寒い季節が過ぎ去ると、少しずつ暖かい風が吹き始めます。
新芽も顔を出し、美味しい緑色の野菜たちも旬を迎えます。

ポカポカと心も体も優しい気持ちになれるこの季節。
見てほっこり、食べてほっこり。食卓を彩る美味しいパン料理をご紹介します。

Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ ・・・

「アメリカ合衆国。」 P2,3
スパイス・ハーブのおいしいお話。

「クローブ」 P4,5
パン・ド・ミの春色サンドに注目。

「春はパン・ド・ミがいいね。」 P6,7
デリのようなパン。

「ボックスに入れたパン・ぱん・ＰＡＮ」 P8,9
「春野菜をパンで愉しむ」 P10,11
ハレの日のおもてなし。

「ごちそう卵のブランチメニュー」 P12,13
季節のお料理レシピ。

「春のおいしいＷｏｒｌｄレシピ（ヨーロッパ編）」 P14,15
全国のパン屋さんご紹介。

「 Le Suprême.」 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

すべてがビッグで刺激的…

アメリカ合衆国。～西海岸～
広大な土地・建物・スーパーマーケット…そして食べ物まで、全てがビッグサイズなアメリカ。特に食べ物は見た目と
中身のボリュームに圧倒されます。まだまだアメリカンテイストは健在ですが、ヘルシー志向も進行中！
今回は観光地としても人気なロサンゼルスやラスベガスがある西海岸をメインに、スーパーマーケットを訪問して
アメリカの市場を少し覗いてみましょう。

☞ BIG !!
アメリカのスーパーマーケットに行くとまず驚くのが、
その規模！広大な敷地に商品がずらりと並べられて
いて、目的の商品を見つけるのも大変なのでは？と
思ってしまいます。ショッピングカートも大きく、大量の
商品を詰め込めます。大きなショッピングカートが
余裕で通れるほどの通路の広さも特徴です。

大きなショッピングカート。

冷蔵ケースも両側に並びます。

ひとつの種類の数がすごい！棚にびっしりと並べられています。

☞ ham , sausage , bacon , &…meat !!
どこのスーパーマーケットもミートコーナーは非常によく似ています。アメリカでよく食べられているフランクフルトソー
セージとベーコンの品揃えにはびっくり！業務用スーパーと見間違えるほどのボリュームです。逆に、ボンレスハム
やロースハム、小さなウインナーソーセージはほとんど見かけることはありません。そんな中、ハムのスライスが立
派なタッパー容器に入って売られています。日本では見かけないパッケージですが、面白いですね！コストはかか
りそうですが、スライスしたハムをタッパーに入れなおす手間を考えるとなんだか人気が出そうな予感。他にもジッ
パータイプなど、便利なパッケージが目立ちます。
精肉は、日本ではよく見かける少量のスライスミートではなく、分厚いステーキタイプがメインです。確かにアメリカ
ではステーキのイメージがありますが、家庭でも日常的に食べられているんですね。
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フランクフルトの種類の豊富さに驚きます。

タッパー入りのハム。

ステーキ肉も大胆に並んでいます。

びっしりと掛けられた畜肉製品。

☞ bakery !!
パンコーナーやインストアベーカリーを見ていると、定番人気で種
類豊富なベーグルと並んでシンプルなパンが目立ちます。サンド
イッチコーナーも充実していますし、きっと家庭でも簡単にサンド
イッチを作って食べているのでしょう。食パンをそのままサンドイッ
チにしているものはあまり見かけません。軽くトーストしてあったりパ
ニーニのようになっています。パンの厚みに対して中の具材のボ
リュームもすごい！お肉ぎっしりです。1個でお腹いっぱいになりま
すね。もちろん、ベーグルやシンプルなものだけでなく、あま～い
スイーツのようなパンも並んでいます。東海岸側のニューヨークで
は去年の春にクロワッサンドーナツが爆発的にヒットしたり、アメリカ
ンテイストなこってりとしたものも変わらず人気のようです。

ケースにはベーグルや甘系パン。

シンプルなパンがずらりと並びます。

袋売りもたくさん入っています。

種類豊富なベーグルがたくさん。

カラフルなパンもあります。

作っているのが見えます。

紙でラッピングされていて食べやすい。

肉類の量にびっくり！

かぶりつくのが一苦労なボリューム。

ハンバーガーもボリューム満点。

☞ japanese supermarket !!

☞ WHOLE FOODS MARKET

サンホゼ市にある、日系のスーパーを覗いてみると、日本直送
品、産地直送品やアルコール類、電化製品から日用雑貨まで
様々な日本のものが並んでいます。売り場も手に取りやすい低
い位置にあったり買い物しやすく明るい印象を与えています。
サンホゼ市はアジア系住民が30％を超えています。店周辺に
は日系の方や日本人が多く住んでいて、週末になるととても賑
わうそう。日本食のフードコートもあるのでアメリカ人からも人気の
スポットです。

豆腐や納豆も売っています。

日本語の商品ばかりが並びます。

日本と同じような光景。

あんぱんやクリームパンも！

フードコート。

“シャブシャブ”用の肉。

“ホール・フーズ・マーケット”は1980年に
スタートしたナチュラルオーガニック食品
を扱うスーパーマーケットです。当時はま
だ自然食品を扱うスーパーマーケットは
全米でもあまりなかったので大評判となり、
今では世界最大の自然食品スーパーで
す。商品の新鮮さをアピールしていて、惣
菜やサンドイッチなどの品揃えも豊富です。
量り売りも嬉しい！無農薬野菜が大人気
らしく、いかにアメリカの食文化にオーガ
ニックが浸透しているかが分かります。
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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

「クローブ」
clove
クローブはスパイスの中でも存在感たっぷりでバニラに似た強烈な
香りに独特な渋味を持つ熱帯植物由来のスパイス。
ソーセージやハム、肉料理の臭み消しとして、シチューやカレー
などの煮込み料理の風味づけにも利用され、西洋料理には欠か
せないスパイスです。

