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「a bientôt」 P16,17 

あっという間に春が過ぎ、太陽が照り付ける季節がやってきました。 

どんな時でも美味しくパンを食べたい！旬を迎えるカラフルな野菜と合わせて、 

スパイシーな刺激で思いっきり汗をかいたり、冷やしてホッとしたり・・・ 

暑さに負けずしっかりと食べられるサンドイッチとお料理パンをご紹介します。 



Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ・・・ ハム・ソーセージの食べ方、楽しみ方 

スパイスとヨーグルトの美味しい出会い 

タンドールチキン 
タンドリーチキンとは北インドに伝わる伝統料理です。
ヨーグルトとさまざまな香辛料にじっくりと漬け込んだ鶏
肉を、タンドールという窯でじっくりと香ばしく焼き上げま
す。インドでは赤く着色する習慣があります。その見た目
と香りで食欲をそそられますね。 
 
大山ハムのタンドールチキンは、そんなインドのタンド
リーチキンをイメージして作られています。鶏のもも肉を、
何種類ものスパイスとヨーグルトを使用したタレにじっくり
と漬け込んで焼き上げています。 
さまざまなスパイスが混ざり合い、独特の風味を作り出
しています。味の決め手はなんといってもヨーグルト！
ヨーグルトで全体の味をマイルドに仕上げてくれます。 
独特のまろやかなスパイシーさがクセになる夏にぴった
りのチキンです。 
 
タンドールチキンのまろやかなスパイシーさは緑黄色野
菜と好相性！カボチャ、トマト、パプリカなど、優しい甘さ
の野菜を組み合わせると、旨味が混ざり合い、なんとも
いえない味わいを引き出します。 
そんなタンドールチキンを使った夏にぴったりなパン 
メニューをご紹介します。 
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タンドールチキンとサワークリームの爽やかデニッシュ 

■材料 （1個分） 
 

デニッシュ生地 
サワークリーム 
タンドールチキンスライス（S304） 
ミニトマト 
パセリ 

50g 
18g 
10g 
1/2個 
適量 

リッチな味わいのデニッシュ生地にスパイシーなタン
ドールチキンをトッピング。爽やかな味わいのサワーク
リームとジューシーなミニトマトを合わせることでさっぱり
と仕上がりました。 冷やしても美味しいデニッシュです。 

クリームを乳酸菌で発酵させた
もの。独特の爽やかな酸味が
あり、さっぱりとした口当たりが
特徴です。そのままだけでなく
料理の仕上げにも使います。味
のしっかりしたものに合わせると
さっぱりと仕上げてくれます。 

サワークリーム 
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タンドールチキンと彩り野菜のパンキッシュ 

■材料 （1個分） 
 

ブール 
○卵 
○生クリーム 
○塩・ホワイトペッパー 
タンドールチキンスライス（S304） 
トマト 
カボチャ（グリル） 
パプリカ（赤・黄） 
シュレッドチーズ 
パルメザンチーズ 
パセリ 
 

■作り方 
 

①トマト、カボチャ、パプリカは適当な大きさにカットする。 
②パンの上側をカットし、器部分のパンをくり抜く。 
③○の材料をよく混ぜ合わせて卵液を作る。②に流し 
  込み、その上に野菜とタンドールチキンをバランス 
  よく並べる。 
④シュレッドチーズ、パルメザンチーズをのせて200℃ 
  のオーブンで20分焼く。仕上げにパセリをトッピング 
  する。 
 

1個 
1個 
50ml 
適量 
20g 
10g 
18g 
10g 
8g 
2g 
適量 

タンドールチキンと相性の良い彩り野菜を合わせ、キッシュに仕上げました。アツアツはもちろん、パプリカとトマトのジューシーさ
で冷めても喉越し良く食べることが出来ます。香ばしく焼けたパンの器までも全部食べることが出来、最後まで美味しく頂けます。
カラフルな見た目が食欲をかきたてるパンキッシュです。 

タンドールチキンとマサラオムレツのサンドイッチ 

インドの家庭でよく食べられているマサラオムレツ。味の決め手は青唐辛子とガラムマサラの辛味とパクチーの香り。 
そんなマサラオムレツをタンドールチキンと合わせると、暑い時期にぴったり！ホットスパイシーなサンドイッチに。ヨーグルトを
混ぜ合わせたまろやかなオーロラソースを合わせることで口当たり良く仕上げています。 

■材料 （1個分） 
 

穀物入りパン 
バター（食塩不使用） 
サニーレタス 
タンドールチキンスライス（S304） 
マサラオムレツ※¹ 
オーロラソース 
  →ヨーグルト：ケチャップ＝1：1 

ブラックペッパー 

1個 
4g 
4g 
23g 
18g 
4g 
 

適量 

※¹マサラオムレツの作り方 （作りやすい分量） 
卵 2個 / トマト 1/2個 / 玉ねぎ 1/4個 / パクチー 適量 
青唐辛子 2本 / 塩・ホワイトペッパー 少々 / 
ガラムマサラ 適量 / 油 適量 
 
①トマトは細かくカット、玉ねぎ・パクチー・青唐辛子はみじん切りにする。 
②卵、ガラムマサラを加えてよく混ぜ合わせ、塩・ホワイトペッパーで 
  味を調える。 
③熱したフライパンに油を薄くひき、②を焼く。 

http://www.daisenham.com/


  簡単レシピご紹介！！ 
 

【セージオリーブバター】 
           ＆【レモンセージソース】 
 

セージの爽やかな香りを活かした簡単な合わせバターと 
ソースです。ハーブの香りを加えるだけで、いつもの料理を、 
ひと味もふた味も違った印象に変えてくれるアイテムになります。 
 
 

■材料 （各50g程度） 
 
 

 【セージオリーブバター】 
 ●セージ(生) 
 ●オリーブオイル 
 ●バター 
 

    →サンドイッチに使用する際はバターは食塩不使用のもの 
 

<作り方> 
①セージ(生)をみじん切りにする。 
②常温に戻したバターを柔らかくなるまで練る。 
③セージとオリーブオイルを合わせ、 
  少しずつ②に加える。少し置いておくと、 
   セージの香りが油分にうつります♪ 
 
 

 【レモンセージソース】 
 ●セージ(生) 
 ●レモンの皮 
 ●マヨネーズ 
 

<作り方> 
①セージ（生）をみじん切りにする。  
②レモンの皮を千切りにする。 
  香りだけをつけたい時は皮をすりおろす。 
③セージとレモンの皮とマヨネーズを合わせる。 

