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心もおなかも温まるほっこりパンメニューで元気いっぱいに乗り切りましょう。 



人参（中） 1本 / オリーブオイル 大さじ1 / 塩 適量 
白ワインビネガー 大さじ１ / 蜂蜜 適量 
 

皮をむいて細切りにした人参を塩もみし、水気をよく切る。 
オリーブオイルと白ワインビネガーを混ぜ合わせて塩で味を調え
た調味液に、人参を漬け込む。蜂蜜をお好みの量加え、冷蔵庫

で一晩じっくりと味を馴染ませる。 

Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ・・・ ハム・ソーセージの食べ方、楽しみ方 

噛みしめるほどに感じるしっかりとした旨味 

パストラミビーフ 
 パストラミとは調味した肉の表面に香辛料をまぶして
加熱した食肉製品のこと。冷蔵技術がない昔、牛肉の
保存性を高める為に作られたと言われています。本来
は牛肉で作っていたのですが、豚肉や鶏肉で作ったも
のも登場した為、牛肉で作ったものはパストラミビーフや
ビーフパストラミと呼ばれるようになりました。 
 
 大山ハムのパストラミビーフは牛肉本来の風味を活か
して仕上げています。牛のばら肉を調味液にじっくりと漬
け込んで味を染み込ませ、表面にたっぷりとブラック
ペッパーをまぶして加熱します。牛肉のしっかりとした旨
味が凝縮され、芳醇な香りが広がります。 
 
 パストラミビーフには程よく脂身が入っていて赤身の部
分の味わいを引き立ててくれます。コクと旨味を感じる
ことが出来ます。噛みしめるほどに、口の中いっぱいに
美味しさが広がります。 
 
 そのままでも少し温めても美味しいパストラミビーフは
料理にサンドイッチに大活躍です。そんなパストラミビー
フを使って、ほっこりするようなパンメニューをご紹介し
ます。 
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パストラミビーフとキャロットラペのレーズンパンサンド 

■材料 （1個分） 
 

レーズン食パン（14㎜スライス） 
バター（食塩不使用） 
ルッコラ 
パストラミビーフスライス（P209） 
リンゴスライス 
キャロットラペ※ 

2枚 
4ｇ 
5ｇ 
26ｇ 
18ｇ 
20ｇ 

牛肉のしっかりとした旨味が美味しいパストラミビーフは
キャロットラペと相性抜群！キャロットラペのさっぱりとし
た酸味が全体を引き締めます。リンゴとレーズンの甘み
がアクセントになって食べ飽きない美味しさです。 

※キャロットラペの作り方 
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■材料 （1個分） 
 

ハードトースト 
バター（食塩不使用） 
パストラミビーフスライス（Ｐ209） 
ホワイトソース 
ほうれん草 
シュレッドチーズ 
 

■作り方 
 

①パストラミビーフ、ほうれん草は適当な大きさにカットする。 
②ハードトーストの一番底になる部分以外にバターを塗る。 
③パストラミビーフ、ホワイトソース、ほうれん草をそれぞれ 
  半量ずつ、シュレッドチーズを1/3量挟む。 
  一番上になる部分に残りのホワイトソースを塗り、パストラ 
  ミビーフ、ほうれん草、シュレッドチーズをのせる。 
④200℃のオーブンで12分程度、チーズがこんがりとなる 
  まで焼く。 

2枚 
6ｇ 
38ｇ 
20ｇ 
24ｇ 
30ｇ 

パストラミビーフにほうれん草を合わせ、ほかほかグラタン
風のクロックムッシュに仕上げました。とろ～りチーズが溶
け出して食欲を刺激します。 

パストラミビーフと 

ごぼうサラダのベーグルサンド 
噛みしめるほどに口の中で旨味を堪能出来るパストラミ
ビーフに、歯応えのあるごぼうサラダを合わせました。 
ごぼうサラダにはわさびをピリリと効かせて少し大人な 
味わいに。みかんの甘みがさっぱりと仕上げてくれます。 

■材料 （1個分） 
 

ベーグル 
バター（食塩不使用） 
グリーンリーフ 
パストラミビーフスライス（P209） 
ごぼうサラダ※ 
みかん 

1個 
6ｇ 
6ｇ 
40ｇ 
30ｇ 
12ｇ 

ごぼう 1/2本 / 人参 1/2本 / マヨネーズ 大さじ１ /  
塩・ホワイトペッパー 適量 / 練りわさび 少量 
 

ごぼうと人参は皮を取り除き細切りにする。鍋にお湯を沸かし、ごぼ
うと人参をさっと茹でる。水気を切り、マヨネーズと練りわさびを加え
て和え、塩・ホワイトペッパーで味を調える。 