クローブのあれこれ
クローブはインドネシアのモルッカ諸島原産の植物。
料理などに使われるのは開花直前のつぼみを乾燥させ
たもので、つぼみが少しでも開花すると独特な香りは極端
に弱くなり、乾燥させることで格段に強まります。中国では
別名「百里香」とも呼ばれ、百里先でも届くような香りが
特徴です。ヨーロッパでは、高価で貴重なスパイスとして
古くから大変珍重されてきました。日本でも戦国時代に
はクローブ（和名：丁子）の油を刀のさび止めに利用したり、
出陣前に香りを焚きしめたとも言われています。

クローブのおいしいところ
ミートソースやハンバーグなどのひき肉料理の臭み消し
や風味付けにも使われます。その際にはクローブだけで
なく、シナモンやナツメグなどのスパイスをブレンドし練り
込むのが上手な使い方。ホールのクローブは塊肉の
表面に刺してオーブンで焼いて、クローブの香りを肉に
移すという調理法で楽しむことも出来ます（ただし、食べ
る前に取り除くことも忘れずに！）。

クローブの香りと味
刺激的な香りと味が感じられるクローブ。この香りや味は、
肉料理だけでなく甘いものとも良く合い焼き菓子などに
バニラエッセンスなどとともに使うと相乗効果も◎。香りが
強いため、使い過ぎないように使用量の注意が必要です。

おいしさひとまとめ （ガラムマサラ）

クローブ★こんな使い方も
中世ヨーロッパでは柑橘系果実にクローブを刺して、
匂い玉（ポマンダー）を作り、室内の消臭剤や芳香剤
として、また魔除けとしても使われていました。
現在、手作りの匂い玉は“幸福を呼ぶもの”“幸せに
なれるもの”としてクリスマスや新年の贈り物として
交換し合う習慣のある地方もあるほどです。

簡単レシピご紹介！！
【オレンジとイチゴの簡単フルーツサラダ
～クローブ風味～】
季節の果物を使った簡単サラダです。クローブパウダーを
少量加えるだけでスパイシーな風味が口のなかで広がり、
ひと味違ったフルーツサラダに仕上がります。
〈材料〉(2人分)
●オレンジ
●イチゴ
●クローブ(パウダー)
●蜂蜜
●オリーブオイル

1個
3粒
適量
小さじ2
小さじ2

‹作り方›
①オレンジの皮を包丁でむき、5㎜の薄い輪切りにする。
イチゴも同様に5㎜にスライスする。
②蜂蜜とオリーブオイルを合わせ、ドレッシングを作る。
③フルーツをお皿に盛り付け、②のドレッシングをかける。
④クローブを適量ふりかければ出来上がり♪♪

インド料理によく使われるミックススパイスのガラムマサラ。
基本のスパイスはクローブとナツメグ、シナモン。
これに加え、その他さまざまなスパイスが加えられて
数十種類のミックススパイスになることも。
ガラムマサラ
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※乾燥前のクローブのつぼみ。

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

おいしさ豆知識
インド生まれのガラムマサラは、ヒンドゥー語でガラム（辛い）、マサラ（スパイスの混合物）の意味。
インドらしい香味を持っており、インド料理の万能スパイスとして家庭ごとに色々とアレンジして使われています。
紅茶にガラムマサラを加えた「マサラティー」も有名です。

ローストポークと
リンゴのコンポートサンド
あっさりとした味わいのローストポークに、柔らかく煮た
甘酸っぱいリンゴのコンポートを合わせました。
リンゴにスパイスの風味が移り、コンポートにも奥行きが生まれ
ます。食感の愉しいくるみパンでサンドすることで
さらに美味しさもアップ♪♪
■材料 （1個分）
●くるみパン
●バター（食塩不使用）
●ローストポークスライス（C260）
●リンゴのコンポート※
●ドライフルーツミックス
※リンゴのコンポートの作り方

1個
4g
1枚
28g
2g

（作りやすい分量）

リンゴ 25g / ブラウンシュガー 10g / リンゴジュース 50ml /
クローブパウダー 適量 / シナモン 適量 /
①（分量外のバターをひいて）リンゴを透き通るまでソテーする。
②その他の材料を合わせ、汁気がなくなるまで煮る。

キャベツとチキンの
スパイシーピタサンド
スパイシーなタンドールチキンと、爽やかなキャベツサラダを
ピタで包みました。キャベツサラダには、クローブとマヨネーズ
のほか、ヨーグルトを加えて、酸味をプラス。ピタにたくさん
詰めても、食欲をそそる香りでペロリと食べられる1品です。
■材料 （１個分）
●ピタパン
●タンドールチキン（S305）
●パルメザンチーズ
●キャベツサラダ※²
●グリーンリーフ

※¹

1/2個
30g
１g(小さじ1/2)
35g
5g

※¹タンドールチキンとチーズを和える。

※²キャベツサラダの作り方

（作りやすい分量）

キャベツ 30g / クローブ 適量 / ヨーグルト 8g /
マヨネーズ 8g / 塩・ホワイトペッパー 適量
①キャベツを刻み、塩揉みをする。
②①をクローブ、ヨーグルト、マヨネーズで和え、
塩・ホワイトペッパーで味を調える。
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パン・ド・ミの春色サンドに注目。 いろいろなサンドイッチのご紹介です。
ふわふわ、しっとり、やさしい美味しさ