   セージのあれこれ  
シソ科サルビアの仲間のセージは地中海沿岸が原産。
500種以上もある変種の中でも、栽培されている主品種
は真正セージ（ダルマチアン）・クラリセージ・スペインセー
ジ（スパニッシュ）の3品種。このなかでもスパイスとして主
に用いられているのは真正セージです。  

 

   セージのおいしいところ 
牛・豚・鶏・マトンなどの肉類だけでなく魚やレバーなどの
内臓系料理の臭み消しとしても使えます。特に豚肉料理
とは抜群の相性で、豚肉の脂由来の脂肪臭を消すのに
最適とされ、脂が多くクセの強い素材（魚ならイワシ等）と
も好相性です。 
 

   セージの香りと味 
ソー（saw:豚肉や豚肉を塩漬けしたもの）＋セージ(sage)
からソーセージという言葉ができているほど、古くから 
ソーセージ作りに利用されてきました。 
セージの香味は大変強く、乾燥させたセージはよもぎに
似た薬品のような芳香を持ちます。味はわずかに渋く、 
爽やかで清涼感のあるほろ苦さが感じられます。強い清
涼感や苦みがでるので調理に使用する際は、適量また
は引き上げるタイミングを好みの加減で調節する必要が
あります。 
 

   セージとの相性 
すっきりした後味が特徴のセージは、脂身の多い魚肉類
やクセの強い食材だけでなく、鶏肉や白身魚などの淡白
な味わいのものやクリームを使ったグラタンやシチューな
どの煮込み料理にも相性◎。 

おいしさ豆知識 
イタリア料理でもセージの利用頻度は高く、イタリアの肉屋で肉を買うと、サービスでローズマリーとセージをプレゼントさ
れることもあります。強い芳香性を持つため、しっかり臭みを消したい時にはパウダーまたは乾燥したセージを、ほのか
に香りを移したい時には生の葉や小枝をそのままで、調理後に取り除くようにしましょう。 

スパイス・ハーブでおいしいパンメニュー   スパイス・ハーブのおいしいお話。 

スパイス・ハーブ 

「セージ」 
         sage 

参考文献：S＆B食品 スパイス＆ハーブ辞典「セージ」 
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「セージ」 
文園社 スパイス＆ハーブ辞典「セージ」      

古代ローマ時代から薬用植物として広く親しまれてきたセージ。 
イギリスのことわざ「長生きしたければ５月にセージを食べよ」という
言葉があるほどです。肉の臭み消しのみならず魚料理やレバー等
の内臓系料理にも抜群の芳香効果を示すスパイスです。 

適量 
小さじ2 
小さじ2 

※乾燥前の生セージ。 

4 

適量 
小さじ2 
小さじ2 
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Sauce として  

レモンセージソース 

やさしい味わいのハムとゆで卵のオープンサンド。 
ソースをひと工夫するだけでシンプルなサンドイッチ
が数段階もランクアップします。 

■材料 （１個分） 
 

●カンパーニュ（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） 
●ゆで卵（スライス） 
●レモンセージソース 
●パセリ 

 

1枚 
6g 
1枚 
3枚 
12g 
適量 

～レモンセージソース香る～ 

 ハムエッグオープンサンド 

メインの食材に合わせて使い分け。 
味わいのバリエーションが広がります。 

■材料 （1個分） 
 

●ドイツパン（ドライフルーツ＆ナッツ入り） 
●セージオリーブバター 
●グリーンリーフ 
●スモークチキンのフリッター 
●トマト（スライス） 
 

≪スモークチキンのフリッターの作り方≫ 
①衣を作る：セージ粉末2g、小麦粉25g、ベーキングパウダー8g、片栗粉15g、 
        卵1個、水20mlを合わせる。 
②スモークチキンダイス（S306）25gに衣をつけて、中温でカラッと揚げ、 
  油を切る。 

 

2枚 
6g 
2g 
30g 
20g 

セージが爽やかに香る衣をまとったスモークチキンのフ
リッターをフルーツやナッツの入ったドイツパンでシンプ
ルにサンドしました。衣だけでなく、セージバターをサンド
面にたっぷり塗ることでソース無しでも十分に味わいの
あるサンドイッチをお楽しみ頂けます。 

Beurre composé※¹ として 

バゲットなどのリーンなパンにもピッタリ。 

その際はたっぷりと塗りましょう。 

軽くトーストすると、ハーブの香りがバターを通し
てパンに移り、おいしさが引き立ちます。 
他のハーブ・香辛料・チーズ等を合わせるとさらに
味に奥行が生まれます。 

※¹ beurre composé（ﾌﾞｰﾙ･ｺﾝﾎﾟｾﾞ）とは、 
   バターに様々な食材を合わせたもののこと。フランス料理では肉、 
   魚料理に添えたりカナッペに使ったりもされる。 

セージオリーブバター 

スモークチキンの 
  ハーブフリッターサンド 

レモンやハーブを効かせたい場合は上から追加でふりかけても◎ 

http://www.daisenham.com/


ホットドッグに注目。 いろいろなサンドイッチのご紹介です。 

シンプルな様で奥深い 

ホットドッグを追究する 

世界中には様々な種類のサンドイッチがありますが、一番
庶民的で誰もが知っているサンドイッチなのが“ホットドッグ”
かもしれません。三省堂 例解新国語辞典によると、ホット
ドッグとは“細長いパンにソーセージや野菜などを挟んだ食
べ物”と出てきます。クラブハウスサンドやＢＬＴサンドに比
べると定義がシンプル。そのシンプルで飽きのこない美味し
さだからこそ、いつの間にか私達の生活に浸透し、食事とし
てはもちろんスナック感覚でも楽しめる点が長年愛されて
いる理由なのかもしれません。 
 
ホットドッグは19世紀後半、ドイツ移民がアメリカへ持ち込
んだ食べ物とされています。ホットドッグの名前の由来は諸
説ありますが、パンにフランクフルトソーセージを挟んだ姿が
犬のダックスフンドを連想させ、それを『ＨＯＴ ＤＯＧ』と新
聞漫画に掲載したところから広まったという説が有力です。 
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“ＨＯＴＤＯＧ”という単語は、英語圏において、「自慢家、
目立ちたがり」など、有能だが自己顕示欲の強い人物を
例える時に使われ、やや皮肉っぽい意味が込められてい
ます。そして、そういった人のことを“ＨＯＴＤＯＧＧＥＲ”とも
言い、ホットドッグに挟んだソーセージがパンの全長より長
く、両端が外にはみ出していることからきています。 