※ごぼうサラダの作り方 

パストラミビーフと 

ほうれん草のクロックムッシュ 

ほうれん草と相性抜群の卵。ブラック
ペッパーを効かせた目玉焼きにして 
トッピング。栄養満点クロックマダムに。 

朝食に食べるとしっかりと一日のスタート
が切れそうな予感！ 

美味しいアレンジ 

http://www.daisenham.com/


   

簡単レシピご紹介！！ 
 

じゃがいもとごぼうがベースのポタージュスープに身体を温めてくれ
る白ねぎと生姜を加えて、身体の芯から温まる、寒い時期にピッタリ
なスープに仕上げました。 
 

【ジンジャーポタージュ】 
 

■材料 （２人分） 
 

 ●生姜（すりおろし） 
 ●白ねぎ 
 ●じゃがいも 
 ●ごぼう 
 ●コンソメスープ 
 ●塩・ホワイトペッパー 
 

<作り方> 
①柔らかくなるまでコンソメスープで煮込んだ 
  じゃがいもとごぼうをスープごとフード 
  プロセッサーにかけ、裏ごしする。 
②白ねぎを5㎜幅に切り、バター（分量外）で 
  透き通るまでソテーする。 
③鍋に①と②を合わせて、火にかけ、 
  生姜を加えて軽く煮込み、 
  塩・ホワイトペッパーで調味して完成!! 
 
 

   ジンジャーのあれこれ  
 ショウガ科の多年生草木のジンジャー(和名：しょうが)
は熱帯アジアが原産。東洋から西洋に渡った最初のス
パイスと言われ、アラビアの商人によってローマへと広ま
り、日本へは中国から渡来しました。スパイスとしては、地
下の根茎部を使用し、品種としては根茎の大きさにより 
大しょうが、中しょうが、小しょうがと分類されます。 
 

   ジンジャーの香りと味 
 ジンジャーの香りは産地によっても大きく異なり、アフリ
カ産のものは樟脳様の匂い、インド産や日本産のものな
どは柑橘系のシトラール臭に特色があります。主な芳香
成分はジンギベレン、リナロール、シトラール、シネオール
などで、生のままおろして使用するとかなり匂いは強く、
乾燥させたものは若干芳香性が弱くなります。 
 味としては爽やかな辛味を持ち、この辛味成分はジン
ゲロン、ショーガオールなどです。 
 

   ジンジャーのおいしいところ 
 西洋では乾燥したものを用いることが多いのですが、日
本では収穫時期を調整して、それぞれの収穫時期での
生の香味を活かし料理に用いられています。 
 夏は「葉しょうが」「新しょうが」で新鮮な香味を味わいま
す。初秋のころは、まだ繊維が少なく全体の肉質が柔ら
かい秋しょうが。日本料理に多く用いられるのは、この秋
しょうがで、味噌・酒・酢などの調味料で漬け込んだり、お
ろしてさしみ、焼きもの、煮物、冷奴の薬味にしても最適
です。 
 一方、ヨーロッパ料理では、ジンジャーの辛味が砂糖の
しつこい甘さを抑えて爽やかな風味になることから、甘み
のある料理やお菓子などに多用されます。パン、ビスケッ
ト、ケーキ、チョコレートなどに加えたり、フルーツを使用し
た料理、お酒やジンジャエールなどの飲み物にも適して 

おいしさ豆知識 
世界中で広く利用されるジンジャーは東洋と西洋で使われ方が大きく異なり、昔から栽培の盛んだった東洋では生の
状態でジンジャーが使われることが多く、煮込み料理や炒め物など料理に利用されていました。一方、西洋では乾燥
した状態で運ばれてくるものであったため、甘い焼き菓子や果物と合わせて菓子に合わせた利用が一般的でした。 

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 

「ジンジャー」 
        ginger 

参考文献：S＆B食品 スパイス＆ハーブ辞典「ジンジャー」 
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「ジンジャー」 
文園社 スパイス＆ハーブ辞典「ジンジャー」      

根茎スパイス特有の土臭い根の香りと、甘くてスパイシーな香りを
併せ持つジンジャー。古くから、血流を良くしたり発汗を促す作用
を有することから風邪予防や食中毒など感染症対策にも使われ
てきたスパイスです。 ※乾燥させて 

  粉末と角切りにしたジンジャー 
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15ｇ 
30ｇ 
大１個 
50ｇ 
500ml 
適量 

おり、日本でもこの使い方は昔から使われています。しょ
うが糖などの和菓子もその例のひとつです。 
 クリスマスが近づいてくると目にする機会の多くなる 
人形型のクッキーは“ジンジャーブレッドマン”と呼ばれ、
ジンジャーパウダーを練り込んだ焼き菓子です。 
 寒い時期のクリスマスにおける無病息災・魔除け・幸運
をもたらす等の意味合いがあるようです。 
 