春は パン・ド・ミ がいいね。

バゲット、クロワッサン、フォカッチャ、ベーグル・・・。サンドイッチに使うパンには色々な種類がありますが、
昔からの定番アイテムで、幅広い年代に人気のパンと言えばやっぱりパン・ド・ミ。最近では食パンが再注目
されていることから、食パンの美味しさを再発見した人も多いのではないでしょうか。
柔らかい日差しが射し込む春には、ふわふわ・しっとりとしたパン・ド・ミが良く合います。春に旬を迎える食材
には柔らかな食感で繊細な香りの物も多く、パン・ド・ミならそれらの特徴を引き立たせ、優しく包んでくれます。
定番のパンだからこそ、具材は少し冒険するのもおすすめです。今回は洋風と和風にアレンジした春のパン・
ド・ミレシピをご紹介します。

+

パン・ド・ミ

洋

モルタデラと卵＆タプナード
優しいピンク色が春にぴったりのモルタデラを、サンドイッチで
一番人気の卵と合わせました。まったり濃厚な味わいは、
口溶けの良いモルタデラとも相性抜群です。さらに、卵と相性
の良いタプナードを隠し味に加えることで、全体の味わいが
引き締まり、大人味の春色サンドに仕上げました。
■材料 （1組分）
パン・ド・ミ（12㎜スライス）
バター（食塩不使用）
レタス
モルタデラスライス（L393）
いんげん（塩茹で）
ゆで卵
卵サラダ
タプナード

2枚
6g
8g
2枚
10g
15g
20g
6g

ペッパーシンケンと
そら豆＆サワークリームのポテトサラダ
じゃがいもとそら豆をサワークリームで和えて、素材の味わいを生かし
たさっぱり味のポテトサラダに仕上げました。そら豆の香りが春を感じ
させる、春に美味しいサンドイッチです。
■材料 （1組分）
パン・ド・ミ（12㎜スライス）
バター（食塩不使用）
ペッパーシンケンスライス（E215）
そら豆のポテトサラダ※
グリーンリーフ

2枚
6g
1枚
30g
4g

※そら豆のポテトサラダの作り方 （作りやすい分量）

6

じゃがいも 60g / サワークリーム 40g / マヨネーズ 20g /
オニオンスライス 18g / そら豆 20g / 塩 少々 /
①柔らかく茹でたじゃがいもの皮を剥いて、なめらかになるまで潰す。
②その他の食材を加えて、よく混ぜ合わせる。

パン・ド・ミ

+

和

スモークチキンと芹の白味噌マスタード
むね肉でありながら、しっとりとした食感と鶏肉本来の味わいを感じら
れる人気のスモークチキンを白味噌がベースの和風サンドイッチに
仕上げました。さらに、食感と香りが良い芹をたっぷり合わせて、春を
感じられるサンドイッチに仕上げました。
■材料 （1組分）
パン・ド・ミ（12㎜スライス）
バター（食塩不使用）
白味噌マスタード

2枚
6g
8g

→白味噌：粒マスタード=4：1

スモークチキンスライス（S311）
芹
アーモンド（荒く刻む）

35g
8g
3g

カントリーローストと
ピーナッツバターの白和え
なめらかな口当たりの白和えは、カントリーローストはもちろん、
しっとりとしたパン・ド・ミとも好相性。あっさりし過ぎない様、白和え
にはピーナッツバターを加えてコクのある味わいに仕上げました。
■材料 （1組分）
2枚
パン・ド・ミ（12㎜スライス）
6g
バター（食塩不使用）
1枚
カントリーローストスライス（C209）
30g
ピーナッツバターの白和え※
グリーンリーフ
4g
※ピーナッツバターの白和えの作り方
木綿豆腐 180g / 菜の花 40g / 人参 25g / マスタード 3g /
ピーナッツバター(無糖) 20g / 砂糖 5g / 醤油 7g /
①木綿豆腐は水切りし、なめらかにする。
②菜の花は塩茹でし細かく刻み、人参は太めの千切りにして麺つゆ（分量
外）で煮る。
③①に野菜と調味料を加えて、よく混ぜ合わせる。

カントリーローストと
菜の花＆桜のクリームチーズ
クリームチーズに細かく刻んだ菜の花と、春を代表する香り“桜”
を加えて、香り高いクリームチーズに仕上げました。カントリーロー
ストの繊細な味わいが生きてくる、新感覚のサンドイッチです。
■材料 （1組分）
パン・ド・ミ（12㎜スライス）
バター（食塩不使用）
カントリーローストスライス（C209）
きゅうり
菜の花＆桜のクリームチーズ

2枚
6g
1枚
25g
24g

→柔らかくしたクリームチーズ60ｇに、塩抜きをした桜の塩漬け
適量と塩茹でして細かく刻んだ菜の花適量を加えてよく混ぜる。
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デリのようなパン。

大人も子供も食べたい、お料理のようなパンメニュー。

ケースに入れて♪♪愉しもう！

ボックスに入れたパン ぱん

ＰＡＮ

暖かくなってきたらお外でLunchはいかがでしょうか？大山ハム自慢のソーセージやベーコンを使って、
出来立てはもちろん、冷めても美味しいパンを今回はさまざまなボックスに詰めてご紹介します。
ボックス入りパンを持ってお出かけにLet’s go!!!

B

A

D

C
春を感じるウキウキ蒸しパン
新玉ねぎ
＆
パストラミ
ビーフ

アスパラガス
＆
ソフトサラミ

筍
＆
ハーブ
ソーセージ

菜の花
＆
ショルダー
ベーコン

菜の花、新玉ねぎ、筍、アスパラガスなど様々な春の食材を盛り込んだ彩り豊かな蒸しパンです。
ほんのり甘い生地にソーセージやベーコンを合わせて簡単なお食事にもピッタリな4種類のプチ蒸しパンに仕上げています。
■材料 （8個分）

■作り方
〈トッピング材料〉

〈蒸しパン生地〉
薄力粉
ベーキングパウダー
砂糖
塩
水
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150g
6g
30g
少々
150ml