①ポークウインナー ②白いタイプ ③ピリ辛タイプ ④太いフランクタイプ 

定番のタイプですが、皮ありor皮なし、
天然腸or人工腸などによって味わい 
が違ってきます。（写真製品：あら 
びきポークウインナー W201） 

パンが負けないようにパン自体に味
わいのあるものやボリューム感を持
たせるのがポイント（写真製品：ポー
クフランク K195） 

刺激的な味わいが特に夏に人気のタ
イプ。アボカドやチーズでマイルドさを
プラスするのもオススメ（写真製品：
ポチキ1Ｋｇ W120） 

発色剤を使用していない無塩せき
のソーセージ。やさしい印象に仕
上がるので女性に人気。（写真製
品：ハーブソーセージ W518） 

ソーセージには長いものや太いもの、香辛料やハーブを使ったものな
ど色々な種類があります。ホットドッグはシンプルなだけに、ソーセー
ジとパンの相性が大切です。そこで、大山ハムの代表的なソーセー
ジを例に、ホットドッグのソーセージを考えてみましょう。 

①ソーセージとパンの長さ 
パンの両端からソーセージが少し
はみ出るのがベスト。ソーセージの
長さが強調され、思わずかぶりつき
たくなる仕上がりに。 

②パンの種類 
“ドッグパン”というとフワフワの細長いロー
ルパンが定番ですが、旨味のしっかりした
ソーセージなら酸味のきいたライ麦パン、
ピリ辛のチョリソーなら相反する味わいのク
ロワッサンのホットドッグもおすすめです。 

③焼く？茹でる？ 
焼く場合は少量の油をひいて、弱
火でじっくり焼くのがポイント。皮は
香ばしく、水分が飛ぶ分ソーセー
ジの味が濃く感じられます。茹で
る場合は沸騰したお湯でグラグラ
茹でるのではなく、80℃前後の
たっぷりのお湯で温める様に茹で
ると、ふっくらジューシーに。 

④個性を出すプラスα食材 
酸味を効かせてソーセージの旨
みを引き立てるには、レリッシュや
ザワークラウト。食感のアクセントに
はフライドオニオンや刻み玉ねぎ。
女性好みのスタイルに仕上げるに
はチーズやアボカドをプラスしてみ
てはいかがでしょう？ 

ホットドッグ分析 
 

ホットドッグの基本要素は①パン②ソーセージ③ソース。
味のバランスもちろんのこと、食感や見た目も大切。す
べてのバランスがとれたとき、パーフェクトなホットドッグ
の完成です！ 

ホットドッグの“ソーセージ”を考える 

ホットドッグの歴史 目立ちたがり屋のソーセージ 

ホットドッグの原点に戻る 

ホットドッグはあまりにも簡単に作ることができるので“作り
方”なんて考えたことがないかもしれません。しかし、少し
のコツとポイントを押さえれば、いつもよりひと味もふた味
も違うホットドッグに仕上がります。そこで、ホットドッグの
“組み立て方”を改めて考えてみましょう。 



スパイスをたっぷり使った夏にぴったりのスパイシーなホットドッグ。香ばしく
焼き上げたウインナーとみずみずしいキャベツのコントラストが絶妙です。 

スパイシーミートと 
キャベツのクミン炒めドッグ 

■材料 （1組分） 
ミニバゲット 
バター（食塩不使用） 
キャベツのクミン炒め 
アラビキポークウインナー（W201） 

 →油を少量ひいたフライパンで炒める     
挽肉のスパイシー炒め 
トマト（角切り） 
ブラックペッパー 

1本 
8g 
30g 
1本 
 
20g 
10g 
適量 

ズッキーニと人参のエスニックドッグ 

夏野菜とカッテージチーズのキッシュドッグ 

■材料 （1組分） 
ソフトフランスパン 
バター（食塩不使用） 
パクチー 
ズッキーニ（スライスして塩揉み） 
アラビキポークウインナー（W201） 

 →たっぷりのお湯でボイルする    

人参なます 
スイートチリソース 
ピーナッツ（荒く刻む） 

1本 
4g 
6g 
15g 
1本 
 
20g 
10g 
5g 
 
 

■材料 （15㎝ドッグ型 1個分） 
パイシート（100g） 
ハーブソーセージ（W518） 

夏野菜のソテー   
○カッテージチーズ 
○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 
1本 
35g 
18g 
10g 
1/2個 
大さじ1 
大さじ1 
各少々 
 

肉汁溢れるウインナーにたっぷりの野菜を合わせました。なますの酸味と
甘辛いスイートチリソースが後引く美味しさです。 

香り豊かなハーブソーセージに夏の元気な野菜をたっぷり合わせて、お
しゃれなキッシュに仕上げました。野菜の甘みが際立つ一品です。 

■作り方 
①型に合わせてパイシートを敷 
   き、重石をのせて200℃の 
   オーブンで15分下焼きする。 
②①にソーセージをのせ、粗熱 
   が取れた夏野菜のソテーと 
   ○をよく混ぜ合わせた卵液を 
   流し入れて200℃のオーブン 
   で30分程焼く。 

＊人参なます 
 人参1本を細く千切りし、塩少々を加えて塩揉みする。      
 余分な水気をしっかりと絞り、合わせ酢（酢大さじ2、砂糖大さじ1） 
  で和える。 

＊夏野菜のソテー 
  ズッキーニ1/4本、玉ねぎ1/8個、パプリカ（赤・黄）各1/8個は1㎝の角切りにし、 
  サラダ油小さじ2をひいたフライパンで炒める。全体に火が通ったら塩・ホワイトペッパー 
   で味を調える。 

＊キャベツのクミン炒め 
 フライパンにサラダ油大さじ1とクミン 
  シード小さじ1/2を入れて弱火で炒め、  
  クミンの香りが立ってきたら3～4㎝角に 
  切ったキャベツ1/8玉を入れて炒める。 
  キャベツに火が通ったら塩・ホワイト 
  ペッパーを適量加えて味を調える。 

＊挽肉のスパイシー炒め 
 フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、み 
  じん切りにした玉ねぎ1/4個、にんにく1 
  片を炒める。挽き肉200gを加えて 
  全体に火が通ったら、クミンパウダー大 
  さじ1/2、チリパウダー大さじ1、ケチャッ 
  プ大さじ2を加えてさらに炒める。              
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デリのようなパン。 