       災難から守ってくれる 

           強い味方！！         ジンジャーブレッドマン  
                                 



～生姜とにんにくを加えた 
  醤油マヨソースが全体を風味豊かにつなぐ～ 

フライシュケーゼと揚げ野菜のセサミパンサンド 

生姜の風味がほんのり香り、食べたら、心も身
体もホットになれるブレッドカップのリゾットです。 

■材料 （１個分） 
 

 ブール（小） 
 生姜（刻み） 
 にんにく（刻み） 
 玉ねぎ 
 キャベツ 
  トマト 
 あらびきポークウインナー（W556） 
 チキンコンソメスープ 
 ごはん 
 塩・ホワイトペッパー 
 シュレットチーズ・パセリ 
 

 

1個 
10ｇ 
10ｇ 
1/2個 
40ｇ 
50ｇ 
1本 
100ml 
50ｇ 
適量 
適量 

～ブールのカップで器も美味しく～ 

トマトジンジャーリゾット 

ぷちぷちとした胡麻の食感がたまらない
パンでフライシュケーゼ、揚げ野菜をシン
プルにサンドしました。口にひろがる風味
豊かな和風ソースで、どこかホッとする 
サンドイッチに仕上げました。 

■材料 （１組分） 
 

 セサミパン 
 バター(食塩不使用) 
 ルッコラ 
 フライシュケーゼ（L421） 
 醤油マヨソース 
   →すりおろし生姜小さじ1、すりおろしにんにく 
    小さじ1/2、醤油小さじ1/2、マヨネーズ大さじ2を 
    混ぜ合わせる。 

 揚げ野菜（カボチャ・なす） 

 

1個 
4ｇ 
4ｇ 
1枚 
15ｇ 
 
 
 

各30ｇ 

■作り方 
①パンに切れ目を入れ、サンド面にバター 
  を塗る。 
 

②ルッコラ、フライシュケーゼ、醤油マヨ 
  ソース、揚げ野菜の順にサンドする。 

■作り方 
①ブールの中身をくり抜き、軽くトーストする。 
  玉ねぎ、キャベツ、トマトは一口大にカット 
  する。 
 

②油（分量外）をひき、生姜、にんにく、 
  玉ねぎ、キャベツを炒める。 
 

③②にトマト、あらびきポークウインナー、 
  コンソメスープを加えて軽く煮込んだら、 
  ごはんを加えて塩・ホワイトペッパーで味 
  を調える。 
 

④③を①に詰め、チーズとパセリを振って、 
  チーズがとろけるまで焼く。 

生姜の土臭さが気になる時は、すりおろし生姜を小さじ1/2にし、
すり白胡麻小さじ１/2をソースに加えると胡麻の風味がプラス。 

ポイント 
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三角サンドに注目。 いろいろなサンドイッチのご紹介です。 

食パンサンドの美味しさ再確認。 

食パン人気に火が付いたと同時に、食パンのサンドイッチの美味しさが改めて認識されてきました。 
その中で日本でよく見かけるのは三角サンド。サンドイッチは手軽に食べられる食事として人気がありま
す。三角サンドは特に食べやすく、コンビニエンスストアやスーパーではもちろん、今ではカフェのメニュー
としてもよく見かけるようになりました。食べやすくて馴染のある食パンだからこそ、そのバリエーションも限
りなく広がります。いつもの食材をアレンジ！シンプル、具沢山。食パンの種類を変えてみたり、挟み方を
工夫してみたり。いろいろな三角サンドを楽しんでみましょう。 
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三角サンド 

三角サンドの食材といえば、ハム、卵サラダ、ツナサラダ、ポテトサラダが目立ちます。 
それらを少しアレンジすればいつもの味に変化をつけることが出来、オリジナルな味わいを楽しめます。 

▲定番食材をアレンジ。 

①ハム・ソーセージ 

馴染のあるのはロースハムです
が、ペッパー付きにしてみたり、
彩りが良いソーセージに変える
と同じ組み合わせでも見た目や
味に変化をつけることが出来ま
す。 

②卵サラダ＋ピクルス 

いつもの卵サラダに刻んだピクル
スとアーリーレッドを加えてアレン
ジ。彩りも食感も楽しいタルタル
風の卵サラダに変身！ 

③ツナサラダ＋セミドライトマト 

ツナ缶を適量のマヨネーズで和
えただけのシンプルなツナサラ
ダにセミドライトマトとブラックオ
リーブをプラス。ギュッと凝縮さ
れたトマトの酸味と甘みがリッチ
に仕上げてくれます。 

