少しずつ暑さも和らぎ、だんだんと寒さを感じるようになってきます。
これからの季節、食欲と一緒に楽しいイベントごともどんどん増えてきます。

定番のサンドイッチをアレンジしてみたり季節野菜を取り入れてみたり・・・
みんなの笑顔の真ん中に美味しいパン料理を置いて愉しんでみませんか？

Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ ・・・

「酪農王国、デンマーク。」 P2,3
スパイス・ハーブのおいしいお話。

「オレガノ」 P4,5
ＢＬＴサンドに注目。

「おいしさ自由自在、可能性が広がるＢＬＴ」 P6,7
デリのようなパン。

「ソーセージ、ベーコンが主役のパン」 P8,9
「秋野菜×和のパン」 P10,11
ハレの日のおもてなし。

「おもたせパン、おもたせサンド」 P12,13
季節のお料理レシピ。

「ほっこり食材のおいしいレシピ」 P14,15
全国のパン屋さんご紹介。

「まるき製パン所」 P16,17
※本誌記載の記事・写真の無断転載、複写を禁じます。

Ｈａｍ

ｍｅｅｔｓ・・・

おいしさの起源

美味しいものを求めて…

酪農王国、デンマーク。
北欧諸国の中でも最も南に位置する小さな国、デンマーク。森の緑や湖などの美しい景色が愉しめたり、高さの
揃ったカラフルな建物が目を引きます。童話作家のアンデルセンが有名であったり、幸福度の高い国としても知ら
れています。そんなデンマークですが、実は世界屈指の農産物輸出国。酪農が盛んで、チーズなどの乳製品が
よく知られています。今回は、美味しいもの作りの国を少しのぞいてみましょう。

Kongeriget Danmark
まるで童話の世界に入り込んだような可愛らしい街並みのデンマーク。
さすが美味しいもの作りの国！美味しい食べ物の屋台も並びます。
その中でもホットドッグの屋台がたくさん出ています。食肉加工品の中
ではソーセージの割合が多く、その中でも口当たりの滑らかなボロニア
タイプをよく目にします。こちらも可愛らしい柄物のケーシングに詰められ
て並んでいます。

ソーセージにスライスしたピクルスがたっぷり！

デンマークの食肉店
デンマークでは家族でよくバーベキューをします。食肉店ではその材料に
なるお肉や、量り売りでたっぷりと買えるスパイスなども並んでいます。
生肉にデコレーションスパイスを振りかけているものもあり、そのまま焼いて
食べることが出来ます。肉がたくさん並ぶ食肉店では、分割した肉を早く
冷やすため吊り下げています。その光景はミートツリーと呼ばれています。

2 新鮮で柔らかそうなお肉。

ミートツリー！圧巻です。

生肉＋ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｽﾊﾟｲｽ。

肉に良く合うスパイスもたくさん。

ソーセージもたくさんあります。

デンマークの食事。
デンマークの朝食は基本的に、ライ麦パンにハムとチーズやジャムを
添えてコーヒーや紅茶と共に頂きます。ミューズリーやオートミール
などのシリアルも人気ですし、なんだか健康的です。
昼食や夕食にはデンマーク語で“スモーブロー（Smørrebrød）”と
呼ばれるオープンサンドがよく食べられます。デンマーク産の発酵
バターをたっぷりと塗ったライ麦パンにパンが見えなくなるほどのたく
さんの具材を乗せ、ナイフとフォークで頂きます。

日本では珍しい、豚ヒレ肉の燻製（ハム風）。

ベリーロール。

デンマークといったらデニッシュ。

デンマークを感じる。

豚ばら肉のローストポーク。

サーモンがのったスモーブロー。

具だくさんのサンドイッチ。

豚ロース肉のローストポーク。

ランチバイキングの様子。

フリカデラのスモーブロー

フリカデラは日本でいうとミートボールのようなデンマーク風ハン
バーグです。フリカデラとソテーしたじゃがいもとズッキーニをの
せ、ホワイトソースをトッピング。ライ麦パンでさっぱりと食べやす
いボリューム満点なスモーブローです。
■材料 （1組分）
ライ麦パン（スライス）
バター（食塩不使用）
フリカデラ※¹

1枚
6g
3個

ズッキーニ（ソテー）
じゃがいも（ソテー）
ホワイトソース※²

28g
40g
適量

※¹フリカデラの作り方（約8個分）
豚ひき肉 120g、乾塩ベーコン8ﾐﾘｽﾗｲｽ（D255）1/2枚、玉ねぎ1/4個、
小麦粉 適量、牛乳 適量、塩・ホワイトペッパー 適量
①乾塩ベーコンは細かくカットし、玉ねぎはみじん切りにする。
②豚ひき肉と①を混ぜ合わせ、小麦粉・牛乳を加えながら滑らかになるまで
混ぜ合わせ、塩・ホワイトペッパーで味をつける。
③熱したフライパンに②をスプーンですくって落とし、両面をこんがりと焼く。
※²ホワイトソース（市販）にパセリと水 適量を加え、弱火で温める。
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スパイス・ハーブのおいしいお話。

スパイス・ハーブでおいしいパンメニュー

スパイス・ハーブ

「オレガノ」
oregano
バジルに並んでトマトとよく合うオレガノは、イタリア料理、とくにピザ
には欠かせない存在。日本には江戸時代末期に渡来し、観賞
用として栽培されていましたが、古代ギリシャ・エジプトでは肉や
魚、野菜やワインの香りづけとしてよく知られていました。

オレガノのあれこれ
地中海沿岸原産のシソ科の多年草（寒冷地では一年草）。
開花時に先端の柔らかい部分を刈り取って乾燥させたも
のが使用されます。地中海地方の山地の山肌に自生し
ていたためギリシア語で「山の喜び」という意味の「オリガナ
ム」から名付けられました。
別名ワイルドマジョラムとも呼ばれることから、マジョラムと
間違えられやすいですが、マジョラムのような甘い香りはし
ません。花部はドライフラワーやポプリとしても利用でき、
葉部は食材として無駄なく活用できる植物です。

