
 
 

 
 

< DANISH PASTRY RECIPE> 
• Bread Flour (70%) 140g  

• Cake Flour (30%) 60g  

• Salt (1.5%) 3g  

• Sugar (10%) 20g  

• Dry Yeast (2%) 4g  

• Eggs (10%) 20g  

• Water (50%) 100g  

• Unsalted Butter (5%) 10g  - mix in with the dough 

• Unsalted Butter (50%) 100g – fold-in butter sheet 

• (For Danish Loaf Unsalted Butter (30%) 60g – fold-in butter sheet) 

 

< GLAZE > 
• Egg Yolk 

 

< DANISH PASTRY FILLING RECIPES> 
Danish Pastry <Almond Crème>  

• Unsalted Butter (100%) 60g   

• Egg (100%) 60g  

• Powder Sugar (100%) 60g  

• Almond Powder (100%) 60g  

• Cake Flour (50%) 30g  

• Almond Slice (50%) 30g (Preference) 

• Rum (20%) 12g (Preference) 
 

1. <MIX> Soften the butter and mix the sugar, then the in the order of eggs, cake flour, 

almond powder.  

2. <PREFERENCE> Almond Slice (roast at 160C for approx. 10minutes before use) 

Recipe : Dans ish Pastry  



3. <PREFERENCE> Rum for flavor 

 

Danish Pastry <Custard Crème>  
• Milk (100%) 150ml 

• Powder Sugar (20%) 30g  

• Egg Yolk (20%) 30g  

• Cake Flour (10%) 15g  

• Unsalted Butter (10%) 15g  

• Vanilla Essence 

•   

1. <WARM> Warm the milk and half of the sugar in a small pan.  

2. <MIX> Egg yolk, remainder of sugar, sifted cake flour. 

3. <ADD> Warm milk into 2 and mix well. 

4. <WARM> Place over medium heat and let it boil, mixing well with a wooden spoon. 

Once the crème starts to stiffen, remove from the heat, quickly adding the butter 

and vanilla essence. Refrigerate until use.	 	 

 

< MAKING THE DANISH PASTRY > 
1. <PRE-YEAST FERMENATION> Unless you are using a yeast specifically instructed without 

need for pre-fermentation, mix the dry yeast and let it dilute and ferment in warm water 

for about 15 minutes before use.  

2. <MIX> Using a dough mixer, mix the flour, salt, sugar and butter for about 3~4 minutes. 

The surface of the dough should be relatively rough. Do not over mix like normal bread. 

Shape the dough into a circular shape, pulling the surface to a dome shape.  

3. <PROOF #1> Place the dough into a plastic bag or a container at 30C/85F environment 

until the dough becomes double the volume. 

4. <PUNCH> Punch the dough softly with your flat palm and extract the air, flattening the 

dough. 

5. <BUTTER SHEET 20cm x 20cm> Make a 20cm x 20cm butter sheet for folding into the 

dough. Make sure that the butter is as even as possible. This is the same procedure as to 

make a ‘puff pastry’. 

6. <BUTTER FOLDING #1> Seen below, roll out the dough to a 30cm x 30cm square shape 

placing the butter sheet in the middle. Fold the four corners into the center without air. 



Roll the dough to approx. 20cm x 30cm and fold 1/3 of the bottom/top to a rectangular 

shape and let it rest in the refrigerator for 20~30 minutes. 

 

7. <BUTTER FOLDING #2 & #3> Rotating the rectangular dough 90 degrees, repeat the 

above process twice. 

 

8. <SHAPING> Roll the dough into a 15 x 20 cm rectangular shape. Spread the almond 

cream leaving about an inch of both ends without the cream. Roll the dough into a roll 

sealing off the end apply a little bit of pressure with your fingers.  



 

Cut the dough vertically into 3 strips and weaving the strip (three knitting). 

Glaze the top with egg. 