風味や香りを楽しもう♪ 

大人も子供も食べたい、お料理のようなパンメニュー。 

大地から吸い上げた水分をたっぷり含んだジューシーな野菜や、食欲をかきたててくれる香味食材を閉じ込めて、 
暑い季節でも気分はアゲアゲ↑↑になるような4種類の揚げパンをご紹介します。 

合わせて揚げて風味を楽しむ 
                  旬 揚げパン 

■材料 （2種類・各2本分） 
 

 
 
 
 

 

■作り方 
 

①食パン1枚の耳を落とし縦に4等分し、トーストする。 
②それぞれの具材を作る。 
③皮の上にパン1/4枚とそれぞれの 
  具材を30g程度のせて包む。 
  （巻きやすいよう右下図のように皮の手前にのせる） 
④端を水溶き片栗粉でとめる。 
⑤油を160～180℃に熱し、④をキツネ色になるまで 
  揚げる。 
   
 

 

【梅オクラ】 
乾塩ベーコン（D246） 
    ＋オクラ＆ゴボウサラダ（梅マヨ味） 
 

⇒乾塩ベーコンは5㎜幅にカットする。 
  オクラは塩茹でにし、適当な大きさにカットする。 
  千切りにしたゴボウはさっと茹でる。千切りにした人参と 
  オクラ、ゴボウを梅ヨネーズ（梅：マヨネーズ＝2：8）で和える。 

 

【トマト茄子】 
パプリカチキン（S313） 
    ＋トマト＆茄子＆パセリ 
 

⇒パプリカチキン、トマト、茄子は適当な大きさにカットする。 
  オリーブオイルをひき、茄子を炒める。火が通ったらパプリカチキンを 
  加えて炒め、トマトソースで煮込む。トマトとパセリを加えて味を調え火を止める。 

 

トーストした食パンの上に2種類のタイプの違う酸味の効いた具材をのせて春巻きの皮 
で包んで揚げました。一見するとただの春巻きのようですが、一緒に包んだカリカリ 
の食パンがポイント！具材からでる旨味や水分をうまく吸い込んで、カリッとした 
   食感を保ち、ボリューム感もアップした揚げパンに仕上がります。 

8 

春巻きの皮 
食パン（6枚切り） 
水溶き片栗粉 
 
 

4枚 
1枚 
適量 

揚 
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茗荷にチーズ。普段出会う事のなさそうな、 
この組み合わせ。加熱することで、溶け出し
たチキンの旨味が絶妙にまとめてくれます。 
口に広がる茗荷の香味とまろやかなカマン
ベールチーズを一緒にお楽しみ下さい。 

80g 
適量 
適量 
40g 
10g 
15g 
適量 

■材料 （1個分） 
 

ドーナッツ生地 
パン粉 
溶き卵 
スモークチキンダイス（S306） 
茗荷（千切り） 
カマンベールチーズ 
塩・ホワイトペッパー 

80g 
適量 
適量 
25g 
5g 
15g 
 

■材料 （1個分） 
 

ドーナッツ生地 
そうめん(衣用) 
溶き卵 
パストラミビーフ（P211） 
枝豆 
スパゲティーサラダ※¹ 
 
 

※¹ 茹でたスパゲティーをカレーマヨネーズ 
   （マヨネーズにカレーパウダーを適量加えた 

   もの）で和える。 
 
 

カレー味のスパゲティーサラダにコロコロとした 
食感が楽しい枝豆をプラス。具材をスパイシー
なパストラミビーフでまとめ、ドーナッツ生地で 
包んで揚げました。衣には短く折ったそうめん
を使って、ザクザク夏らしい楽しい食感に仕上
げました。 

 

揚 

揚 
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デリのようなパン。 
  

いろいろな生地でくるくる。 

ハムを使ったパンといえば、テーブルロール生地でくるくると巻いたハムロール。 
シンプルながら不動の人気を誇る美味しい組み合わせ。今回はいろいろな生地を
使って、大山ハムのいろいろなハムをくるくると巻いたパンをご紹介します。 

大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー。 

ハムを楽しむパン 
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ロースハム×テーブルロール生地 
 

  ２種の和風ハムロール 

■材料 （1個分） 
 

テーブルロール生地 
 

梅しそ 

 練り梅 
 大葉 
 ロースハムスライス（Ｂ261） 
 

じゃこ海苔 

 醤油 
 海苔 
 ロースハムスライス（Ｂ261） 
 ちりめんじゃこ 
 
 
 
 
 

90g 
 

 

3g 
1枚 
1/2枚 

梅の香りとちりめんじゃこ、２種の味わいの和風ハムロール
をくっつけました。柔らかくて食べやすいテーブルロール 
生地と２つの味わいが食べ飽きない美味しさです。 

ペッパーボンレス×クロワッサン生地 
 

  ペッパーボンレスの 
ハム卵クロワッサン 

■材料 （1個分） 
 

クロワッサン生地 
ペッパーボンレス（Ａ243） 
卵サラダ 
 

50g 
1枚 
18g 

ペッパーボンレスに卵サラダを合わせてリッチな味わい
のクロワッサンで巻きました。ブラックペッパーがピリリと
効いたクロワッサンです。 

45gずつに分割し、平たく伸ばす。それぞれの
材料を乗せて手前からくるくると巻く。真ん中
から2等分にカットし、上を向けて5㎜程の間隔
を開けて並べる。じゃこ海苔にはちりめんじゃこ
を乗せてオーブンで焼く。 

クロワッサン生地の手前にペッパー
ボンレス・卵サラダを乗せて手前か
らくるくると巻く。オーブンで焼く。 

2g 
2g 
1/2枚 
6g 
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熟成ロースハム×フランスパン生地 
 

  ハムとカシスのフランスロール 

■材料 （1個分） 
 

フランスパン生地 
カシスマスタード 
熟成ロースハム（Ｂ326） 
シュレッドチーズ 
パルメザンチーズ 

60g 
3g 
1枚 
8g 
2g 

肉の風味豊かな熟成ロースハムをフランスパン生地でくるくると巻きました。カシスが香る甘酸っぱいマスタードを合わせて。 
2種類の香ばしいチーズの香りとの組み合わせがクセになるパンです。 