【A】スパイシーソフトサラミ（M238）
＋アスパラガス＆コーン
【B】パストラミビーフスライス（P209）
＋新玉ねぎ＆グリーンピース

①粉類を全て合わせてふるっておく。
水を加えてサックリ混ぜる。
②15分程度ねかせ、型に生地を1/3程度
流し込む。
③それぞれの具材をトッピングする。

（アスパラガス、菜の花はあらかじめ塩茹でしておく。）
【C】ショルダーベーコンダイス8㎜（E212）
④蒸し器で10分蒸して、竹串をさして生地が
＋菜の花＆カマンベール
ついてこなければ出来上がり。
【D】ハーブソーセージ（W518）
＋筍（水煮）＆粒マスタード

肉厚ジューシーなパプリカチキンで、ホクホクとしたじゃが
いもとチーズをサンド。チキンから溢れた肉汁がホクホク感
の残ったじゃがいもやパン全体に広がります。焼き色を付け
たパン粉をまぶし、揚げパンのようなサクサクとした食感も
感じて頂ける焼き込み調理パンです。
■材料 （1個分）
バターロール生地
パン粉
溶き卵
パプリカチキン（S313）
じゃがいも
スライスチーズ（チェダー）
パセリ

60g
適量
適量
40g
10g
1/4枚
適量

■作り方
（下準備）
☆パン粉にサラダ油を少量ふりかけ、オーブンできつね色
になるまで焼く。
①パプリカチキンを4㎝四方にカットし、2等分にする。
じゃがいもは5㎜幅にスライスし、炒めて冷ましておく。
②パプリカチキンでじゃがいも、チーズをサンドする。
パン生地で包み、溶き卵を塗ってパン粉をまぶす。
③2次発酵後、180℃で焼き上げ、パセリを振りかける。

時間がたっても
ふんわり・サクサク…でもヘルシー?!

チキンとポテトの揚げパン風
レバーケーゼを豚の角煮風に見たてて、もちもちとしたフォ
カッチャ生地で包みました。ゴマ油で炒めた白ねぎ、干し
椎茸、栗の旨味に加えて八角の香りが心地よく香ります。
レバーケーゼの柔らかい食感や白ねぎと栗を加えることで生
まれた甘みで大人から子供まで好まれる本格的な中華風の
おやきパンに仕上げました。
■材料 （1個分）
フォカッチャ生地
70g
レバーケーゼ（L520）
1/4枚
白ねぎ
14g
ゴマ油
適量
干し椎茸
3g
栗
6g
※醤油
3g
※酒
3g
※砂糖
3g
※八角
（お好みで）
黒胡麻
適量
■作り方葡萄マスタード

食べやすく・冷めても硬くならない

角煮風deおやきパン

①干し椎茸は砂糖（分量外）をひとつまみ加えたぬるま湯で
戻す。レバーケーゼを1.5㎝角に切りそろえる。白ねぎは
ゴマ油で炒める。
②※の調味料と八角と栗を加えて煮詰め、餡を作る。
③②の餡をフォカッチャ生地で包み、黒胡麻をつける。
④2次発酵後、天板に並べ、上にもう一枚天板を置く。
そのまま230℃で焼き上げる。
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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。

季節を感じるパンレシピ

春野菜をパンで愉しむ
菜の花、筍、スナップエンドウ。春野菜が店頭に並び出すと、長い冬の終わりを感じます。四季のある日本だ
からこそ、その季節の野菜を食べることは美味しさだけではなく、栄養面から考えても大切なこと。パンにも旬
のご馳走を取り入れて、新しい季節を迎えましょう。

生ハムとクリームチーズの
そら豆パン
そら豆そっくりのパンの中には、生ハムとクリームチーズ。
生ハムの塩味がそら豆の甘さを引き立てます。
■材料 （1個分）
そら豆ペースト入りフォカッチャ生地
生ハム（ロース） （E223）
そら豆（サヤから出したもの）
クリームチーズ

60g
1枚
3粒
15g

■作り方
①サヤから出したそら豆を塩茹でし、皮を剥いてペースト
状にする。フォカッチャ生地250gに対しペーストを80g
練り込む。
②60gに分割した生地を15㎝程度の楕円型に伸ばし、
1/3等分にした生ハムでそら豆とクリームチーズを包ん
だものを3か所に並べる。
③生地の端を閉じて、くびれを作りながらそら豆の形にし、
オーブンで焼く。

10

ペッパーシンケンと
新玉ねぎのチーズブレッド
そのままでも美味しい新玉ねぎは、加熱すると柔らかくトロッと
した食感に。シンプルながら刺激的なペッパーシンケンとの相対
する組み合わせが、後引く美味しさです。
■材料 （1個分 15㎝×7㎝型）
テーブルロール生地
ペッパーシンケンスライス（E215）
新玉ねぎ
シュレッドチーズ

250g
40g
50g
20g

■作り方
①ペッパーシンケンは短冊切り、新玉ねぎは薄くスライスする。
②テーブルロール生地を20㎝×15㎝に伸ばし、上3㎝を残して
①を全体に広げる。
③手前から生地を巻いたら3等分にし、切った断面を上にして
型に並べる。
④上からチーズをトッピングし、オーブンで焼く。

チキンと春の野菜畑
フォカッチャ生地に淡い緑色のグリーンピースペーストを
たっぷり塗り、チキンと旬の野菜を盛り付けました。ふっく
らジューシーなチキンは繊細な味わいの春野菜と相性
抜群です。
■材料 （1個分）
フォカッチャ生地
グリーンピースペースト
スモークチキンダイス（S306）
アスパラガス（塩茹で）
ブロッコリー（塩茹で）
じゃがいも（塩茹で）
グリーンピース（水煮）
シュレッドチーズ
オリーブオイル
ブラックペッパー

50g
15g
12g
8g
7g
6g
6g
5g
小さじ2
適量

■作り方
①グリーンピースペーストを作る。グリーンピース150g
を柔らかく茹で、ブレンダーなどでペースト状にし、
ホワイトソース50gを加える。
②丸く伸ばしたフォカッチャ生地に①を塗り、チキンと
野菜を並べてチーズ、オリーブオイル、ブラック
ペッパーをかけてオーブンで焼く。