 

9.  <PROOF #2> 30C/85F environment for approximately 50-60 minutes. 

 

10.  <BAKING> Place the dough in a baking tin and bake at 200C/390F for 5 minutes, 

reducing the heat to 180~170C/350~340F for 35 minutes.  

 
< DANISH PASTRY ARRANGEMENT 1> 

 

 

<SHAPING> Roll the dough into a 46 x 19 cm rectangular shape. Cut the rough ends 

(5mm) to make it into a perfect rectangular shape.  

With a pastry cutter, cut 9cm x 9cm square shapes. 

Fold it in half, making it into a triangular shape. 

Leaving the top edge, cut along the 1cm width line and open the pastry. Fold the right 

side and fold the left side, each to opposite directions (like folding a kimono).  

Insert the filling in the middle area, enclosed in a 1cm wall. 

<BAKING> Place the dough in a baking tin and bake at 200C/390F for 15 minutes. 

 



 

 

< DANISH PASTRY ARRANGEMENT 2> 
 

 



 

<SHAPING> Roll the dough into a 20 x 40 cm rectangular shape.  

With a pastry cutter, cut the pastry into 1/3. 

As seen cut a slit along the both sides, 1cm in wide and braid the pastry with filling in the 

center. 

Using a chopstick, press the last piece of braid into the pastry to close off. 

<BAKING> Place the dough in a baking tin and bake at 200C/390F for 15 minutes. 

 

< DANISH PASTRY ARRANGEMENT 3> 

 

 

<SHAPING> Roll the dough into a 21 x 31 cm rectangular shape.  

With a pastry cutter, cut the pastry into 10 pieces. 

As seen cut a slit in the middle of the pastry and twist twice inwards to make a swirling 

shape. Add filling in the center. 



 

<BAKING> Place the dough in a baking tin and bake at 200C/390F for 15 minutes. 

 

 DANISH PASTRY RECIPE | デニッシュ生地 
【デニッシュ生地】1回分/1斤分	 

• 強力粉・(70%)・・・・・・・140g	 

• 薄力粉・(30%)・・・・・・・60g	 

• 塩・・・(1.5%)・・・・・・3g	 

• 砂糖・・(10%)・・・・・・・20g	 

• ドライイースト・(2%)・・・4g	 

• 水・・・(50%)・・・・・・100g	 

• 卵・・・(10%)・・・・・・20g	 

• 無塩バター・(5%)・・・・・・10g	 

• 織り込み用バターシート・(50%)・100g	 

• （デニッシュブレッドローフの場合：織り込み用バターシート・・(30%)・・60g）	 

	 

【アーモンドクリーム】1回分	 作り易い分量	 



• 無塩バター・・・・・・・100%・・60g	 

• 全卵・・・・・・・・・・100%・・60g	 

• 粉糖・・・・・・・・・・100%・・60g	 

• 薄力粉・・・・・・・・・50%・・30g	 

• アーモンドプードル・・・100%・・60g	 

• アーモンドダイス・・・・50%・・30g	 

• ラム・・・・20%・・12g	 

• 	 

【カスタードクリーム】 
• 卵黄・・・・・・20%・・30g	 	 

• 薄力粉・・・・・10%・・15g	 	 

• 砂糖・・・・・・20%・・30g	 	 

• 牛乳・・・・・・100%・・150ml	 	 

• バター・・・・・10%・・15g	 

• バニラエッセンス…適量	 

	 

① 卵は砂糖の半量を加え、薄力粉をふるいながら混ぜる。	 

② 牛乳と砂糖の半量を温める。	 

③ ①に温かい牛乳を少しずつ加え、お鍋に戻し強火で沸騰させる。沸騰した後

はクルームが盛りあがり、すとんと落ちる感じがしたら、、火を止め、すばや

くバターとバニラエッセンスを加え氷の上で冷やします。冷蔵しておきます。	 

	 

	 

【デニッシュ生地の作り方】	 

	 