④ポテトサラダ＋彩り野菜 

彩り野菜（パプリカ・インゲン）と茹
で卵、ブラックオリーブを加えて
華やかに。少量のバジルオイル
とアンチョビペーストを加え、ニー
ス風に仕上げました。ワンランク
アップした味わいのポテトサラダ
です。 

三角サンドには角食パンを使用しますが、角食パンと言ってもその種類はとても豊富です。 
食パンに変化をつけて見た目や味にアクセントをつけてみませんか？ 

▲食パンの種類を変える。 

①食パン 

定番のホワイトブレッド。シンプル
でどんな食材も合わせやすい。 

②全粒粉食パン 

ヘルシー志向の女性に人気。 
ブラウンの優しい色合いが特徴。 

③ライ麦食パン 

ライ麦のプチプチとした食感で 
食べ飽きない美味しさ。 

④野菜食パン 

カラフルな見た目と手軽に野菜
が摂取出来ることで人気。 



あらびきタイプのウインナーに、相性抜群のポテトを合わ
せました。ポテトサラダはカレー味に仕上げることで、一層
食欲をそそる味わいに！存在感のあるウインナーが目を
引くボリューム満点のサンドイッチです。 

ウインナーとカレーポテトサラダ 

■材料 （1組分） 
角食パン（12㎜スライス） 
バター（食塩不使用） 
 

 カレー風味ポテトサラダ 
  →ポテトサラダにカレー粉を適量混ぜ合わせる。 

 あらびきポークウインナー（W556） 
 マヨネーズ 
 トマト 
 レタス 
 

 卵サラダ 
 茹で卵 
 

★上記レシピを1/2にカットしたものを1組とする。 

4枚 
8ｇ 
 

25ｇ 
 

2本 
6ｇ 
18ｇ 
8ｇ 
 

30ｇ 
15ｇ 
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ＢＬＴサンドにミックスベジタブルを加えたボリューム満点
のオムレツをプラス。耳も残して、見た目だけでなく食べ
応えも抜群な三角サンドに仕上げました。トマトソースをサ
ルサソースに変えてスパイシーにアレンジしても◎！ 

ボリュームオムレツの 
ＢＬＴＥサンド 

■材料 （1組分） 
全粒粉食パン（14㎜スライス）※¹ 
バター（食塩不使用） 
乾塩ベーコン（Ｄ246）※² 
オムレツ 
  →卵3個に対してミックスベジタブルを30ｇを混ぜ合わせ、 
    塩・ホワイトペッパーで味を調える。 

トマトソース 
グリーンリーフ 
 
※¹軽く焦げ目がつく程度に素焼きする。 
※²少し脂が溶け出す程度に焼く。 

2枚 
4ｇ 
1枚 
50ｇ 
 
 

20ｇ 
5ｇ 

ぷちぷちとした食感が楽しいライ麦食パンに、見て楽しい
カラフルな具材を合わせました。モルタデラには彩り野菜
の定番のパプリカを。ツナサラダにはセミドライトマトとブ
ラックオリーブを加えて彩りをプラス。鮮やかなクリスマス
カラーのサンドイッチです。 

モルタデラと彩りツナサラダ 

■材料 （1組分） 
ライ麦食パン（12㎜スライス） 
バター（食塩不使用） 
 

 モルタデラスライス（Ｌ393） 
 サワークリーム 
 パプリカ（赤・黄） 
 グリーンリーフ 
 

 彩りツナサラダ 
   →ツナサラダにセミドライトマトとブラックオリーブを適量 
     混ぜ合わせる。 

 グリーンリーフ 
 
★上記レシピを1/2にカットしたものを1組とする。 

4枚 
8ｇ 
 

2枚 
10ｇ 
18ｇ 
4ｇ 
 

50ｇ 
 
 

4ｇ 

http://www.daisenham.com/


手軽に楽しめる 
         スティックパン 

大人も子供も食べたい、お料理のようなパンメニュー。 

何かと忙しいこの時期だからこそ、つまめるパンが欲しくなりませんか？お食事にはもちろん、小腹がすいたときや 
お酒のおつまみにもぴったり。ついつい手が出るような、和・洋・中華、3テイストのスティックパンをご紹介致します。 

■材料 （3種類・各3本分） 
 

 
 
 
 

 

■作り方 
①棒状に切り分けたフォカッチャ生地を手綱状にねじる。 
②それぞれのテイストの★のタレやオイルを生地に塗る。 
③生地の上にそれぞれの具材をのせる。 
④170～180℃に熱したオーブンで15分程度焼く。 
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共通生地： 
 フォカッチャ生地 
 

【中華テイスト】 
刻み生姜 
★オイスターソース・五香粉ダレ 
  ⇒オイスターソースと五香粉を20：1の割合で 
    混ぜ合わせる。 

カントリーロースト(C206) 
  ⇒約2㎝幅にカットする。 

 
150ｇ （1本あたり約17ｇ） 
 

 
5ｇ 
20ｇ 
 
 