厚切りベーコンとキャベツローストのパニエ
キャベツはオーブンでじっくりとローストすることで、旨みが凝縮し芯まで柔らかく仕上がります。さらに旨みたっぷりの厚切りベーコンと
合わせてパンのパニエ（籠）に豪快に盛り付けました。焼き上げることでベーコンの美味しい脂がパンに染み込み、さらにガーリックバ
ターの食欲をそそる香りが全体を包み込みます。キャベツが主役の豪快な一品に仕上げました。
■材料 （1個分）
フランスパン生地
粒マスタード
乾塩ベーコン8ﾐﾘｽﾗｲｽ（D255）
キャベツのロースト
ガーリックバター
シュレッドチーズ

75g
4g
20g
1/12玉分

5g
6g

■作り方
①くし形に12等分したキャベツを天板に並
べ、オリーブオイル（分量外）をまわしか
けて200℃のオーブンで15～20分焼く。
②フランスパン生地を20㎝程の楕円型
に伸ばし、生地の手前に粒マスタードを
塗る。さらに1/3にカットした乾塩ベーコ
ン、キャベツロースト、ガーリックバターの
順にのせる。
③具材をのせた反対側の生地に切り込み
を入れて、ねじりながら籠の形にする。
④上からシュレッドチーズをかけ、オーブン
で焼く。
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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。

春が旬？春を告げる人気者

ごちそう

卵 のブランチメニュー

日本では桜が春の訪れを知らせてくれますが、ヨーロッパなどでは卵が春を象徴するものと捉えら
れています。近年、日本でもイースターを楽しむ人が増えてきましたが、イースターとはイエスキリ
ストの復活を祝うお祭りです。そして、ようやく訪れた春を喜び合う気持ちも込められています。
そのイースターに欠かせないのが卵。卵には生命や復活を象徴する意味があるものとされている
からです。今回は卵を使った春にぴったりのブランチメニューをご紹介します。

ベーコンとふわふわオムレツの
ライ麦パンサンド
ふわふわに仕上げたオムレツと薄切りのベーコンを
たっぷりライ麦パンにサンドしました。オムレツ好きには
たまらない、卵を愉しむサンドイッチです。
■材料 （1組分）
ライ麦パン（軽くトーストする）
マスタードバター

2枚
6g

→柔らかくしたバター100gにディジョンマスタードを30g混ぜる。

ケチャップ
ベーコンスライス（D373）

8g
25g

→表面を軽く焼き、余分な脂をペーパータオルで取る。

オムレツ

1個

→卵2個、生クリーム大さじ1、塩、ホワイトペッパー 各少々を
よく混ぜ合わせて卵液を作り、フライパンでオムレツを作る。

ブラックペッパー

適量

ロースハムとグリーンピースの
クロックマダム
■材料 （1組分）
角食パン
グリーンピースペースト

1枚
20g

→P11 「チキンと春の野菜畑」参照

ロースハムスライス（B261）
※玉ねぎ（スライス）
※グリーンピース（水煮）
※シュレッドチーズ
※ブラックペッパー
うずら卵

1枚
5g
5g
6g
適量
1個

■作り方
①角食パンは縦半分に切り、左右のミミを切り落とす。
②底になるパンの上面にグリーンピースペーストの半量を
塗り、半分に切ったロースハムをずらすようにして重ね、
中央を丸くくり抜いたもう一枚のパンで蓋をする。
③残りのペーストを塗ったら中央にうずら卵を割り入れ、
※の具材をトッピングしてオーブンで焼く。

モルタデラとゆで卵の
春野菜キッシュ
ホクホクのじゃがいもとゆで卵。小さなお子様にも
おすすめの具沢山キッシュです。
■材料 （24㎝タルト型 1台分）
パイシート
モルタデラスライス（L393）
じゃがいも（塩茹で）
アスパラガス（塩茹で）
ゆで卵
シュレッドチーズ
※卵
※牛乳
※生クリーム
※塩・ホワイトペッパー

1枚
40g
80g
3本
3個
60g
2個
50g
50g
適量

■作り方
①型にパイシートを敷いて重石をし、200℃の
オーブンで下焼きする。
②①に適当な大きさにカットしたモルタデラとじゃ
がいもを並べ、よく混ぜ合わせた※を流し入れる。
③スライスしたゆで卵、アスパラガスを写真のように
並べ、チーズをかけて200℃のオーブンで30分
程焼く。

ペッパーシンケンの
エッグベネディクトバーガー
人気のエッグベネディクトをハンバーガー仕立てに。
ペッパーシンケンは軽く焼くことで、さらにスパイシーさ
が増してパンチのある味わいに仕上がります。
みずみずしいアスパラガスが嬉しい、ボリューム満点の
ハンバーガーです。
■材料 （1組分）
コーンパン
バター（食塩不使用）
ペッパーシンケンスライス（E215）
アスパラガス（塩茹で）
目玉焼き
オランデーズソース
ブラックペッパー

1個
6g
1枚
2本
1枚
12g
適量

■作り方
①オランデーズソースを作る。
卵黄 2個、水 大さじ1をボウルに入れ、湯煎に
かけながらホイッパーで泡立てる。さらに溶かし
バター 100g、レモン汁 大さじ1.5を加えて
とろみがつくまで混ぜ合わせ、塩・ホワイトペッパー
で味を調える。
②ペッパーシンケンはフライパンで表面を軽く焼く。
③半分にカットしたコーンパンにバターを塗り、②、ア
スパラガス、目玉焼きをのせてオランデーズソー
スをかける。最後にブラックペッパーを散らす。
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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。