①【PRE-YEAST	 FERMENTATION	 予備発酵】	 

ぬるま湯に1つまみの砂糖(分量内)を入れ、ドライイーストを加えて溶かし、15分くら

いおく。	 

②【MIX	 生地をこねる】	 

強力粉、薄力粉、塩、砂糖、バターを入れて混ぜる。	 

③大体まとまったらボールから取り出す。	 表面がざらざらしているくらいでこねるの

をやめる。生地に弾力が出るくらいまでこねる。	 表面を張らせるようにして丸める。	 



④【PROOF#1	 一次発酵】	 

ポリ袋に入れて発酵させると生地も引っつきにくく便利です。	 

30℃くらいの暖かいところで発酵をさせる。2 倍くらいまで膨ませ発酵完了。	 

⑥【PUNCH	 ガス抜き】	 

上から手で軽く押さえてガスを抜き、乾かない様にラップか袋に包み冷蔵庫で 20～30

分休ませる。	 

⑦【バターシート】20×20cm	 

分量のバターを透明の袋もしくはサランラップ包み、20×20cm に薄く伸ばしておく。	 

⑧【1 回目バター折り込み】	 

30×30cm くらいに伸ばし、バターシートを入れ、空気が入らないようにぴったりと包

む。	 

	 

⑨20×30cm くらいに伸ばす。向こうから 1/3 折り、手前から 1/3 折る。ラップに包ん

で冷蔵庫で 20～30 分休ませる。	 	 

⑩【2 回目バター折り込み】	 

生地の向きを変えて、20×30cm くらいに伸ばす向こう側から 1/3 折り、手前から 1/3

折る。ラップに包んで 20～30 分休ませる。	 



	 

⑩【3 回目バター折り込み】	 

8 の作業をもう一度繰り返し、冷蔵庫で 20～30 分休ませる。合計で 3 回三つ折りをし

たことになる。	 

	 

************************	 

デニッシュローフの場合	 

************************	 

	 

【成形】	 

生地を 20×25cm に伸ばす。	 

両端 5mm くらい切り落とし、縦 6 等分にして、表面に霧吹きをする。	 	 

2 本ずつ重ねて三つ編みをする。 	 

ショートニングを塗った型に入れる。	 



【最終発酵】	 

暖かいところで、2 倍の大きさになるまで発酵させる。型の 8 分目くらいまで発酵させ

たら発酵完了。	 	 

【焼成】	 

220℃のオーブンで 5～10 分焼き、180℃に下げて全体で 35 分焼く。バターが流れ出さ

ないように始めは少し高い温度で焼く。	 

	 

	 

	 

************************	 

デニッシュアレンジの場合	 

************************	 

【成形】	 

20×40cm に伸ばす。横半分に切って 20×20cm にする。縦 3 等分に筋をつける。	 

1cm 間隔に斜めに切り込みを入れる。	 	 

ベジカレーを適量乗せる。	 

左右から交互に包む。	 

箸などで中に押し込んでおく。	 



	 

	 

************************	 

デニッシュアレンジの場合	 

************************	 	 

【成形】  

生地を 46×19cm に伸ばす。周囲を 5mm 切り落とす	 

10 等分して 9×9cm の正方形にする。	 

三角形に折る。	 

角を残して、1cm 幅くらいの切り込みを入れて開く。	 	 

合わせ目になる部分に薄く水を塗っておく。	 	 

両側から交互に折る。	 

中心にホワイトソース／カスタードソースを入れる。	 



	 

	 

【焼成】	 

200℃のオーブンで 15 分焼く。	 

	 

************************	 

デニッシュアレンジの場合	 

************************	 

	 	 

【成形】	 

21×31cm に伸ばす。	 

周囲を 5mm 切り落とす。	 10 等分にする。	 

前後 1.5cm を残して中心を切る。	 

中心の輪に 2 回くぐらせる。	 



	 

	 

	 