生ハム（ロース）×ブリオッシュ生地 
 

  生ハムとレーズンの 
ブリオッシュ 

■材料 （1個分） 
 

ブリオッシュ生地 
  →レーズンを適量練り込んでおく。 

生ハム（ロース）（Ｅ395） 
クリームチーズ 

60g 
 

１枚 
5g 

ふわふわでリッチな味わいのブリオッシュに生ハムの塩気
がマッチ。ブリオッシュに加えたレーズンの甘みと酸味が 
アクセントになった、ティータイムにもおすすめのパンです。 

フランスパン生地を平たく
伸ばす。カシスマスタード
を塗り、熟成ロースハムを
乗せて、手前からくるくると
緩く巻く。シュレッドチー
ズ・パルメザンチーズを乗
せてオーブンで焼く。 

粒の大きなタイプのマス
タードにカシスを加えた
ものです。カシスの甘
酸っぱい酸味がマス
タードと混ざり合い、爽
やかな口当たりに。ベー
コンなど肉料理と相性
抜群！彩りも良いので
料理のアクセントにも。 

カシスマスタード 

① ブリオッシュ生地を20gと40gに分割し、40gの方を平たく伸ばし、 
  生ハム・クリームチーズを乗せて手前からくるくると巻く。 
② １をドーナツ状にし、20gの生地を涙型に成形して穴に差し込む。 
  カップ型に入れ、オーブンで焼く。 

① ② 
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ハレの日のおもてなし。 
  

季節のイベントを盛り上げる、たのしいメニュー。 

パンは冷蔵庫で冷やすと乾燥して固くなってしまいがちですが、冷やすことによって美味
しくなるものもたくさんあります。特に暑い夏にはそんなメニューが嬉しいですよね。サンド
イッチの大敵である“水分”を上手く利用すれば、喉越しすっきりな夏にぴったりの一品
に！みずみずしい野菜をたっぷり使ったサラダの様なサンドイッチや、フレッシュなフルー
ツを使ったデザート感覚のサンドイッチ、そしてパンのリメイクレシピ。今年の夏は冷たいパ
ンメニューで暑い夏を乗り切りませんか。 

パストラミビーフの香味サラダサンド 
和の素材に徹した夏サンド。鼻に抜けるわさびの辛味がパストラミビーフ
を引き立て、すっきりとした中にも旨みを感じる一品です。 

タンドールチキンと 
 夏野菜グリルのピタサンド 

■材料 （1組分） 
 

ピタパン 
グリーンリーフ 
タンドールチキンスライス 
          （Ｓ304） 

夏野菜グリルの 
  バルサミコマリネ    
人参サラダ 
マヨネーズ 

 
＊夏野菜グリルのバルサミコマリネ 
   パプリカ（赤・黄）各1/2個、カボチャ50g、ズッキーニ1/2本、 
  を適当な大きさにカットし、サラダ油大さじ1をひいたフライパンで 
  焼き色をつける。熱いうちに塩を振り、ボウルなどに入れてバルサ 
  ミコビネガー大さじ1～2でマリネする。 

 
＊人参サラダ 
  人参1本の皮を剥いて細く千切りし、塩小さじ1を振って塩揉み 
  する。水気をしっかり絞ったらボウルに入れ、オリーブオイル 

  大さじ2、白ワインビネガー大さじ1でマリネする。 

 

1枚 
8g 
 
25g 
 
35g 
15g 
5g 

■作り方 
 

①ピタパンにグリーンリーフ・ 
  タンドールチキン・夏野菜 
 グリルのバルサミコマリネ 
  ・人参サラダ・マヨネーズ 
 の順に挟む。 

冷やしておいしい夏パンメニュー    
今年の夏はこれで決まり！ 
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■材料 （1組分） 
 

角食パン 
バター（食塩不使用） 
水菜 
茗荷 
アボカド 
わさびマヨネーズ 
  →わさび：マヨネーズ＝1：4 

鰹節 
トマト（半月スライス） 
パストラミビーフ（P211） 

2枚 
4g 
10g 
3g 
12g 
6g 
 

1g 
2枚 
25g 

野菜をたっぷり食べたい時には、ピタサンドがおすすめです。スパイ
シーなタンドールチキンと甘みの凝縮した夏野菜の味のコントラストが
食欲をそそります。 

■作り方 
 

①水菜は角食パンの幅に合わ 
  せてカットし、茗荷は細い千 
  切り、アボカドは5㎜幅に 
  スライスする。 
②角食パンのサンド面にバター 
  を塗り、水菜・茗荷・アボ 
  カド・わさびマヨネーズ・鰹 
  節・トマト・パストラミビーフの 
  順に重ね、もう一枚のパンで 
  蓋をする。 
 



ソフトサラミとフルーツトマトと 
  クレソンのパンツァネッラ 

■材料 （4人分） 
 

固くなったバゲット 
スパイシーソフトサラミ（M238） 
フルーツトマト 
クレソン 
パルミジャーノ・レッジャーノ 
ブラックオリーブ 
○EXバージンオリーブオイル 
○白ワインビネガー 
○塩・ホワイトペッパー 
 
■作り方 
 

①バゲットはボウルなどに入れてたっぷりの水に浸し、柔らかく 
  なったら水気をしっかり絞って、手で大き目のひと口大に 
  ちぎる。 
②スパイシーソフトサラミは半月切り、フルーツトマトはくし型 
  切り、クレソンは適当な長さにカットする。 
③○の材料をよく混ぜ合わせドレッシングを作る。 
④ボウルにおろしたパルミジャーノとその他の具材を入れ、 
  ドレッシングを回しかけてざっくりと混ぜ合わせる。冷蔵庫で 
  冷やすと一層美味しく仕上がります。 

1/3本分 
6枚 
1玉 
1束 
20g 
6個 
大さじ3 
大さじ1 
適量 

パンツァネッラは固くなったパンを美味しく食べる知恵と工夫か
ら生まれた、イタリアトスカーナ地方の家庭料理です。ソフトサラ
ミをメインに、素材の味わいを生かした一品に仕上げました。 

生ハムとアボカド＆マンゴーのフォカッチャサンド 
生ハムに合わせるフルーツと言えばメロンが定番ですが、濃厚な甘みと豊かな香りを併せ持つマンゴーもおすすめです。ポイントは
バルサミコビネガー。少し加えることで全体の味わいが纏まり、さらにマンゴーの甘みを一層引き立てます。 