30ｇ 

デリのようなパン。 

ひょいっと つまんで片手で美味しく♪ 

Stick stick stick  stick  stick   stick    stick  stick  stick   stick   stick    stick   stick   

 
 
 

【洋テイスト】 
ローズマリー(生) 
★オリーブオイル 
シュレッドチーズ 
トマトとオリーブ入りソーセージ（L441） 
  ⇒約2㎝幅にカットする。 

 

 
 
 

 
適量 
3ｇ 
6ｇ 
18ｇ 

 
 
 

【和テイスト】 
高菜漬け 
★味噌・みりんダレ 
  ⇒味噌とみりんを2：1の割合で混ぜ合わせる。 

乾塩ベーコン8ミリスライス（D255） 
  ⇒1㎝幅にカットする。 

 
 
 

適量 
15ｇ 
 

30ｇ 



高菜漬け×味噌（＋みりん） 

×乾塩ベーコン 

ローズマリー×オリーブオイル 
 ×トマトとオリーブ入りソーセージ 

刻み生姜×オイスターソース(＋五香粉※2) 

  ×カントリーロースト 

和テイスト 

洋テイスト 

中華 
    テイスト 

①グリッシーニ ②湯条（ヨウティヤオ・ヤウティウ） ③チュロ（チュロス） 

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） 

世界の“スティックパン” 

焼成の時から香る味噌の香ばしい香りと高菜漬けの酸味、 
乾塩ベーコンの旨味がトリプルで、口いっぱいに広がります。 

トマト、オリーブ、チーズという間違いのない組み合わせに
ローズマリー※1 の甘く爽やかな香りを添えて。 

オイスターソースの風味、五香粉のスパイス独特の香味、
ピリっと残る生姜の辛味。順々に口のなかで感じられる 
味わいがカントリーローストの旨味と絶妙にマッチ。 
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 クラッカーのような 
食感!!そのまま食べても、
生ハムを巻きつけて 
食べても◎ サラダや
スープの付け合わせと
しても美味しい。 

中国式の細長い揚げ
パン。しばらく寝かせた
生地を高温の油でサッ
と揚げる。朝食にお粥
や豆乳の付け合わせと
して食べられます。 

中国の湯条が基となっ
たポルトガル説とスペイ
ンの羊飼いが作り始め
たとするスペイン説など
があります。スペインで
はホットチョコに浸した

りもします。 

※2 五香粉（ウーシャンフェン）は花椒、丁子、八角、桂皮、ウイキョウ、陳皮の粉末を混ぜて作られたもの。 
    他のスパイスが使われることもしばしばあり、食材の臭み消しなどに使われる中国料理ではポピュラーな 
    混合香辛料。 

※1 フレッシュなローズマリーはオイルとの相性が良く、一緒に焼き込むことでオイルに香りが移り 
    甘く爽やかな香りがパン全体に広がります。イタリアでよく使われ、欧風に仕上げたい時には 
    大変便利なスパイス。ドライのローズマリーを使用する場合はフレッシュなものと比較して、 
    薬品香が強いため、使用量には注意が必要です。 

参考文献：成美堂出版「ハーブ・スパイスの事典」 

http://www.daisenham.com/


デリのようなパン。 
  

食事になるカップケーキ。 

近年、次々とカップケーキ店が海外から上陸し、注目されています。連日行列が絶えないお店も。 
人気のカップケーキはカラフルなアイシングで飾り付けられています。見た目の可愛らしさはもちろん、その甘～い 
一口目が、女性を中心に心をつかんでいます。そんな、見て食べて美味しいカップケーキにハム類を合わせて。 
お食事版！お惣菜カップケーキをご紹介します。 

大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー。 

お惣菜カップケーキ 
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バター（食塩不使用） 
グラニュー糖 
卵 
薄力粉 
ベーキングパウダー 
牛乳 

60ｇ 
25ｇ 
1個 
150ｇ 
小さじ1 
70ｍｌ 

■材料（マフィン型6個分） 

■作り方 

①ボウルに柔らかくしたバターを入れ、ホイッ 
  パーでクリーム状になるまでよく混ぜ、グラ 
  ニュー糖を加えてさらに混ぜ合わせる。 
 
②溶いた卵を4～5回にわけて少しずつ加え、 
  空気を含ませるように混ぜる。 
 
③ふるいにかけた薄力粉とベーキングパウ 
  ダーの1/2量を加えて、ゴムベラを使って 
  さっくりと混ぜ、牛乳の1/2量を入れる。 
  さらに、残りの薄力粉とベーキングパウ 
  ダー、牛乳を加えて手早く混ぜる。 
 