オレガノのおいしいところ
トマトやチーズとよく合い、イタリア料理やメキシコ料理の
必需品。チリパウダーともよく合うので、ピザやスパゲ
ティーソース、ラムローストなどに利用されるほか長時間
加熱しても香りが逃げないのが特徴です。その為、煮込み
料理などにも適しています。乾燥品がほとんどですが、生
の葉を刻んでサラダなどに散らしても美味です。

※乾燥させたオレガノとオレガノの花。

簡単レシピご紹介！！
【クルミ食パンで♪
簡単オレガノ風味のクルトン】

オレガノ使用

オレガノの香りがほんのりと口に広がる簡単クルトンです。スー
プに浮かべても、サラダのトッピングにも！

‹材料›(2人分)
●クルミ食パン（6枚切） 1枚
小さじ1/2
●オレガノ(ドライ)
●にんにく(チューブタイプ） 小さじ1
小さじ2
●オリーブオイル
‹作り方›
① クルミ食パンを適当な大きさに切る。
② オレガノ、オリーブオイル、にんにくを合わせる。
③ ②をクルミ食パンに全体的に塗る。
④ カリッと焦げ目がつくまでオーブンかトースターで焼く。

Check Point
用途に応じて大きさをアレンジ下さい！！
※サラダには…少し大きめにして食べ応えをプラス★

オレガノの香りと味
生の葉はあまり香りがなく、苦みがあります。乾燥させると
シソ科の植物の中では最も香りが強く、樟脳（しょうのう）の
様なさわやかな香りがするのが特徴です。オレガノの独特
な辛味と苦味は、肉のにおい消しにもなります。

スープには…小さく切って食感のアクセントに★

スープにも♪♪

おいしさひとまとめ （チリパウダー）
オレガノに唐辛子（チリペッパー）粉末、ディル、
ニンニク、クミンなどの香辛料をミックスして作る
香辛料がチリパウダーです。
チリパウダーはケイジャン料理のジャンバラヤや
テクス・メクス料理（メキシコ風アメリカ料理）の
チリコンカン、タコスには欠かせないものです。
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サラダにも♪♪

参考文献：S＆B食品 スパイス＆ハーブ辞典「オレガノ」
大泉書店 世界の味を愉しむ食材ノート「ザ・スパイス」
成美堂出版 ハーブ・スパイスの事典「オレガノ」
文園社 スパイス＆ハーブ辞典「オレガノ」

おいしさ豆知識
オレガノをはじめ、シナモン、ジンジャー、ガーリックなどにビタミンEを混ぜ合わせた飼料を与え育てた牛肉もあります。

黒ごまチキンサンド（2種）
クリームチーズ＆たまごサラダ

やさしい味わいのテリヤキチキンに、爽やかなオレガノの香りが
薫るクリームチーズとたまごサラダを黒ごまパンに合わせました。
見た目にも可愛らしく、食べやすいミニサイズのプチサンドに
仕上げました。

【材料】（各1個分）

A
B

●黒ごまパン
●バター（食塩不使用）
●フリルリーフ
●テバテリヤキ（S301）
●クリームチーズ※¹
●ピンクペッパー
●たまごサラダ※²
●ブラックオリーブ
●オレガノ

Ｚ

1枚
4g×2
4g×2
5g×2
10g
適量
15g
適量
適量

※¹みじん切りにしたオレガノを合わせておく。
※²たまごサラダにみじん切りしたオレガノを合わせておく。

プリプリの食感のハーブソーセージにオレガノ入りチリトマトソース
をかけた簡単タルトです。辛いのが苦手な方やお子様には
チリソースを抜いて。

ハーブソーセージと
チリトマトソースのタルト

【材料】（1個分）
●雑穀入りパン(10㎜スライス)
●ハーブソーセージ（W518）※¹
●トマトソース
●チリソース
※²
●パルメザンチーズ
●オレガノ
●ブラックペッパー
●オリーブオイル※³

Ｚ

1枚
1/2本
大さじ１
小さじ1/2
2g
適量
適量
小さじ1/2

※¹軽くソテーし、斜めにスライスしておく。
※²材料を合わせチリトマトソースを作る。
※³パンにオリーブオイルを塗り、ウインナー、チリトマトソース
の順にのせる。

乾塩ベーコンとエリンギの
きのこポットグラタン

マッシュルームの形に似せたパン（シャンピニオン）にホワイトソースが
絡んだベーコンとエリンギを詰め込み焼き上げました。
中だけふたの上にのせて食べても美味しい1品です。旨みたっぷりの
ホワイトソースがしみ込んだシャンピニオンの器も絶品です。

【材料】（1個分）
●シャンピニオン
●乾塩ベーコン8ﾐﾘｽﾗｲｽ（D255）
●エリンギ
●玉ねぎ
●ホワイトソース
●オリーブオイル
●ブラックペッパー
●オレガノ
●パルメザンチーズ

1個
5g
12g(1/4本)
20g(1/10個)
※¹ 24g(大さじ２)
適量
適量
適量
10g

※¹乾塩ベーコン、エリンギを5㎜幅、玉ねぎはくし切りにして
オリーブオイルで炒め、ホワイトソースに合わせる。オレガノ、
ブラックペッパーを加えて軽く火を通す。
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ＢＬＴサンドに注目。

いろいろなスタイルのＢＬＴサンドのご紹介です。

おいしさ自由自在、可能性が広がる

ＢＬＴ

Ｂａｃｏｎ、Ｌｅｔｔｕｃｅ、Ｔｏｍａｔｏ。これらの頭文字を
とって名前が付けられたのがＢＬＴサンド。昔からぶれ
ることのないこの組み合わせは、誰もが好きなおいしさ。
Ｂ・Ｌ・Ｔ、基本の3つを押さえておけば、パンやソースで
アレンジは自由自在。定番のサンドイッチだから枠にと
らわれがちですが、自由な発想でＢＬＴサンドを愉しん
でみませんか？