■材料 （1組分） 
 

フォカッチャ 
EXバージンオリーブオイル 
ベビーリーフ 
アボカド 
マンゴー 
生ハム（ロース）（E395） 
バルサミコビネガー 
クルミ（ロースト） 
 

■作り方 
 

①アボカドとマンゴーは5㎜幅にスライスする。 
  アボカドはレモン汁（分量外）をかけておく。 
②フォカッチャは横半分にカットし、サンド面にオリーブ 
  オイルを染み込ませる。 
③ベビーリーフ・アボカド・マンゴー・生ハムロースの順に 
  重ね、さらにバルサミコビネガーを回しかけて砕いた 
  クルミを散らす。 

1カット 
6g 
8g 
16g 
20g 
1枚 
小さじ1 
3g 
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ポイント 

フレッシュなマンゴーが手に入らなければ、ドライマンゴーでも
代用できます。ドライマンゴーは15分程水に漬けて柔らかくし、
しっかりと水分を除いて使いましょう。 
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夏のおいしいＷｏｒｌｄ   レシピ （アジア編） 

季節のお料理レシピ。 パンと一緒に楽しみたい、料理レシピ。 

暑さや寝不足で身体がだるい、外に出るのも億劫…なんてことはないでしょうか？ 

そんな時こそ、旬の食材を使った料理を食べて海外（今回はアジア編）に出かけた気分を味わってみませんか？ 

                       

枝豆ころころベーコンとチーズの 
                ホットック 

■作り方 
①生地を作る。 
②乾塩ベーコンは5㎜幅にカットし、炒める。枝豆はさやから出して、 
  薄皮を除いておく。 
③①の生地を４分割し丸めて、直径約7㎝にのばす。その上に 
  ②の具材とチーズを乗せ、塩・ブラックペッパーをかけて包む。 
④フライパンに油をひき、フライ返しで押さえながら両面がこんがり 
  するまで焼く。タレをかける。(チリソースとも相性◎) 

■材料…4個分 
乾塩ベーコン（D246） 
枝豆（冷凍タイプ） 
チーズ 
塩・ブラックペッパー 
 

白玉粉 
強力粉 
ドライイースト 
砂糖 
塩 
水 
 

‹タレ› 

はちみつ＆粒マスタード 
 

白玉粉のもちもちとした食感がたまらない韓国のおやき。 
緑色が映える枝豆の味とベーコンやチーズの塩味で、タレがなく
てもそのまま美味しい、お酒にも合う1品です。  

 

60g 
20粒 
40g 
適量 
 

50g 
90g 
3g 
5g 
1.5g 
115ml  
 

 

適量 

ポチキの甘辛ライタ（ﾖｰｸﾞﾙﾄｻﾗﾀﾞ） 

■作り方 
①バナナを1㎝程度の厚さに輪切りスライスし、レモン汁をかける。
②ハワイアンポチキを温め、バナナと同じ1㎝程度の厚さの輪切り 
  にする。 
③ハワイアンポチキ、バナナ、ドライフルーツをヨーグルトで和える。 
④塩・ホワイトペッパーで味を調え、イタリアンパセリをトッピングする。 

 
    ☆Ｐｏｉｎｔ☆ 
    ヨーグルトのタイプによって異なる印象に！ 
       ・加糖タイプ使用…ポチキの辛さがより際立つ。 
       ・無糖タイプ使用…すっきりとした後味。 

■材料…2人分 
ハワイアンポチキ（W493） 
バナナ 
ドライフルーツ【レーズン】 
ヨーグルト 
レモン汁 
塩・ホワイトペッパー 
イタリアンパセリ 

バナナやレーズンなどのフルーツとピリリとクセになる辛さが特徴
のポチキを甘酸っぱいヨーグルトで和えた、インドのヨーグルトサラ
ダ。カレーのお供にもピッタリです。  

2本 
50g 
大さじ1/2 
80g 
小さじ1 
適量 
適量 
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具 

①ボウルに白玉粉、強力粉 
  を合わせる。 
②中央を窪ませ、そこに砂 
  糖とドライイーストを入れ、 
  塩は端に入れる。 
③窪みに半量の水を加え、 
  イーストを溶かす。残りの 
  水も加え混ぜる。 
④まとめながら、よく捏ねる。 
⑤生地を丸め、ラップをかけ 
  て30～60分発酵させる。 
 

 

≪生地の作り方≫   
  

 

生
地 



Ｄ． のどごし涼好コーンスープ 

■作り方 
①カントリーローストを5㎜幅に切る。ミニトマトは4等分に切る。 
  茗荷は千切り、葱は小口切りにしておく。 
②（鍋に分量外のごま油をひき）、コーン（ホール）を軽く炒める。 
  コーン（クリーム）、水、コンソメを加えてひと煮立ちさせる。 
③卵とカントリーローストを加え、すぐに軽くまぜて火を止める。 
④塩・ホワイトペッパーで味を調える。 
⑤器に盛り、トマト・茗荷・葱を飾る。 

■材料…2人分 
カントリーローストスライス（C209） 
コーン（ホール） 
コーン（クリーム） 
卵 
ミニトマト 
顆粒コンソメ（チキン） 
水 
塩・ホワイトペッパー 
茗荷 
葱 

20ｇ 
20ｇ 
20g 
20ｇ 
40ｇ 
40ｇ 
100mL 
適量 
適量 
 
 
 
 

コーンスープに卵を加えて、とろみ感をアップさせ、のどごしを 
良くしました。トマトや茗荷で後味も爽やかな、冷やしても温めて
も美味しいコーンスープに仕上げました。 

20g 
40g 
90g 
１個 
１個 
小さじ1 
300ml  
適量 
適量 
適量 

■作り方 
①皮生地の材料の粉類を均一になるように混ぜ合わせる。 
  卵と水を加えてさらによく混ぜる。 
②焼豚は1㎝幅の拍子切り、赤パプリカとニラはもやしと同じ 
  大きさに切りそろえる。 
③（フライパンに分量外の油をひき）②の食材を炒め、塩・ホワイト 
  ペッパーで味を調える。 
  この時点でもやしとニラは火を通しすぎないことがポイント。   
④一旦、③を皿に出し、①の皮生地を半量ひいて、弱火で焼く。 
⑤④の生地の手前半分に具材をのせ、残りの皮生地をのり 
  代わりとして具材の上からかけ、奥側の生地を手前に倒して 
  折りたたむ。 
⑥蓋をして１分、蓋を外して強火でさらに１分焼く。 
⑦お好みで葉野菜で巻いたり、ヌックマムにつけて。 