④③にハムなどの具材を加えて軽く混ぜ、 
  マフィン型に流し入れる。 
 
⑤180℃のオーブンで25分程度焼く。 

基本の作り方 

辛口ポチキウインナー 
        （Ｗ398） 
ドライマンゴー 

2本 
 
40ｇ 

■材料（6個分） 

ポチキ＆マンゴー 

ハーブソーセージ 
       （Ｗ518） 
クリームチーズ 
ハーブソルト 

2本 
 
30ｇ 
10ｇ 

■材料（6個分） 

ハーブソーセージ 
＆クリームチーズ 

生ベーコン（Ｄ434） 
オレンジピール 
カッテージチーズ 

40枚 
24ｇ 
26ｇ 

■材料（6個分） 

生ベーコン 
＆オレンジピール 

ショルダーベーコン 
        （Ｅ282） 
オニオンソテー 
フライドオニオン 

70ｇ 
 
36ｇ 
12ｇ 

■材料（6個分） 

ショルダーベーコン 
＆オニオン 

辛口のポチキとマンゴーの甘みは好
相性！甘辛な味わいがクセになります。 

ソーセージのジューシーな味わいが染
み込みます。ハーブで爽やかに！ 

生ベーコンの旨味がじわっと広がりま
す。オレンジピールが酸味のアクセント。 

大きめのカットのベーコンがごろごろで
食感が嬉しい一品。食べ応えも充分。 

４種の混ぜ込みカップケーキ 

A 

B 

C 

D 

A B C D 
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カラフルディップのトッピングカップケーキ 

ペッパーシンケンスライス 
        （E215） 
ブルーチーズ 

2枚 
 
24ｇ 

■材料（6個分） 

ペッパーシンケン
＆ブルーチーズ 

カップケーキはペッパーシンケンに好相性なブ
ルーチーズを少し加えて、大人な味わいに仕上
げました。ブルーベリーの甘酸っぱいディップを
合わせて、ワインにもぴったりな味わいに。 

ブルーベリーディップ 

クリームチーズ 
ブルーベリージャム 
ヨーグルト（無糖） 

100ｇ 
30ｇ 
10ｇ 

■材料（作りやすい分量） 

★全ての材料をミキサーで混ぜ合わせる。 

あらびきポークウインナー 
        （W556） 
スイートコーン 

3本 
 
18ｇ 

■材料（6個分） 

ウインナー＆コーン 

ウインナーの旨味とスモークの香りが染み込ん
だカップケーキに、ほんのり甘い人参グラッセの
ディップを合わせました。コーンの甘みも加わっ
て子供のおやつにもぴったり！ 

人参ディップ 

クリームチーズ 
人参グラッセ 

100ｇ 
40ｇ 

■材料（作りやすい分量） 

★全ての材料をミキサーで混ぜ合わせる。 

乾塩ベーコン 
       （D246） 
バジルペースト 

2枚 
 
20ｇ 

■材料（6個分） 

乾塩ベーコン＆バジル 

乾塩ベーコンの旨味とバジルの香りが染み込ん
だカップケーキ。程よい塩加減のカップケーキに
はブロッコリーにアンチョビを効かせたディップを。
お食事にぴったりなお惣菜カップケーキです。 

ブロッコリーディップ 

サワークリーム 
ブロッコリー（茹で） 
アンチョビペースト 

80ｇ 
70ｇ 
10ｇ 

■材料（作りやすい分量） 

★全ての材料をミキサーで混ぜ合わせる。 

a 

b 

c 

a b c 

http://www.daisenham.com/


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。 

ハロウィーンが終わると…息つく暇もなく感謝祭やクリスマスなど、 
大人から子供までワクワクしてしまうような楽しいシーズンの到来です。 
大勢でワイワイ、少人数でアットホームに、楽しい時間を美味しい料理とともに過ごしませんか？
今回は、簡単料理をパーティーメニューにアレンジするレシピをご紹介します。 

モルタデラサンドの 
      ポテトキャセロール 

一見ポテトグラタンのようですが、切り分けてみるとビックリ!! 中には 
フレンチトーストのようなふかふかのサンドイッチが隠れています。 
サンドイッチの中身を変えれば美味しさのバリエーションも広がります。 

■材料 （1皿分） 
 

サンドイッチ★¹ 
【※今回はモルタデラスライス（Ｌ393）とトマトを 
        サンドしたものをリメイクサンドイッチとして活用】 

マッシュポテト★² 
アパレイユ液★³ 
ホワイトソース    
チェダーチーズ 
塩・ホワイトペッパー 
パセリ 
 
★¹サンドイッチ 
  10㎜にスライスしたカンパーニュ2枚のサンド面にバター（食塩不使用）4ｇ 
  を塗る。輪切りにスライスしたトマト30ｇ、モルタデラ1/2枚を挟む。 
 

