフトな食感に仕上げました。

チョコにディップしやすく食べやす

いお菓子です。

バスコミニドーナツはチョコレート

ディップ専用に作られたオリジナ

ルのミニドーナツです。チョコレー

トをディップすると適度なしっとり

感と芳醇なチョコレート味に変身

します。

バスコ
ミニドーナツ

バスコ
ハートインマシュマロ
金太郎飴のようにシリンダー（円筒

形）形の白いマシュマロの中にピン

ク・ブルーイエロー・グリーンの４色

のハートが描かれている一口サイズ

のマシュマロ。バスコハートインマ

シュマロはバスコのオリジナル商品

です。

バスコチョコレートファウンテンに

簡単に装着でき、高級感とインパ

クトを演出する板チョコカバー。

演出できる板チョコカバーです。

B U S C O  F o o d  E n t e r t a i n m e n t

バスコエンターテイメントフードはすべてフードエンターテイメントのために
開発されたバスコオリジナルの食材です。

使用チョコレート量
3段 5段

1kg～ 2kg～

使用チーズ量

3段のみ

チーズ1kg
+

40％の水で希釈

※写真はイメージです。