■材料…1皿分 
焼豚（F092） 
ニラ 
もやし 
赤パプリカ 
塩・ホワイトペッパー 
‹皮生地（1枚分）› 

 上新粉 
 薄力粉 
 ターメリック 
 塩 
 水 
 卵 

焼豚、ニラ、もやし、赤パプリカ、皮で5色のカラフルなベトナム
のお好み焼き、バインセオ。野菜たっぷりなバインセオを葉野菜
で包んで食べると、おなかもさらに満足。 

25g 
7g 
20g 
10g 
適量 
 

15g 
10g 
1g 
0.5g 
50ml 
１/4個 
 

焼豚で贅沢バインセオ 
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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。 

第7回目は大阪府豊中市に本店を構える
“a bientôt”に伺いました。お店の前には 
自転車やバイクが止まっていて、地域の方
に愛されているのがわかります。本店は、 
豊中市に構えて10周年を機に今年3月1日
にリニューアル。リニューアル後も変わらず
美味しいパンを焼き続ける松尾清史氏に 
お話を伺ってきました。 

a bientôt 

 “a bientôt.”英語では“see you again.”に近い意味を持つフランス語。近くにま
た会いましょう！また明日ね！の意味で使われています。その“a bientôt”という
言葉を名に持つパン屋さん。そこには、一度a bientôtを訪れて、明日とは言わず
ともぜひまた来て下さいね、という松尾さんの想いが込められています。 
店内には、ハード系やダノワーズから始まり、たくさんの種類のパンが並んでいま
す。パンは日常食。だからこそいつでも美味しいパンを食べたいですね。 

『やっぱりパンの方が作ってみたい。』 
 松尾さんがパン屋さんになろうと思ったのは小学校の頃。きっかけは、朝の連続ドラマ「風見鶏」。ギリギリの時間ま
で見て、走って登校されていたそうです。その記憶が残っていて、高校卒業後に専門学校へ進学。当時は製パン
コースがなかった為、製菓コースの授業のひとつとして製パンを勉強されたそうです。中学・高校と他にもやりたいこ
とがあったり、料理やケーキを作ることも好きだったという松尾さん。そして学んでみるとケーキの方が華やかなので、
卒業後の進路には悩まれたそう。ですが、ケーキは毎日食べないけどパンは日常食、やっぱりパンの方が作って
みたいと、パンの道へ進まれました。専門学校を卒業後、２年半～３年程の周期で関西圏のパン屋さんを回って技
術を磨かれた松尾さん。そして時が経ち、“自分でやりたいことをやろうと思うと、オーナーとのよほどの信頼関係が
ないとなかなか出来ない、やりたいことをやるには独立するしかない”という想いが芽生え始めたそう。そうして
独立され、“a bientôt”の１号店が出来ました。 
 松尾さんは失敗、成功、様々な苦難を乗り越えて来られました。現在は豊中市の本店とレストランスペースが併設
されている箕面店の２店舗が主力です。昨年７月には、箕面駅前活性化の為に参入されたという箕面駅前店も
オープンしています。アクセスが便利ですので、地域内外の方が美味しい日常食を手に入れることが出来ますね。 
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お店の中に入ると厨房スペースが見えます。 
その前には半円状のパン置台。 

ダノワーズがキレイに整列しています。 

お店で一番光が差し込む入口横にもパンがずらり。 
たくさんの太陽の光を浴びています。 

ひとつの籠に2～4種類のパンが乗っています。 

“a bientôt”と書かれたフランスパンの棚。 
バゲット、バタール、バゲットカンパーニュ、バゲットアビアントが 

背筋良く並んでいます。 



住所 / 〒560-0084 
     大阪府豊中市新千里南町 
     3-1-14 ナカニシビル1F 
   

TEL / 06-6835-3070 
 

営業時間 / 7：30～19：00 
 

定休日 / 無休 

大山ハムとの出会い 

大山ハムを使い始めてくださったきっかけは“鳥取”だからだ
そうです。松尾さんの故郷は鳥取です。味も気に入って下
さっていますが何よりも“同郷”というのが大きいとのこと。 
ぜひこれからも“同郷”の大山ハムを宜しくお願い致します。 

『究極は、変なこだわりをなくすこと。』 
 松尾さんのパン作りにおいてのこだわりは、こだわらないこと。塩や水など、
何かにこだわっているパンはいろいろあるけど、最終的に出来上がるパンが美味
しければ良い、と松尾さんはおっしゃいます。松尾さんは、自身のパン作りの歴
史の中で、後ろ盾になるような繋がりや経歴がないことがコンプレックスだったと
言います。ですが、運がとても強く、若い頃にパンの世界ですごい方と一緒に仕
事をする機会がよくあったそう。その時、一緒にパンを作っている中で、特に最
高級の材料やすごい技法を使っていたわけではないけれど、美味しいパンが出
来ていました。パン作りで大事なのは発酵とタイミング。どれだけ良い材料を
使っていても結局は発酵が悪かったり、そのタイミングを逃してしまうと美味しくな
くなってしまいます。もちろん使いたい材料があるし使っているけど、それがなくて
も発酵とタイミングさえ守っていれば美味しいパンが作れると松尾さんはおっ
しゃいます。若い頃は変なこだわりを持ってしまうけれど、究極は、変なこだわ
りをなくして美味しいパンが作れれば一番！と松尾さん。ただ単に美味し
いパンが作れれば、お客様が美味しいと言って下されば、それで良いとおっしゃ
います。とはいえ、そう思っていてもなかなか難しく、無理とのこと。ですが、きっと
そう考えていらっしゃることで、いつでも美味しいパンが並んでいるのでしょうね。 松尾清史氏 