トマトオムレツとバジルのBLTサンド
冷燻して仕上げる香りの良い生ベーコンを使ったＢＬＴサ
ンド。旨みたっぷりの生ベーコンにはまろやかなオムレツ
が好相性。フレッシュなバジルを挟むことで、いっそう香
り高いサンドイッチに仕上がります。
■材料 （1組分）
食パン（12㎜スライス）
バター（食塩不使用）
生ベーコン（D349）
トマトのオムレツ※
クリームチーズ
バジル（フレッシュ）
グリーンリーフ

2枚
4g
1枚
50g
8g
2g
6g

※トマトオムレツの作り方
卵 1個 / セミドライトマト 8g / 牛乳 大さじ1 /
塩・ホワイトペッパー 少々 / サラダ油 小さじ2 /
割りほぐした卵にセミドライトマト・牛乳・塩・ホワイトペッパーを加えて
よく混ぜ合わせる。サラダ油をひいたフライパンで丸い形に焼く。

タンドールチキンのBLTカリーサンド
ＢＬＴをスパイシーなカレー風味にアレンジ。香辛
料をふんだんに使った、本格的な味わいのタンドー
ルチキンを加えることで、深みとパンチのあるＢＬＴ
サンドに仕上がります。味の決め手は甘さと辛さが
絶妙なカレーソース。全体が自然とマッチする、新
感覚の味わいです。
■材料 （1組分）
胚芽食パン（15㎜スライス）
バター（食塩不使用）
グリーンリーフ
乾塩ベーコン2.5㎜（D246）
トマト
タンドールチキン（S305）
カレーソース※
ミント

2枚
6g
6g
14g
14g
18g
8g
お好みで

※カレーソース
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マヨネーズ 30ｇ / マーマレードジャム 8g /
カレー粉 2g /

トマトフレンチトーストのBLTサンド
トマトジュースを加えた卵液にパンを軽く浸し、爽
やかな味わいのフレンチトーストに仕上げました。
ディルの清々しい香りただよう、ＢＬＴの変化球
的スタイルです。
■材料 （1組分）
トマトフレンチトースト※
バター（食塩不使用）
グリーンリーフ
乾塩ベーコン2.5㎜（D246）
きゅうり
ハーブクリームチーズ

2枚
4g
6g
16g
28g
12g

→柔らかくしたクリームチーズに、刻んだディルと
塩を少々加える。

※トマトフレンチトーストの作り方
食パン 2枚 / 卵 1個 / 牛乳 150ml /
トマトジュース （無塩タイプ） 50ml /
バター（食塩不使用） 6g /
卵、牛乳、トマトジュースを混ぜ合わせた卵液にパンを
10分ほど浸し、バターをひいたフライパンで焼く。

アボカドサラダのBLTオープンサンド
ＢＬＴにアボカドをプラスして、サラダ仕立てのオープンサンドに仕上げました。ベーコンは8ｍｍの厚切りタイプを使用する
ことで、しっかりとした旨みとコクがドレッシング代わりになります。パンは軽く下焼きをしておくと、さっくりとした食感が楽しめ、
みずみずしいサラダとバランスよく仕上がります。お好みでレモンを絞れば、おしゃれなＢＬＴサンドの完成です。
■材料 （1組分）

カンパーニュ
乾塩ベーコン8ｍｍ（短冊にカット）
トマト
オリーブ
パルメザンチーズ
レモン（くし切り）
グリーンリーフ

カンパーニュ
1枚
バター（食塩不使用）
6g
グリーンリーフ
10g
■材料 （1組分）
フルーツトマト
15g
1個
フォカッチャ
アボカド
12g
1個
卵
乾塩ベーコン8ﾐﾘｽﾗｲｽ（D255）※ 15g
大さじ3
トマトジュース（食塩不使用）
ブラックオリーブ
5g
小さじ2
砂糖
パルメザンチーズ
3g
モッツァレラ
20g
オリーブオイル
大さじ1
生ハム（ロース）（E223）
2枚
レモン
お好みで
バジル
適量
※乾塩ベーコンは1㎝幅の短冊切りにし、少量のサラダ
■作り方 油(分量外)で軽く焼き色がつく程度に炒める。
①☆を混ぜ合わせて卵液を作り、適当な大きさにカット
おいしいアレンジ
したフォカッチャを2時間～1晩漬け込む。
②熱したフライパンでバター（分量外）を溶かし、①を
・にんにくを漬け込んだオリーブオイルを、カンパー
焼く。片面に焦げ目がついたらひっくり返し、モッツァ
ニュにたっぷり塗ってトースターで焼くとガーリック
レラをのせ蓋をして約1～2分焼く。
トースト。
③粗熱が取れたら、生ハムとバジルを盛り付ける。
・レモンの代わりにバルサミコビネガーもおすすめです。
お好みでEXオリーブオイル（分量外）をかける。
コクのある酸味が加わり、奥行きのある味わいに
仕上がります。
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デリのようなパン。

大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー。

シンプルに愉しもう！

ソーセージ、ベーコンが主役のパン
ソーセージやベーコンを使ったパンは色々ありますが、シンプルな組み合わせの物ほど、飽きのこないおいしさ
があります。少しの工夫とアレンジで、定番の組み合わせも新スタイルに大変身！大山ハム自慢のソーセー
ジやベーコンを使った焼き込みパンをご紹介します。
ソーセージを食べ比べ

２種のソーセージピザ
爽やかな香りのハーブソーセージと、辛口のスパイシー
ウインナーの異なる2つの味が楽しめる贅沢なピザ。バ
ジルオイルを塗り、大人味に仕上げました。
■材料 （1個分）
ピザ生地
ハーブソーセージ（W518）
スパイシーウインナー（W453）
バジルオイル
シュレッドチーズ