★²マッシュポテト 
  茹でて潰したじゃがいも大１個に、バター大さじ１、粉チーズ大さじ１、     

  牛乳大さじ1/2を加え、なめらかになるまで練り、塩・ホワイトペッパーで 
  味を調える。 
 

★³アパレイユ液 
  溶き卵2個分に牛乳90mlと生クリーム40mlを混ぜ合わせる。 

4組 
 
 

25ｇ 
240ml 
35ｇ 
15ｇ 
5ｇ 
適量 

■作り方 
 

①容器にバター（有塩・分量外）を塗り、サンドイッチを敷く。 
②アパレイユ液をサンドイッチ全体にかかるように注ぐ。 
  液がサンドイッチに馴染むよう10分程度置いておく。 
③上からホワイトソース、チェダーチーズをかける。 
④マッシュポテトを最上段に伸ばすようにのせて、平らにならし 
  フォーク等を使って筋を入れる。 
⑤250℃のオーブンで15分程度焼き、焦げ色がついたらパセリを  
  散らして完成。 

美味しく楽しいPartyパンメニュー    
今年のホリデーシーズンはこれで決まり！ 
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サンドイッチ 

パセリ 
マッシュポテト 
 

チェダーチーズ 
ホワイトソース 
アパレイユ液 
 

サンドイッチ 

（イメージ図） 
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ムシドリと白菜のポットサラダ 
 ～コーンレリッシュ～ 

色々な食感が楽しいカラフルなコーンレリッシュをコーンパンに
可愛く詰めて、おめかしサラダに仕上げました。 

■材料 （2個分） 
 

コーンパン(小) 
バター(食塩不使用) 
ホールコーン 
白菜 
ムシドリ（Ｓ300） 
赤パプリカ 
玉ねぎ 
 

ドレッシング 
 →酢大さじ2、砂糖大さじ１、マスタード小さじ1、マヨネーズ大さじ１を 
   混ぜ合わせる。 

  

■作り方 
 

①コーンパンの中身をくり抜き、内面にバターを塗っておく。 
   玉ねぎ、白菜は塩揉みして1㎝角、パプリカも1㎝角に 
  切る。       
②野菜、ムシドリをドレッシングで和えて10分程度置く。 
③パンの中に②のサラダを詰める。 
④食べる直前まで冷蔵庫で冷やして馴染ませる。 

2個 
12ｇ 
10ｇ 
20ｇ 
20ｇ 
10ｇ 
40ｇ 
 

30ml 
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ペッパーシンケンと 
ほうれん草のパンプキンパイ 

ムシドリ 

カボチャサラダ 

■材料 （4個分） 
 

カボチャサラダ 
ペッパーシンケンスライス（Ｅ215） 
茹でほうれん草 
アンチョビペースト 
塩・ホワイトペッパー 
 
パイシート（18×18㎝） 
照り用卵 
 
■作り方 
 

①ペッパーシンケンは1㎝幅の短冊切り、ほうれん草は約2cm 
  の長さに切り揃える。 
②※を合わせて4等分にし、団子状に丸める。 
③パイシートを約1㎝幅に切り、 
  右イメージ図のように重ねる。 
 
 
 
 
④パイシートの重なりの中心部(★印)を軽く押さえ、②をのせる。 
  パイシートを束ねて上部をつまむ。 
⑤照り用卵を塗って、200℃のオーブンで10～12分焼く。 

100ｇ 
40ｇ 
20ｇ 
小さじ1 
適量 
 
1枚 
1個 

見た目もちょっと気になるパンプキンパイ。 

※ 

★ 
ﾊﾟｲの具材 

(イメージ図) 

http://www.daisenham.com/


冬のおいしいＷｏｒｌｄ   レシピ （アメリカ大陸編） 

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。 

寒い時こそ、濃厚でスパイシー＆異国の香りたっぷりな料理を食べて、 

身体の中からホットになりませんか？（今回はアメリカ大陸編）             

ﾀﾝﾄﾞｰﾙﾁｷﾝのｺﾙﾄﾞﾊﾞ風ｴﾝﾊﾟﾅｰﾀﾞ 

■作り方 
①パイシートを円形の型(直径8㎝)で抜いておく。 
②油（分量外）をひいてみじん切りにした玉ねぎと人参を炒める。 
  炒められたら、タンドールチキンと1㎝角のトマトとコンソメスープを 
  加え、塩・ホワイトペッパー・クミンパウダーで味を調え、水分がなく 
  なるまで煮込む。 
③パイシートの上に②の具材と茹で卵とレーズンをのせて、半分に 
  折りたたんでフォークなどで押さえて口を閉じる。 
④照り用卵を塗って、200℃のオーブンで12～13分焼く。 