『もう追うのはやめよう。』 
 松尾さんが独立された当時と今のパン作りの技術・材料などは、全然違うといいます。独立後、いろいろな講習会に
行ったり、人に聞いたり、その当時の最先端に近いことをやろうとしていたそうです。無理して追いつこうとしていて大変
だったけれど、当時は近づこうと必死に努力されていたそう。ですが、ある時、もう追うのはやめよう、と吹っ切れて、
今までやってきたことをクオリティを高く、安定していく方が良いのでは？と思い、落ち着いたのだそう。必死になって焦
るよりも自分の中でまとめていけるようになったことが長年やってこれた一つの理由なのだとか。 
 これからパン屋を目指す方へ、自分の武器を持つべきだと松尾さんはおっしゃいます。それはパン作りでなくても、
接客が上手とか、笑顔が素敵とか…、とにかく人より秀でた何かを持ってほしいとおっしゃいます。もうひとつは、考える
習慣をつけること。何でも良いのでとにかく考える、そうすることできっと自分のやるべきことも見えてくると思います。 
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『やっぱり地元に貢献したい。』 
 松尾さんに今後の夢を尋ねると、２つの答えが返ってきました。まずは、パン業界で独立して働いてきた方々の
再就職先の受け皿になるような活動をすること。フランスではそういう支援があるけれど日本ではまだまだだか
らだそうです。どのパン屋さんも有名店になれるわけではない中、こういった支援があると助かりますね。もうひとつは、
湯豆腐屋さん。まだまだ先の話だそうですが、パン屋さんは自分のやりたいパンを少しだけ作れるように縮小し、湯
豆腐のお店を開きたいとのこと。ハード系の美味しいポイントは、味・香り・食感。豆腐もこれにあてはまると松尾さ
んはおっしゃいます。もちろん豆腐は自家製。松尾さん自身が大好きな湯豆腐のみ提供するそうです。まだまだ先の
話とはいえ、店舗は地元である箕面の観光地、滝道に構えるのだとか。駅前活性化の為参入した箕面駅前店のよう
に箕面を盛り上げるひとつになれば、と。やっぱり地元に貢献したい、と笑顔で語って下さいました。楽しみですね。 



サンドイッチの食材 MEMO 

          

 

                                  
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

スパイスとしては主として種
子(シード)が用いられ、形状
がキャラウェイによく似てい
ることから間違えられやすい
です。独特な風味が強いので
単一のスパイスとしてクミン
を使用すると薬臭い印象に
なってしまいますが、他のス
パイスと混合して使用すると、
エキゾチックでスパイシーな
印象にすることが出来ます。 

熱帯産の香味野菜のひとつ。 

熱帯産の野菜でもクセのない
ものもありますが、パクチー
は好き嫌いが分かれるほどの
独特な強い風味を持ちます。 

茎や葉だけでなく、根の部分
もニンニクなどと一緒にすり
おろして、サラダやマリネ、
キムチにかけてみるのも◎。 

香味野菜 

パクチー 

果実 

マンゴー 
野菜 

フルーツトマト 

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」、成美堂出版「ハーブ・スパイスの事典」、柴田書店「料理百科事典」 
     エヌ・シー・フーズ「Cheese＆Bread」 

フルーツトマトという品種名
ではなく、与える水分量を減
らすなど特別な栽培方法に
よって作られた、果物のよう
に甘い高糖度トマトのこと。 
定義はなく生産者側が甘みの
強いトマトのことをフルーツ
トマトと呼んでおり、一般的
なトマトが糖度６％程度なの
に対し、フルーツトマトは
８％以上のものが多いそう 
です。 

野菜 

カボチャ 

                                  
 
 
 
 
 

チェリモヤ、マンゴスチンと

並んで世界三大美果のひとつ。  

カロテンを多く含み、抗酸化

作用があるので老化防止、ガ

ン予防効果も注目されていま

す。ドライマンゴーは栄養が

凝縮されているため、手軽に

摂取できる優れものです。 

カボチャの美味しい時期は国
産品は5～9月、輸入品は11
～3月とされています。多く
の野菜類は新鮮なものの方が
栄養価が高くて美味しいです
が、カボチャは別ものです。 
熟したものほど甘みが強く、
しっとりとしていて、カロテ
ン含量も多いのです。 
カットしたものは傷みやすい
ですが、丸のままであれば、
少し置いて熟させましょう。 

香辛料 

クミンシード 

               

野菜 

ズッキーニ 

実はウリ科の野菜でカボチャ
の仲間。一般的なカボチャ 
ほど栄養価は高くないものの、
カロテンやビタミンC、カリ
ウムなどを含みます。 
調理する際のポイントとして、
油で調理することでカロテン
の吸収率がアップすることか
ら、油やマヨネーズなどの油
分と一緒に炒めることをオス
スメします。 

香味野菜 

茗荷 

茗荷の独特なさわやかな香り
は食欲を増進させ、発汗促進、
熱さまし効果もあり夏の暑い
時期には魅力的な香味野菜 

です。 

よい茗荷を見分けるポイント
は、①色ツヤがよいもの、②
丸みがありずんぐりとしたも
の、③身が締まっていて蕾が
見えないもの、です。 

世界でもっとも生産消費量が
多いチーズで、粒状のもので
出回ったのはアメリカが最初
と言われています。 
作りたてが美味しく、熟成し
ません。裏ごししてオードブ
ルやチーズケーキにしたり、 
野菜と合わせてサラダにも。 
酸味もマイルドな為、親しみ
やすい味わいが特徴です。 
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チーズ 

カッテージチーズ 



                                  

 

 

 

 

   

                                  
 
 
 
 
 

 

 

大山ハムの商品 MEMO 

パストラミビーフ            

P211 

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。 

表面にブラックペッパーを
たっぷりとまぶして加熱し、
スパイシーな味わいに仕上
げたボンレスハムです。 

ペッパーボンレス ス500Ｇ 

A243 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500g 
（約1.5mmスライス） 

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

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（1P） 

 500g 
(約2mmｽﾗｲｽ) 

鶏のもも肉を数種のスパイ
スとヨーグルトを合わせた
特製のタレに漬け込み、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。 

タンドールチキン スライス1Kg     

S304 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（１Ｐ） 

1,000g       
（約2.5mmスライス） 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（1P） 

500g 
(約2.5mmｽﾗｲｽ) 

パプリカチキン  
S313 

鶏のもも肉を塩せき＊後、  
パプリカ（赤・緑）と   
マスタードシードを振り   
かけ加熱しました。        
チキンのしっかりとした      
味わいとパプリカのさわや
かな香りが特長です。 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（1P） 

220g 
（1枚入） 

ハワイアンポチキ  

W493 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500g 
（本数指定なし） 

カントリーローストスライス 

C209 

アラビキポークウインナー 40g    

W201 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（１Ｐ） 

1,000g 
（本数指定なし） 

スパイスの風味や味付けを 
やや濃い目に仕上げた     
ウインナーです。 
JAS上級規格品。 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（1P） 

500g 
（約1㎜ｽﾗｲｽ） 

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。 

*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。 

にんにくや赤唐辛子など香辛
料をふんだんに使用し、豚肉
のおいしさを引き出しました。
辛さに徹した個性的な味と、
パリッとした食感が特長の  
あらびきウインナーです。 
JAS特級規格品。 
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乾塩ベーコン500g 
D246 
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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】  
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