70g
1/2本
1/2本
3g
8g

Sausage

ソーセージをおいしくする最強コンビ

フランク＆ザワークラウト
ボリューム満点のポークフランクは、肉汁あふれる豪快
なおいしさ！そこに酸味のあるザワークラウトを合わせる
ことで、フランクのおいしさを引き立たせると同時に、豚
肉の旨みとコクをしっかり受け止めます。改めてソー
セージのおいしさを感じさせる最強の組み合わせです。
■材料 （1個分）

88

フォカッチャ生地
ポークフランク（K195）
ザワークラウト
シュレッドチーズ
オリーブオイル

30g
1本
20g
12g
3g

食事に、ワインのお供に

ショルダーベーコン
フロマージュ
クリーミーで優しい酸味のサワークリームの上に、
パン生地が隠れるほどたっぷりのショルダー
ベーコンをトッピング。ひと口食べるごとに、ショ
ルダーベーコンの旨みと香りが口いっぱいに広
がります。サワークリームのミルクの風味が贅沢
な味わいの焼き込みパンです。
■材料 （1個分）
フォカッチャ生地
サワークリーム
ショルダーベーコン12㎜（E282）
ブラックペッパー

Bacon

40g
18g
28g
少々

おいしい脂をとじこめた

2種のベーコンスティック
フランスパン生地とベーコンのシンプルな組み合わせ。ベー
コンはパン生地に挟み込むように成形することで、直接火が
あたる部分は香ばしく、パン生地に包まれた部分はジュー
シーに仕上がり、2種類の味わいを愉しめます。ポイントは
ベーコンのおいしさを引き立てる2種類のソース。葡萄マス
タードのやさしい酸味と甘さ、バジルオイルの爽やかな香り。
お好みの味をぜひお試しください。
■材料 （1個分）
フランスパン生地
乾塩ベーコン2.5㎜（D246）
葡萄マスタード
or
バジルオイル
オリーブオイル

75g
1枚
3g
2g
適量

※生地の端にオリーブオイルを塗ってから、ベーコンを包む様に
成形すると、オリーブオイルを塗った部分がめくれる。

葡萄マスタード
粒の大きなタイプのマスター
ドに葡萄果汁が入った、スパ
イシーな味わいの中にフルー
ティーな甘みを感じるマス
タード。ドレッシングに加えたり、
肉や魚のソテーに合わせると
美味。ベーコンやソーセージ
との相性も抜群です。
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デリのようなパン。

大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー。

ほっとする組み合わせ。

秋野菜 × 和 のパン
汗ばむ季節が過ぎ、また過ごしやすい季節がやってきます。実りの秋！食材も美味しい季節です。
そんな美味しくて体にも優しい秋野菜を使った、和を感じる焼き込み調理パンをご紹介します。
ほんのりとした甘みや香ばしい香りが食欲をそそります。

２種のあったかＳｗｅｅｔなパン
優しい甘さ。

サツマイモ＋
ショルダーベーコン
サツマイモの味わいを生かしたペーストに、
食感がしっかりとしたダイス状のショルダー
ベーコンを合わせました。サツマイモの甘さと
ショルダーベーコンの塩気がマッチ！
■材料 （1個分）
テーブルロール生地
サツマイモペースト※
ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝﾀﾞｲｽ12㎜（E282）
パルメザンチーズ
黒ごま

50g
22g
5g
2g
適量

※柔らかく茹でて皮を剥いたサツマイモをマッシュし、
生クリーム 適量でのばす。塩 少量を加え味を調える。

食感が愉しい。

里芋＋カントリーロースト
甘さ控えめのリンゴジャムの上に里芋とカントリーローストを
トッピング。肉の食感に里芋のサクッと粘り気のある食感が
愉しい組み合わせです。
■材料 （1個分）
50g
テーブルロール生地
16g
リンゴジャム（市販）※¹
カントリーローストスライス（C209）1/2枚
15g
里芋※²
白ごま
適量
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※¹甘さ控えめのものを選ぶ。

※²皮を剥き、軽く茹でておく。

スモークチキンと栗の甘辛パン
あっさりとしたスモークチキンに栗ときのこ
の甘辛いソテーを合わせました。噛みしめ
るほどにライ麦パンとソテーの味わいが口
に広がります。アツアツでも冷めても美味し
い組み合わせです。
■材料 （1個分）
ライ麦パン生地
スモークチキンスライス（S310）
栗ときのこのソテー※

50g
12g
18g

※栗甘露煮とお好みのきのこを食べやすい大きさ
にカットし、油を熱したフライパンで軽く炒める。
醤油 少量を回しかけ、さらに炒める。

パストラミビーフとレンコンのクロワッサン
リッチな味わいのクロワッサンで香り高いパストラミビー
フとレンコンときんぴらごぼうを包みました。噛み応え
のあるパストラミビーフと根菜類のしゃきしゃきとした食
感がクセになります。
■材料 （1個分）
クロワッサン生地
パストラミビーフ（P211）
きんぴらごぼう※¹
レンコン※²

55g
14g
16g
5g

※¹皮を剥いた人参とごぼうを長めのささがきにし、ごま油を熱した
フライパンで炒める。醤油 適量と砂糖 少量、鷹の爪 少量を
加え、ある程度水分が飛ぶまで煮詰める。
※²皮を剥いて5㎜幅にスライスし、茹でておく。
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ハレの日のおもてなし。
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季節のイベントを盛り上げる、たのしいメニュー。

パーティーを盛り上げるパンレシピ

おもたせパン、おもたせサンド
クリスマスやお正月、家族やお友達の家に集まって、ホームパーティーする機会も多い時期。お呼
ばれされたら用意したいのが気の利いた手土産。でも、みんなと同じものは持っていきたくない・・・。
それなら、少し頑張って手作りに挑戦してみませんか？心を込めた手料理なら、みんなさらに喜ん
でくれるはず！パーティーを盛り上げる、おもたせパンレシピをご紹介します。

