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☆★編集部員イチ押しのパフェ★☆

♪生チョコオレオパフェ♪

このパフェの最大のポイントは、生チ
ョコケーキです。バニラソフトと一緒に
食べた時の、とろけるような食感が最高
です。底にあるオレオもソフトクリーム
とマッチしています。オリジナリティー
にあふれた編集部のイチ押しパフェです。

奥に生チョコケーキ

生クリーム

バニラソフト

細かく割ったオレオ

コーンフレーク

＆チョコソース

（367円）

この投稿が採用されたら好きな子に告白します（友達が）。 （工・４　何とか先生）

⇒それが成功したら自分も好きな人に告白します。 （片想い大好き；編）

生協パフェ食べ歩き

◎中央食堂

人気 名称 価格 解説＆感想 評価
１ ヨーグルトパフェ 241円 ルネの人気NO.１パフェ。安さも魅力的！ ☆☆

２ 生チョコオレオパフェ 367円 味は文句なしです。《詳しくは左記参照。》 ☆☆☆

３ バレンシアパフェ 336円 みかん味のシャーベット・ゼリーが美味しい。 ☆☆☆

４ プリンパフェ 262円 正統派のパフェがこの安さで味わえます。 ☆☆

５ コーヒーゼリーパフェ 262円 ゼリーが大粒で、歯ごたえのある食感です。 ☆☆

モンキーパフェ 294円 モンキー＝バナナのチョコバナナパフェです。 ☆☆

ナッツソフトパフェ 241円 私の中では隠れた人気メニュー。 ☆☆☆

白玉パフェ 294円 白玉とバニラソフトが意外に合います。 ☆☆

ふわふわパフェ 294円 マシュマロをパフェに入れる発想が斬新。 ☆☆

カクテルパフェ 262円 どの店舗にもあるが、味は微妙に違います。 ☆☆

中央食堂のパフェには、３種の味のソフトクリームが使い分けられているという
特徴があります。ひんやりとした食感がとてもイイ感じです。

◎カフェテリア・ルネ

やはり、ルネのパフェが有名ですが、それ以外に南部・中央などでもパフェを食べることができ、全体では
37種類（抹茶フェアなどの期間限定のパフェは除く）ものパフェがあります。そして、１日約600個ものパフ
ェが食べられています。今回は、実際に編集部員が全てのパフェを食べ歩いてみて、オススメのパフェを選ん
でみました。同時に、各店舗ごとのパフェの一覧表（人気は売り上げ順、評価は編集部員の独断です）も掲載
してあるので、ぜひこの暑い時期に、みなさん自身がお気に入りのパフェを見つけてください。 （迷い猫）

おなじみのルネパフェです。おもしろいネーミングのパフェが多いのが特徴です。
下記以外にも、季節限定で抹茶フェアやイチゴフェアなどが開催されています。

人気 名称 価格 解説＆感想 評価

１ クッキーパフェ 294円
チョコクッキーの濃厚な味とソフトクリームが

見事に合っています。
☆☆☆

２ チョコバナナパフェ 294円 名前の通りのオーソドックスな味わい。 ☆☆

３ 白玉抹茶パフェ 336円 抹茶ソース・小豆・白玉が調和しています。 ☆☆

４
ブルーベリーヨーグルト

パフェ
294円

ブルーベリーヨーグルト＆ソースのさわやかな

味わいが良いです。
☆☆☆

５ ストロベリーパフェ 294円 １年中、イチゴを味わえるのは中央食堂だけ。 ☆☆
ババロアシュークリーム

パフェ
320円

オレンジ・パインなどのフルーツに加えて、バ

バロアシュークリームも美味しかったです。
☆☆

カクテルパフェ 262円 いわゆる、フルーツパフェ。 ☆☆
小倉パフェ 262円 低価格だけれど、「和」を味わえるパフェ。 ☆
チョコレートパフェ 294円 甘党の人にオススメのパフェです。 ☆☆
コーヒーゼリーパフェ 294円《詳しくは左記参照。》 ☆☆☆

（パフェは平日11時30分から

17時まで（金曜は16時まで））

ルネの期間限定パフェ（７月５日～31日）

このパフェの底に
あるりんごジャムヨ
ーグルトの、ジャム
は手作りで作られて
いる。ジャムとナタ
デココがすごく合っ
ている。（370円）

ルネでは４月に大人気だっ

た応援団パフェを７月にも期

間限定で販売します。そこで、

４月に特に人気の高かった今

年からの新メニューを紹介し

ます。４月に食べ逃した人、も

う一度食べたい人は、ぜひこの

機会に食べてみてください。

第１位

新生の息吹パフェ

ソース・ジェラー
ト・生ブルーベリー
と、全てがブルーベ
リーづくしのパフェ。
中段にある大山スポ
ンジケーキも目新し
い。（370円）

☆★編集部員イチ押しのパフェ★☆

♪コーヒーゼリーパフェ♪

ほろ苦いコーヒーゼリーにソフトクリ
ームの冷たさが見事に調和していて、と
ても美味しい！ 294円と値段も安く、
かなりオススメの一品です。

ポッキー

生クリーム

コーヒーゼリー

バニラソフト

コーンフレーク

（294円）

バニラ＆バナナの
アイスをクレープで
包み込んだパフェ。
味だけでなく、新芽
のような見た目も楽
しめる。（370円）

第２位

ダークブルーパフェ

第３位

りんごの花の香パフェ

～全
37種

類～ 完食しました！みなさんは、京大生協各店舗全体で何種類のパフェがあると思いますか？
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最近涙もろい…。悲しさも嬉しさも感動も、全部涙してしまう。…年？？ （薬・２　514）