春のおいしいＷｏｒｌｄ レシピ

（ヨーロッパ編）

ココロもカラダもウキウキ、目覚めの季節です。ピクニックに旅行…じっとしているのはもったいない！
旬の食材を使った世界の料理でグルメ旅行(今回はヨーロッパ編)にでかけてみませんか？

生ハムと甘酸っぱいフルーツ、濃厚クリーミーなフロマージュブラン
を合わせて春らしいブーシェ（ひと口サイズのパイ）に仕上げました。
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生ハムとフルーツのブーシェ

筍とグリーンピースのムサカ
■材料 …直径11㎝のグラタン皿1皿分

■材料 …2人分（4個分）
生ハム（ロース） （E223）
パイシート [5㎝×5㎝]
フロマージュブラン
お好きな果物
※今回はオレンジを使用。
卵黄（パイシート照り用）
ミント

パストラミビーフを筍とグリーンピースを加えたトマトソースの層と
ホクホク濃厚なポテトの層でサンドし、焼き上げました。筍の食感と
ほんのり感じられるグリーンピースの青みが絶妙な一皿です。

1枚
8枚
24g
20g
適量
適量

■作り方
①パイシートを花型でくり抜き、2枚組にする。
2枚組のうちの上部の1枚は 真ん中を円型でくり抜く。

パストラミビーフスライス（P209）
じゃがいも
ホワイトソース
オリーブオイル
※茹でた筍
※グリーンピース
※ニンニク
※トマトピューレ
塩・ホワイトペッパー
パルメザンチーズ
パン粉・パセリ

15g
1個
20g
小さじ1/2
25g
6g
3g
大さじ3
適量
適量
適量

50ｇ
10ｇ
10ｇ
適量
適量

■作り方
パイシート2枚を重ねて
1組のカップとして焼き上げる。

②パイシートに卵黄を塗り、180℃のオーブンで焼く。
③パイのカップにフロマージュブラン、カットした生ハム、オレンジ
を盛り付け、ミントを飾る。

①ふかしたじゃがいもを潰し、ホワイトソースと合わせる。
②鍋にオリーブオイルをひき※の材料を炒め、塩・ホワイトペッパー
で味を調える。
③パストラミビーフは1㎝幅の短冊切りにする。
④容器の内側壁に分量外のオリーブオイルを薄く塗り、①、パストラ
ミビーフ、②を重ねてパン粉とチーズ、パセリをふりかけ、200℃の
オーブンで7～8分程度焦げ目がつくまで焼く。

モチモチ食感の新じゃがいもニョッキと蕗（ふき）で定番ぺペロン
チーノが春味に変身♪♪ウインナーから出た旨味をまとったニョッ
キが、蕗のほろ苦さとシャキシャキとした食感に絶妙にマッチします。

蕗と新じゃがいもニョッキの
ペペロンチーノ
■材料 …2人分
あらびきポークウインナー（W556）
蕗（水煮）
舞茸
新じゃがいもニョッキ
※茹でた新じゃがいも
※強力粉
※卵
※パルメザンチーズ
※塩・胡椒
ニンニク
鷹の爪
オリーブオイル

4本
60g
30g
12個
200g
50g
1/2個
大さじ1
適量
適量
適量
大さじ1

■作り方
①※の材料を合わせて、粘り気が出るまでこねる。
②①を直径1㎝の棒状に伸ばし、1.5㎝の長さに切り分けて、
フォークで押し付けながら転がし、模様をつける。
③（分量外のオリーブオイルを入れた）たっぷりのお湯でニョッキ
を茹で、浮いてきたら冷水にとって水気をきる。
④ウインナー、蕗、舞茸は同じくらいの大きさに切りそろえる。
⑤オリーブオイルをひいて、ニンニクと鷹の爪を炒める。
⑥④の食材を加えて加熱し、ニョッキを加えて全体をサッと混ぜ
合わせたら、塩胡椒で味を調える。

アホスープとはスペイン語で「ニンニクスープ」という 意味。ニンニ
クがたっぷり入ったスープで身体も元気に目覚めましょう♪♪
お子様向けにはニンニクを控えめに、大人向けにはたっぷりと。

Ｄ． 新キャベツのアホスープ
■材料 …2人分
乾塩ベーコン（D032）
新キャベツ
玉ねぎ
ニンニク
トマト（水煮）
コンソメ（チキン）
水
オリーブオイル
塩・ホワイトペッパー
バゲット

30g
40g
30g
6g
200ml
小さじ1
300ml
小さじ１
適量
適量

■作り方
①ベーコンを1.5㎝角に切り、キャベツは１㎝の色紙切り、
玉ねぎとニンニクはみじん切りにしておく。
②鍋にオリーブオイルをひき、ニンニクを炒め、火が通ったら
ベーコン、キャベツ、玉ねぎを加えさらに炒める。
③②に火が通ったら、水煮トマト、コンソメ、水を加えて中火で
煮込み、塩・ホワイトペッパーで味を調える。
④器に盛り、お好みでスライスしたバゲットを添える。

バゲットは浸しながら食べる他、スープに加えて一緒に煮ん
でも美味しくいただけます。
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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。

Le Suprême.