根っこの野菜がおいしい

ベーコンと根菜のミートパイ

■材料 （1台分）
パイシート
牛ひき肉
乾塩ベーコン8ﾐﾘｽﾗｲｽ（D255）
レンコン、ごぼう、人参
セロリ
★トマトペースト
★生パン粉
★卵
★オレガノ、イタリアンパセリ
★塩
★ブラックペッパー
サラダ油

たっぷり根菜が入ったひき肉だねを、サクサクの
パイで包んだボリューム満点のミートパイ。さらに
厚切りベーコンを加えて旨みをプラス。ハーブをき
かせて香り豊かなミートパイに仕上げました。

■作り方
2枚
150g
60g
各50g
30g
15g
1/2カップ
1個
適量
小さじ1/2
小さじ2/3
大さじ1

①レンコン、ごぼう、人参、セロリは粗みじん
切りにして、サラダ油を熱したフライパンで
塩(分量外)を少々振って炒める。
②牛ひき肉をボウルに入れ、粗熱のとれた①
と、1㎝幅にカットした乾塩ベーコン、★の
材料を入れてしっかりと混ぜる。
③パイシートに②をのせて、もう一枚のパイ
シートをかぶせてフォークなどでしっかりと
押さえる。
④全体に溶いた卵を塗り、200℃のオープン
で25～30分焼く。
※焦げそうな場合、アルミホイルをかぶせる。

おいしさのポイント
・野菜は食感が残る程度の大きさ
にカットするのがポイント。あらか
じめ炒めておくと、旨みが凝縮し
ます。
・パイシートにはナイフで切れ込み
を入れたり飾りをつけると、パー
ティーにぴったりな華やかな仕
上がりに。

お菓子のようなプチサンドＢＯＸ

プティフール・サレ
サンドイッチやパイ、キッシュ。プチサイズなら自分が好きなものを選んで食べるこ
とができるので、パーティーメニューにおすすめです。色々なカタチや味わいのご
馳走を詰め込んだお菓子のようなキラキラＢＯＸなら、みんなが喜ぶ顔が目に浮
かびます。

2
3

1

6

5
ハーブの香りをまとった

1

乾塩ベーコンと根菜の
ミートパイ

クセになるおいしさ

4

7
デザート感覚のプチサンド

8
新しいハムの食べ方

2 きゅうりとハーブチーズ
3 生ハムとドライフルーツ
4 ハムのディップ
のサンドイッチ
のプチサンド

■材料

■材料

■材料

■材料

P12「ベーコンと根菜のミートパイ」
のたねを、花型にくり抜いたパイ
シートで挟んで、焼成する。

食パン
バター(食塩不使用)
ハーブチーズ※
きゅうり

プチパン
生ハム（モモ）（E203）
バター（食塩不使用）
セミドライフルーツ（いちじくなど）
マスカルポーネチーズ

バゲット
熟成ロースハム(B326)のディップ※
ピンクペッパー

※クリームチーズにディルなどの刻んだ
ハーブと塩を加える。

ホクホクかぼちゃがおいしい

パン+ご飯

ビールのおつまみに

※熟成ロースハム50g、クリームチーズ20g、
生クリーム大さじ1、ブラックペッパー少々
をフードプロセッサーで混ぜる。

牛肉の旨みたっぷり

5 ペッパーシンケンと
かぼちゃのキッシュ

6 ベーコンときのこの
リゾッドパン

7 ポチキデニッシュ

8 パストラミビーフの
人参サラダサンド

■材料

■材料

■材料

■材料

タルト台
ペッパーシンケンスライス（E215）
かぼちゃ（ボイル）
アパレイユ
シュレッドチーズ

プチパン
乾塩ベーコン2.5㎜（D246）
きのこリゾット
シュレッドチーズ
イタリアンパセリ

デニッシュ生地
ハワイアンポチキ（W493）

プチパン
バター(食塩不使用)
クリームチーズ
グリーンリーフ
パストラミビーフ（P211）
人参サラダ※

→ﾀﾙﾄ台にﾍﾟｯﾊﾟｰｼﾝｹﾝとかぼちゃを並べ、ｱﾊﾟ
ﾚｲﾕ（卵2個、牛乳50ｍｌ、生ｸﾘｰﾑ50ｍｌ）を流
し込む。ﾁｰｽﾞをかけて200℃で15分焼成。

→プチパンの中身をくりぬいて、ベーコンと
リゾットを詰める。上からチーズをかけ
てオーブンで焼く。

※ｽﾗｲｽした人参を白ﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ、
ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、塩でﾏﾘﾈする。
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季節のお料理レシピ。

パンと一緒に愉しみたい、料理レシピ。

ほっこり食材のおいしいレシピ
芋、栗、南瓜、梨、葡萄……きのこや根菜類なども。夏に太陽の恵みをたっぷり受けて、栄養満点に育った旬食材を
使ったほっこり優しいレシピをご紹介致します。体でいっぱい「美味しい恵み」を感じませんか？？

ソーセージとほっこり食材に、豆腐ベースでヘルシーなジェノベーゼ
風ソースを合わせて、あったかホットサラダに仕上げました。

Ｄ． ほっこり食材のホットサラダ
2本
適量
適量
4個
10g
50g
小さじ１
小さじ１
適量
適量

■作り方
①エリンギ、舞茸はさっと水で洗い、大き目にほぐしておく。
②ソーセージは3等分にし、弱火でじっくり焼く。
③かぼちゃは食べやすい厚さにスライスし、里芋は皮をむき、
下茹で、トマトは十字に切り込みを入れ、パプリカは型抜きし
オーブンで軽く焼く。里芋、かぼちゃ、きのこ類も炒める。
④※を滑らかになるまで合わせ、ジェノベーゼ風ソースを作る。
食材、ソースを器に盛る。
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Ｄ． 生ベーコンと林檎のそば粉ガレット
■材料 …１人分