⇒自分も６月は何回も泣きました。 （色んな意味で；編）

◎南部・喫茶ブリュッケ

人気 名称 価格 解説＆感想 評価

１ ヨーグルトパフェ 262円
ヨーグルトのさわやかな酸味とブルーベリーソー

スが調和していて食べやすい味。
☆☆☆

２ チョコレートパフェ 262円 チョコレート一色のパフェ。安定した人気。 ☆☆☆

３ プリンパフェ 262円 このパフェはプリンの柔らかさが決め手！ ☆☆

４ カクテルパフェ 262円 フルーツたっぷりで飽きない味。 ☆☆

ナッツパフェ 241円 ナッツがいいアクセントを与えています。 ☆☆

ホットケーキパフェ 294円 こんなパフェは見たことないです。 ☆

杏仁パフェ 367円
杏仁豆腐のほどよい甘みや、フルーツの酸味で全

体的にさっぱりとした味わい。
☆☆

目にやさしいパフェ 294円 目にやさしい＝ブルーベリーパフェ。 ☆☆
パンダパフェ 420円 すごいパフェ。《詳しくは下記参照。》 ☆
デカパフェ 504円 詳しくは左記参照。 ☆☆

（パフェは12時30分から17時まで）

☆★編集部員イチ押しのパフェ★☆

♪デカパフェ♪（504円）

～パンダパフェ～
このパフェは全37種類の中で一番おもしろいパフェでした。
右の写真を見てもらったら「これがパンダ？」と思うかもしれ
ません。注文の度に形が変わるかもしれない、おもしろいパフ
ェを皆さんも楽しんでみませんか？

高さ10cm・直径12cmの容器に入った
南部の名物パフェ。その名の通り１人で
は食べきれないほどの量のパフェです。
食べた後には、チョコレートパフェとプ
リンパフェを一気に食べたような満足感
が味わえます。

南部食堂の奥にある喫茶ブリュッケ。実は10種類ものパフェがあります。まだ南
部に行ったことのない人は、ぜひこの機会にパフェを食べに行ってみてください。

◎カンフォーラ

☆★編集部員イチ押しのパフェ★☆

♪チョコレートパフェ♪（399円）
このパフェを食べ
た感想は、「本当に美
味しい！」の一言に
尽きます。見た目の
美しさに加えて、味
も本格的で、値段も
安く、是非一度食べ
てみてください。今
回の調査で一番オス
スメのパフェです。

☆★編集部員イチ押しのパフェ★☆

♪フルーツパフェ♪（399円）
他の生協では味
わえない、本格派
のパフェです。種
類豊富な素材が全
て美味しく、正直、
食べていて幸せで
した。見た目も味
も申し分なく、万
人にオススメでき
るパフェです。

おしゃれな雰囲気を味わえるカンフォーラ。ここではパフェもひと味違います。味
に、見た目に、他とは違うワンランク上のパフェを味わってください。

◎吉田・２階リンデ

名称 価格 評価
コーヒーゼリーパフェ 294円 ☆☆

チョコバナナパフェ 294円 ☆

プリンパフェ 294円 ☆☆

カクテルパフェ 262円 ☆☆

ブルーベリーヨーグルトパフェ 294円 ☆☆

１回生の間は頻繁に利用する吉田食堂。
ここにも定番パフェがあり、また、季節ご
とにイチゴフェアなどが行われています。

吉田食堂の期間限定パフェ①
６月～７月末（終了予定）

カスタードプリン

生クリーム

バニラソフト

チョコソフト

＆コーンフレーク

コーンフレーク

手前からウエハース
＆バナナ＆生クリーム

バニラアイス
＆チョコソース

チョコアイス
＆バナナ

コーンフレーク

季節のフルーツ

ケーキ

手前からウエハー
ス＆生クリーム

＆ストロベリーアイス

バニラアイス

＆ブルーベリーソース

生クリーム

コーンフレーク

バニラアイス

吉田食堂では、春のイチゴフェアに
引き続き、プリンフェアが行われていま
す。６月の評判がよかったので、７月も
延長して行われます。ここでは、そのメ
ニュー＆人気ランキングを紹介します。
第１位“黒ごまプリンパフェ”
第２位“カスタードプリンパフェ”
第３位“抹茶プリンパフェ”（各262円）
普段、あまり口にすることのない抹茶

プリンや、黒ごまプリンをぜひ食べてみ
てください。独特の食感が味わえます。

吉田食堂の期間限定パフェ②
10月１日～（開始予定）

“ふわふわブルーベリーパフェ”

“ごまプリンパフェ”

“ラブラブパフェ”etc……です。
おもしろくて美味しいパフェができあ

がりそうです。楽しみに待ちましょう！

今年、学生委員会の“あらんじぇ”
が中心となってオリジナルパフェを開
発しています。10月からその新パフェ
が吉田食堂で登場するので、期待して
待っていてください。ここでは、メニ
ュー案の一部を紹介します。

＆生クリーム