16

第6回目は名古屋の下町で人気を誇る、注目
のパン屋さん“Le Suprême.”に伺いました。
名古屋の八丁味噌を使ったパンだったり、独創
的なパンが並びます。オープンから7年、地域
の方の為に美味しいパンを焼き続けている
渡辺和宏氏にお話を伺ってきました。

ポカポカとしたこの季節。パンの美味しそうな香りに誘われてふとお店に入ると、温かみのある
色合いの店内でたくさんの美味しそうな顔をしたパンが迎えてくれます。出来立ても次々と焼き
上がる様子は見ているだけで心も体もホッとしてくれます。アツアツを頬張りたい惣菜系から種
類豊富なデニッシュ系まで、どれにしようかわくわくします。ようやく決めたパンをトレーに乗せて
レジに行くとレジの隣にあるショーケースには美味しそうなスイーツ。ついつい、これも下さい、と
注文してしまいます…

『思い通りにいかないこと。』
渡辺さんのご実家は和菓子屋さん。もともとパティシエになろうと、高校卒業後、専門学校を
経て、東京の品川プリンスホテルに就職されました。しかしそこで、人手が足りないのでパン部
門に配属されたのだそうです。それが渡辺さんとパンとの最初の出会い。初めはパンは難しかっ
たけれど、ケーキとはまた違った愉しみ・面白さがあってどんどんのめり込んでいったのだそう。
その結果、ホテル内の料理コンクールでは優秀賞を受賞。働き始めて2年目のことです。
パン作りにおいて一番愉しいこと、また、大変なことを尋ねると、どちらに対しても“思い通り

にいかないこと。”と渡辺さんはおっしゃいます。パンは発酵というプロセスを経る事で形が
変化・膨張する為、発酵後のイメージを仮説に基づいて進めなければなりません。最終的にイ
メージに近い外観・触感・味が出せた時の喜びはパティスリーにはない魅力だといいます。
渡辺さんは新しいパンを、まず、味と形で分けて考えます。こういう味の組み合わせはどうか
と試してみて、美味しかったら“味”の引き出しに入れておきます。余った生地では様々な形を
試して焼いてみて、面白いなと思ったら“形”の引き出しに入れておきます。このように“味”と
“形”の引き出しをどんどん増やしてストックをたくさん作り、コンテストやお店の新商品を考える
時に、それぞれから引っ張ってきて組み合わせます。特にコンテストでは、期限が短いと良いも
のが出てこないので、自分のペースであまり気負わずに考えることが出来るのだそう。店のライ
ンナップは約100種類。いつ見ても食べても愉しめるパンがたくさん並んでいるのは、常に渡辺さ
んが新しいものを求めて引き出しを埋めていらっしゃるからなのですね。

『良い意味で期待を裏切りたい。』
来店されたお客様に驚いてもらいたい、感動を与えることをしたい、と渡辺さん。
もともと人を驚かしたりするのが好きで、お店に入った瞬間に“わあっ！”と言って
もらえると嬉しいので、その為に商品作りや店作りをしているのだとか。基本は地
域の方々に喜んでもらうためにパンを焼いていらっしゃいます。その延長線上で
コンテストに挑戦したり、パンの見た目だったり、良い意味で期待を裏切りた
い、と渡辺さんはおっしゃいます。
名古屋の中でも下町エリアに位置しているので、開店当初よりお客様の多くは
お年寄りの方。その為、どうしても、あんぱんのような昔ながらのパンが人気が
あるようです。そんな人気のあんぱんの秘密は餡子！極力砂糖の甘みは落とし
て小豆の風味を際立たせ、淡白にならないよう塩を多めに入れて甘さにキレを
出しているのだそう。あっさりとたくさん食べられるので薄皮にして中身をたっぷり
に仕上げています。コロンと食べやすいサイズも魅力です。
それと同時に渡辺さんは、下町でも焼き込んだハード系のパンをお客様に知っ
てもらいたいとオープン当初から並べています。並べただけだとなかなか買って
もらえなくて味を覚えてもらえないので、例えばドイツパンの生地を使った惣菜パ
ンを工夫して出してみたり、食べやすい形にしてお客様にご提案していらっしゃい
ます。味を知ってもらえればお年寄りの方でもハード系のパンを買って下さるそう。また、冷蔵
ケースに並ぶサンドイッチも種類豊富です。土地柄、どうしても三角サンドやとんかつサンドが売
れる中、他のパン屋さんにないようなサンドイッチの味も知ってほしいので、少数ですがいろいろ
なサンドイッチを並べるようにしていらっしゃいます。自家製のレバーペーストや様々な惣菜を
使ったヨーロッパ風のサンドイッチもどれも美味しそう！
平日は他に、お子さんを連れたお母さんや学生、週末になると若いカップルや遠方からのお客
様も訪れます。様々な客層に合わせて時間帯によって出す商品も変わります。新しいパンも
次々と並ぶので、行く度にいろいろなパンに出会えると思うとわくわくしますね。

『時間をかけただけ発見と改善が学べる。』
お店のスタッフの方々は皆さん独立志望。渡辺さんはスタッフの方々に、修行の時間と内容
をビジョンを持って取り組んでほしいと伝えています。安易に修行先を変えたり期間を短縮する
ことで、一番大切な“感じ取る”部分が学べないといいます。主体性を持って取り組めば時間を
かけただけ発見と改善が学べ、その経験が重要になってくる業種なので、ルセットに自分の
経験値を重ねて考えられる職人になってほしいとおっしゃっています。渡辺さんに今後の夢を尋
ねると、この場所でより発展したお店作りや商品作りに励みたい、と答えて下さいました。
今年にはＪＲ名古屋駅近くの髙島屋に2店舗目がオープンするそうです。しばらくは2店舗を盛
り上げていきたいとのこと。新店も楽しみです！これからも地域の方の為に提案される美味しい
パンに注目ですね。

おしゃれなサンドイッチ。

三角サンドの横にハード系のサンド。 あらびきフランクを豪快にトッピング。

大山ハムとの出会い
渡辺さんはホテルや専門学校のアシスタント、リテイルベー
カリーなどで修行をされていました。その頃大山ハムを食
べて“美味しい”と感じ、自分がお店を持ったらぜひ使いた
いと思って下さっていたそう。それから知人の方々を通じて
繋がり、現在も使って下さっています。これからも宜しくお願
い致します。