■材料 …２人分
パセリ＆レモンソーセージ（W572）
ほっこり野菜（里芋、かぼちゃ 等）
ほっこりきのこ（エリンギ、舞茸 等）
ミニトマト
パプリカ(赤、黄)
木綿豆腐（軽く水切りし崩す）
オリーブオイル
バジルペースト
※
ガーリックパウダー
塩こしょう

生ベーコンの旨味や塩味と林檎の甘酸っぱさが絶妙にマッチした
もちもちのガレットを、ホワイトソースをかけてしっとり仕上げました。

生ベーコン（D349）
林檎
バター（食塩不使用）
砂糖
ほうれん草
ホワイトソース
そば粉
卵
※
水
塩
ピンクペッパー

2枚
20g
小さじ1
小さじ1
20g
30ml
50g
1個
100ml
2g
適量

50ｇ
10ｇ
10ｇ
適量
適量

■作り方
①くし切りにした林檎を並べバターでソテーし、砂糖を加えて煮詰める。
②下茹でしたほうれん草と生ベーコンは5㎝程度に切っておく。
③※のガレット生地を合わせて（分量外のバターを熱して）、生地を
薄くのばして焼く。
④器にガレットをひき、ガレットの中央に具材をのせて、ホワイトソース
（1/3量）をかけ、両端をたたむ。
⑤残りのホワイトソースをかけて、ピンクペッパーをふりかける。

どちらが当たるかな？ホクホクの南瓜とかりこり蓮根。
それぞれをキノコと合わせてペッパーシンケンで巻いてパイで包みま
した。スパイシーなペッパーシンケンとよく合います。

忙しい朝にも、風邪ひきさんにも!!ほっこり優しい味のリゾット。
ホッとするミルクの香りに、きのこの旨味、こりこりした栗の甘味。
美味しくて、体も心も温まる1皿に仕上げています。

Ｄ．
C ペッパーシンケンの秋冬パイ包み Ｄ． かくれんぼ栗のミルクリゾット
■材料 …２人分

■材料 …各１本分
ペッパーシンケンスライス（E215）
南瓜
蓮根
エリンギ
パイシート（10×10cm）
柚子胡椒
※
めんつゆ
白ネギ
乾燥野菜（飾り用）
溶き卵黄（照り用）

各1/2枚
15g
20g
各5g
各1枚
小さじ1/2
大さじ1
20g
適量
適量

■作り方
①南瓜、蓮根、エリンギを5cm程度のスティック状に切りそろえる。
②南瓜とエリンギはソテーし、蓮根は柔らかくなるまで下茹でする。
③南瓜と蓮根それぞれをエリンギと合わせペッパーシンケンで巻き、
あらかじめ室温に戻したパイシートで包む。
④照り用卵黄をはけでぬり、200℃に予熱したオーブンで10分程度
軽く焼き色がつくまで焼く。
⑤みじん切りした白ネギに※の調味料を合わせて、ソースを作る。
⑥器にパイ包みと乾燥野菜を盛り、ネギ柚子胡椒ソースを回しかける。
飾り用の乾燥野菜は5㎜程度の厚さにスライスしトースター
でひっくり返しながら片面を15分ずつローストする。

乾塩ベーコン8ﾐﾘｽﾗｲｽ（D255）
栗甘露煮
白ご飯（今回は麦ご飯）
舞茸
コンソメ（チキン）
オリーブオイル
水
牛乳
ブラックペッパー
パルメザンチーズ
刻みパセリ

1枚
1個
160g(多め1膳分)
20g
4g
大さじ1/2
150ml
250ml
適量
適量
適量

■作り方
①舞茸はさっと水で洗い、食べやすい大きさにほぐしておく。
乾塩ベーコンは5㎜幅拍子切り、栗は1㎝角程度に切っておく。
②鍋にオリーブオイルをひき、ベーコンと舞茸を軽く炒める。
③火が通ったら、鍋に水とコンソメを入れる。コンソメが溶けたら、
牛乳、温かいご飯を入れ、中火で10分煮込む。
④煮えてきたら、栗を入れて2～3分弱火で軽く煮込む。
⑤器に盛り、ブラックペッパー、パルメザンチーズ、パセリをふりかける。
舞茸の歯ごたえ、歯ざわりを楽しみたい場合は手切りで縦割り、
お年寄りやお子様には横切り（繊維と直角）にする。
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全国のパン屋さんご紹介。

大山ハム商品を使っていただいているパン屋さんをご紹介します。

まるき製パン所
第5回目は京都市北門前町にある“まるき製パ
ン所”に伺いました。昭和22年の創業以来焼
き続けられているパンは、素朴でシンプル。素
材の味を生かしたパンは幅広い層のお客様か
ら人気を集めています。どこか懐かしい、趣の
あるパン屋さん。まっすぐで、笑顔の素敵な
木元広司氏にお話を伺ってきました。

朝6時。6時半の開店時間を前に財布を持った男性がパンを求めてやってきます。
まだ品揃えの少ない陳列棚。コッペパンに具材を詰めて渡します。出来立ての柔ら
かいコッペパンを頬張って、出社、といったところでしょうか。優しい味わいのパンが
朝からほっこりとした気持ちにさせてくれそうです。
まるき製パン所の1日は最初のお客様が来店された時から始まります。その時から
絶えず自転車や車、押し車が店の前にやってきます。棚いっぱいに並んだパンも
次々となくなり、また、新しいパンが並びます。奥を覗くと、大量のコッペパン！サンド
イッチがどんどん作られています。そんな忙しそうな厨房スペースには、スタッフの
方々の笑顔がいっぱい溢れています。

『美味しかったらそれで良いと思う。』
木元さんにパンへのこだわりや想いを尋ねたところ、一言、“何もない。”と返ってきました。こだわるとかあまり好きではな
いという木元さんは、食べて美味しいものが出来るなら何でも変え、材料でも美味しいと思ったらすぐ取り入れていらっ
しゃいます。木元さんのパン作りは、奥様のお父様のパン屋さんの後継ぎとして突然始まりました。今までほぼ独学で
やってこられたので、まるき製パン所のパンはよく知っているけど他のパンのことは知らない、と木元さんはおっしゃいます。
京都パン組合の副理事として様々な講習会を主催されていますが、参加した際は一生懸命聞き、何かひとつでも思っ
たことは、帰って必ず実践されるそうです。それはパン作りに限らずなんでもだそうです。以前、弊社が講習会をさせて
頂いた際、気に入って下さった製品をすぐに使用して頂いたこともあります。
パンの種類は全部で約60種類。半分はコッペパンのお惣菜系や調理パンですが、時間帯によって色んなパンが並ぶの
でどれにしようか迷ってしまいます。66年という長い間、素朴でシンプル。根元は大きく変わらずとも、木元さんの美味
しいものを求める想いが常に新たな刺激を与えてくれ、長年愛されている秘訣のひとつなのではないかと感じます。
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コッペパンがずらりと並ぶ中
売れ筋No.1のハムロール。

野菜たっぷり
サラダロールも人気。

コッペパンに餡子がたっぷり入った
優しい甘さの小倉あんぱん。

程よい塩加減がクセになるしおぱん。

『昔ながら。でもどこか新しい。』
入口の陳列棚から奥の厨房スペースまで仕切りがなく、ほぼ吹き抜けの店構え。
昔ながらの情緒を感じる場所にしっかりと溶け込んだ空間です。
厨房スペースからはお客様の様子がよく見えます。木元さんはその様子をじっく
りと観察されます。パンを見てなかなか決められないお客様を見たりすると、
“思っているパンがないのかな、なら新しいパンを作らなきゃ。”と考えるそうです。
また、対面式の販売方法ではお客様と会話がしやすく、意見をストレートに聞くこ
とが出来ます。
路面に面した対面式の店舗は昔に比べて少なくなってきています。“どうやって
買うんですか？”とか“トレー下さい。”と言われることもしばしば。基本的には
注文を受けたパンをスタッフの方が取って下さいますが、トレーを欲しているお客
様にはパンが並んでいるおぼんを渡します。型にはまらず、お客様の目線に合わ
せて対応されています。中には自転車に乗ったままパンを購入されるお客様も
いらっしゃるそう！まるでパンのドライブスルーみたいですね。
常に、木元さんをはじめスタッフの方々全員が、お客様が買いやすいようにと考
えていらっしゃいます。常連のお客様が多いのも納得です。
服にもみられるように流行は繰り返します。フランス系のパン屋さんをたくさん見
木元広司氏
ている方にはコッペパンが主流のパン屋さんは目新しく感じるかもしれません。
“そのうち飽きられるけど、また下の若い方たちから注目される。これを続けることによって残して
いければと思う。ちょっと違う感じのパン屋さんも良いでしょ。”と木元さん。 ここに来てこの味を
買っていただくことに意味があるので、店を増やしたり他の場所に出したりすることはしないそうで
す。これからも地域に密着したパン屋さんとして受け継がれていってほしいと思います。

作業台の上にはたくさんのコッペ
パン。随時作られている。

また最近人気に火がついて
きているニューバード。

ネーミングは分かりやすいように
見たままつけているそう。

スタッフの方のアイディアという
可愛らしい、ぞうさん。

『おしゃべりは大事な意見交換。』
まるき製パン所では仕事中はおしゃべりしても良いことになっています。おしゃべりは大事な意見交換の場だからです。
“黙っていても分からないことも話しやすい環境があれば気持ちが分かりやすい。”と木元さん。お話を伺わせていただい
ている間もスタッフの方々の明るい声が飛び交っていました。おしゃべりを通じて、もっとこうした方が良いなどの意見交
換をされています。実際、スタッフの方の意見を取り入れたパンも並んでいました。木元さんと奥様だけでなくスタッフの
方々全員が本当に仲が良く、厨房スペースはとても賑やか。自然と笑顔もたくさん溢れていて、元気いっぱいな“いらっ
しゃいませ！”が聞こえていました。小さめの窯で次々と焼き上がるパン。開店してから作り続けているのでいつでも美味
しい状態で食べることが出来ます。その空間で作られたパンやサンドイッチはなんだかホッと癒されます。少し足を延ば
してでも食べたくなる味がここにはあります。ぜひこれからも素敵なチームワークで美味しいパンを作り続けてほしいです。

大山ハムとの出会い
昔、大山ハムがお店に営業に来たのが始まりだそうです。
弊社の噂は聞いて下さっていて、食べて頂いた結果、使用
していただくようになりました。売れ筋のハムロールやカツ
ロールにも使用して頂き、大変お世話になっています。“出
会えて良かった。”とのお言葉も頂き、嬉しい限りです。これ
からも宜しくお願い致します。

住所 / 〒600-8356
京都府京都市下京区松原通
堀川西入北門前町740
TEL / 075-821-9683
営業時間 / 平日 6：30～20：00
日・祝日 7：00～14：00
定休日 / 不定休
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サンドイッチの食材 MEMO

野菜

蓮根

ハーブ

イタリアンパセリ

果物

杏(アプリコット)