渡辺和宏氏

自家製あんぱん 140ｙｅｎ。
薄皮で餡子がたっぷりなので
高さが出てツンと可愛らしい形。

作れるものは出来るだけ手をかけ
て手作り。自家製クレームがたっぷ
りのヴァニーユも美味。（写真左）

壁の棚にもパンやお菓子が。

デニッシュ系も豊富。

住所 / 〒453-0033
愛知県名古屋市中村区
栄生町7-8
TEL / 052-471-3667
営業時間 / 7：00～19：00
定休日 / 月曜日
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サンドイッチの食材 MEMO

豆類

そら豆

野菜

12月頃から市場には出回り
始めますが春から初夏に
かけて美味しさが増します。
収穫した瞬間から栄養価が落
ちてしまうので新鮮なものを
すぐに調理することが重要
です。ビタミン、ミネラルが
多く含まれる他に、皮には
食物繊維も豊富に含まれてい
るので皮ごと焼いたり、
ポタージュにして食べるのも
オススメです。

お正月にご馳走を沢山食べ、
疲れた胃を休める七草粥に
使われる野菜として昔から親
しまれてきました。
1～4月が美味しい時期とされ
ています。香りが強く、葉の
先までみずみずしい濃緑色の
ものを選ぶと良いです。調理
する際も、加熱し過ぎず香り
や彩り、栄養分を損なわない
ような注意が必要です。

芹

果物

オレンジ

香辛料

八角（ｽﾀｰｱﾆｽ）
参考文献：全調協「オールフォト

野菜

採れたらその日のうちに食べ
るほうが良い、と言われる
くらい鮮度が重要な淡色野菜。
えぐみの原因となるシュウ酸
は、収穫後一晩で倍増してし
まうため、すぐに茹でること
が必要です。
腸内環境を整えてくれる作用
のほか、コレステロールの吸
収抑制、ナトリウムの排泄促
進の効果も注目されています。

筍

野菜

アブラナ科の葉菜のうち、花
茎を利用するものの総称です。
和種ナタネ、洋種ナタネ等が
あるが主として和種が用いら
れます。春の訪れを感じるこ
とのできる季節の野菜として、
つぼみは漬物、椀づま、から
し和えにして食べられます。
ビタミンC、ミネラルの豊富
な緑黄色野菜です。

菜の花
年中お目にかかることの出来る
果物のひとつ。その栄養価は
果物の中でもトップクラスです。
皮の白い部分に含まれるビタミ
ンPや苦み成分のリモネン、
ビタミンCなど美容と健康に
効果のある成分が多く含まれて
います。
赤ワインと合わせてサングリア
にしたり、薄皮が付いたまま
ヨーグルトに混ぜたり、様々な
食べ方で楽しめます。

果物

リンゴ

中国が原産のモクレン科の高
木の果実を利用したスパイス。
8個の袋状の果実が星の形
ように並んでいることから
「八角(ｽﾀｰｱﾆｽ)」と呼ばれま
す。肉類の臭みをとる効果は
ないものの、香りづけの目的
で中国料理（特に豚肉や鴨肉
を使用した料理）に加えられ
る重要なスパイスです。

タプナード

世界中で愛される果物。ビタ
ミンやミネラル類、有機酸の
ほかコレステロールの吸収を
抑えてくれる食物繊維も豊富。
バナナやキウイと同様、エチ
レンガスを発生させるため
同じ袋にほかの果実を入れて
いると、熟しを早めてしまい
ます。温度差を感じると傷み
やすいので、ポリ袋に入れて
密封し、野菜室での保存が
適しています。

フランスのプロバンス地方で
作られ、使われてきた調味料
のひとつ。Tapenade。
ケイパー・アンチョビ・
ブラックオリーブをすりつぶ
したペーストに、オリーブオ
イル・レモン汁を加えたもの
のほか、グリーンオリーブに
松の実・粉末アーモンド・
ニンニクなどを合わせたタプ
ナードもあります。

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」、成美堂「ハーブ・スパイスの事典」、柴田書店「料理百科事典」

大山ハムの商品 MEMO
口溶けの良いソーセージ生地
を型に詰め、ふっくらとした
食感に仕上げました。最後に
表面を香ばしく焼き上げてい
ます。

豚ロース肉を原料に使用した、
くせのない味わいのロース
ハムです。

ロースハムスライス500g

B261

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㎜ｽﾗｲｽ）

規格
（１Ｐ）

（5枚入）

500g

レバーケーゼＭ
L520

ほのかな酸味と赤唐辛子の
辛味がバランスよく、肉の
うま味がしっかり味わえる
スパイシーソフトサラミです。

塩せき＊後の豚ロース肉の
表面にブラックペッパーを
軽く振り、焼き上げました。

ローストポークスライス

C260

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1.5㎜ｽﾗｲｽ）

500g

スパイシーソフトサラミ500g

M238

保存方法

10℃以下

賞味期限

30日

規格
（1P）

500g
(約2㎜ｽﾗｲｽ)

スモークチキンダイス300g

S306

L393

保存方法

-18℃以下

賞味期限

180日

規格
（１Ｐ）

（約12㎜ﾀﾞｲｽ）

300g

バジル、マジョラム、オレガノ
などのハーブを加えて仕上げた
ソフトな食感が特徴のソーセー
ジです。
発色剤・保存料は使用しており
ません。

なめらかに練り上げた豚肉に、
彩りのよいパプリカと、コク
のあるチーズを加えて仕上げ
た、口溶けの良さと具材の
バランスが絶妙なソーセージ
です。

モルタデラスライス250g

500g

鶏のむね肉を塩せき＊した後、
しっかりとスモークをかけて
加熱しました。しっとりとし
てやわらかいスモークチキン
です。

JAS標準規格に適合した
風味の良い豚ばら肉の
ベーコンです。

ベーコンス500G
D373

400g

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㎜ｽﾗｲｽ）

規格
（１Ｐ）

（24～25本）

250g

ハーブソーセージ１Ｋｇ

W518

*塩せき･･･「JAS法」の定義では「食肉に食塩、発色剤などを加え、漬け込みを行うこと」を指します。

1,000g
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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】