日本では当初観賞用として栽
培されていましたが、『風土
記』には食用とされるように
なったと記されています。
夏場(8月頃)から収穫が始まり
翌年の春過ぎまで順次掘り起
こされます。輪切りにすると、
「先を見通せること」から縁
起が良い食べ物とされていま
す。主成分はデンプンでタン
パク質、無機質、ビタミンな
どは少ない。
普通のパセリとは違い葉が平
たいのが特徴です。香味もパ
セリほど強くはなく、さっぱ
りとしているので食べやすい。
そのため、サラダにトッピン
グしたり、ドレッシングや
ソースなどの材料にも利用さ
れています。
ビタミン類の他、ミネラル類
(カルシウム、鉄分、マグネシ
ウム)なども豊富。ビタミンA
は人参に次いで多く含まれて
います。
果物のなかではビタミンA(カ
ロテン)の含有量がトップクラ
ス。特に乾燥させたドライア
プリコットは抜群の含有量で
す。生で食べるほか、缶詰、
ジャムなどにも加工され利用
されています。
リンゴ酸やクエン酸など多く
の有機酸も含まれるので、食
欲増進・便秘解消に。果肉に
含まれるギャバはストレス軽
減効果もあるとされています。

地中海沿岸が原産で乾燥に非常
に強いことからスペインやイタ
リアなど世界各地で栽培されて
おり、日本では香川県小豆島で
作られています。
品種により形や色、大きさが異
なります。未熟果(ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ)、
熟果(ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ=ﾗｲﾌﾟｵﾘｰﾌﾞ)
ともにオリーブオイルやオード
ブル、サラダに利用されます。

ブラックオリーブ

きのこ

マッシュルーム

ハーブ

ディル

ハラタケを品種改良したきの
こです。日本でも西洋料理の
普及に伴って各地で栽培され
るようになりました。
香りは強くなく、味はよいの
で煮込み料理やミートソース、
グラタンなど多くの西洋料理
で使われています。
品種としては白色種、黄色種、
褐色種などがありますが、褐
色種の味がもっとも濃い。

古くから薬草としても栽培さ
れており、西欧では親しまれ
ているハーブ。特にサーモン
のマリネなどには欠かせない。
ディルの種子(ﾃﾞｨﾙｼｰﾄﾞ)は、
香りが強くスパイスとして広
く流通しています。生の葉は
料理の香りづけに、乾燥させ
た葉(ﾃﾞｨﾙｳｨｰﾄﾞ)は、種子に比
べてマイルドな香りが特徴で
す。

栗

世界中で栽培されるクリは、
ニホングリのほか３品種。
古くから各地で食用にされて
おり、日本でも縄文時代から
貴重な食料でした。
美味しい栗(皮付き栗)の見分け
方としては、皮にツヤとハリ
があり重みのあるものが良い
ものです。1～2%の塩水に皮
ごと10時間ほどつけて水気を
きり、よく乾かしてから冷蔵
庫のチルド室で保存するのが
最適です。

チーズ

牛乳由来の非熟成タイプの
チーズです。作りたてのフ
レッシュな状態が一番美味し
く、非常にクリーミー。
クリームチーズに比べ、脂肪
分が高く、酸味が少ないため
甘味が感じられます。
用途としては、製パンだけで
なくチーズケーキ等のお菓子
作りやスナックにも使われ、
親しみのあるチーズです。

マスカルポーネ

参考文献：全調協「オールフォト 食材図鑑」、高橋書店「もっとからだにおいしい 野菜の便利帳」、文園社「スパイス＆ハーブ辞典」
成美堂「ハーブ・スパイスの事典」、エヌ・シー・フーズ「素晴らしいチーズとパンの世界」

大山ハムの商品 MEMO
ジューシーでコクのある味
わいに仕上げた、オール
ポークのあらびきフランク
フルトソーセージです。
保存料は使用しておりませ
ん。

国産豚ロース肉の上品な
味わいを活かして塩せきし、
表面を軽くローストして
仕上げました。

カントリーローストスライス

C209

乾塩ベーコン８ミリスライス

D255

ペッパーシンケン スライス

E215

保存方法

10℃以下

賞味期限

30日

規格
（１Ｐ）

（約2㎜スライス）

500g

ポークフランク
K195

Ｅ282

-18℃以下

賞味期限

180日

規格
（１Ｐ）

（約59g/本）

1㎏

豚ばら肉を原料とし、
乾塩せき法による独特な
風味と豊かなスモークの
薫りが特長のベーコンで
す。特定JAS規格品。

塩せきした牛の前ばら肉に、
ブラックペッパーをまぶし
て加熱しました。
芳醇な味と香りが特長です。

保存方法

-18℃以下

保存方法

-18℃以下

賞味期限

180日

賞味期限

180日

規格
（1P）

(約8㎜スライス)

規格
（1P）

（約1㎜スライス）

500g

パストラミビーフ
P211

500g

国産豚肩ロース肉を塩せき
した後、ブラックペッパー
をたっぷりとまぶして焼き
上げたオリジナルロースト
ポークです。

スパイスとヨーグルトを
ふんだんに使用した特製の
タレに鶏のもも肉を漬け込
み、加熱しました。スパイ
シーな風味がクセになる
チキンです。

保存方法

10℃以下

保存方法

-18℃以下

賞味期限

30日

賞味期限

180日

規格
（１Ｐ）

（約2.5㎜スライス）

規格
（1P）

（約2.5㎜スライス）

500g

タンドールチキン
Ｓ305

保存方法

-18℃以下

賞味期限

180日

規格
（１Ｐ）

(約12㎜ダイス)

1kg

500g

豚肉のおいしさを活かし、
パセリとレモンの風味を
効かせたソーセージです。
発色剤・保存料は使用して
おりません。

豚ばら肉に比べ、比較的
脂肪の少ない肩肉を使用
したショルダーベーコン
です。

ショルダーベーコン１２㎜

保存方法

パセリ＆レモンソーセージ

W572

保存方法

10℃以下

賞味期限

30日

規格
（1P）

150g（5本入）
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おいしさをデザインする。

“サンドイッチのアトリエ”
大山ハムのメニュー提案担当の女性チーム。
「ココロがよろこぶおいしさ」をテーマに
物語のある提案を目指しています。

宇野真理子【東京】

林田日香留【神戸】

赤松未華【神戸】