■材料…4個分 
タンドールチキン（S305） 
玉ねぎ 
人参 
トマト 
茹で卵（スライス） 
レーズン 
チキンコンソメスープ 
塩・ホワイトペッパー 
クミンパウダー 
 

パイシート（18×18㎝） 
照り用卵 
 

 

スパイシーな具材にレーズンや茹で卵が加わることで、まろやかな
風味のエンパナーダに。おやつやおつまみにいかがでしょう？ 

20ｇ 
50ｇ 
10ｇ 
中1個 
4枚 
5ｇ 
50ml 
適量 
適量 
 

1枚 
1個 

ｽﾊﾟｲｼｰｿﾌﾄｻﾗﾐのﾋﾟﾘｼｬｷﾀｺｽ 

■作り方 
①タコスシェルをオーブンで温める。 
②スパイシーソフトサラミを5㎜幅、レタスを1㎝幅の短冊切り、 
  トマトを1㎝角の角切りにする。 
③油（分量外）をひいてスパイシーソフトサラミを軽く炒め、 
  ※の調味料で味をつける。 
④タコスシェルにレタス、トマト、スパイシーソフトサラミ、チーズを 
  のせてサルサソースをかければ完成。 

 
     

■材料…シェル4個分 
スパイシーソフトサラミ（Ｍ238） 
タコスのシェル(市販品) 
サルサソース(市販品) 
レタス 
トマト 
細切りチーズ 
 

ガーリックパウダー 
チリパウダー 
塩・ホワイトペッパー 
 

サワークリーム 

ひき肉の代わりにスパイシーなソフトサラミを使ったタコス。ビール
にもピッタリで、パーティーにも大活躍の一品です。  

4枚 
4枚 
適量 
20ｇ 
40ｇ 
20ｇ 
 

適量 
適量 
適量 
 

（お好みで） 
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具 

※ 



Ｄ． ミックスビーンズのフェジョアーダ 

■作り方 
①玉ねぎを5㎜幅のくし切り、にんにくをみじん切りにする。 
  ポチキを斜めに2等分にカットする。 
②鍋にバター（分量外）をひき、弱火でにんにくを炒める。 
  玉ねぎを加えて、透き通るくらいまで炒める。 
③ミックスビーンズ、辛口ポチキウインナー、トマトピューレ、 
  コンソメスープを加えて軽く煮込む。 
④塩・ホワイトペッパーで味を調える。 
 
 
※本場ブラジルではフェジョアーダの付け合わせとして 
  ケールの油炒めや口直しにオレンジを添える。 
 
 

■材料…2人分 
辛口ポチキウインナー（Ｗ398） 
ミックスビーンズ(水煮) 
玉ねぎ 
にんにく 
トマトピューレ 
コンソメスープ 
塩・ホワイトペッパー 
 
≪付け合わせ・口直し≫ 
 小松菜の油炒め 
 オレンジ 

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

本場では黒豆を使うブラジルの国民食フェジョアーダ。ミックス
ビーンズを使うことで彩り鮮やか。ポチキの辛さが印象的な 
一品です。 

2本 
40ｇ 
90ｇ 
１かけ 
大さじ１ 
300ml 
適量 
 
 
適量 
適量 
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■作り方 
①ファルファッレをアルデンテに茹でる。 
②玉ねぎを1㎝幅のくし切り、乾塩ベーコンを2㎝幅の短冊切りに 
  する。 
③油（分量外）をひき、玉ねぎを透き通るくらいまで炒め、 
  乾塩ベーコンを加えて炒める。 
  牛乳を加えて塩・ホワイトペッパーで味を調え、①を加えて、 
  軽く混ぜ合わせ、火を止める。 
④皿に③の具材を敷き詰めて、上からホワイトソース、チーズを 
  散らし、200℃のオーブンで15～20分焼き、パセリを散らす。 

■材料…1皿分 
乾塩ベーコン（Ｄ246） 
お好みのショートパスタ 
     (今回はファルファッレ) 
牛乳 
玉ねぎ 
ホワイトソース 
シュレッドチーズ 
     （今回はチェダーチーズ） 
パセリ 
塩・ホワイトペッパー 
 

蝶々形のファルファッレが可愛い♡ホワイトソースとチェダーチーズ
の濃厚だけどクセになるアメリカの味です。 

 
30ｇ 
50ｇ 
 
50ml 
100ｇ 
70ｇ 
40ｇ 
 
適量 
適量 

マッケンチーズ（ｼｮｰﾄﾊﾟｽﾀ&ﾁｰｽﾞ） 
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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8回目は鹿児島県の有名店“Bäckerei 
danken”に伺いました。県内に中央店・紫原
店・吉野店・谷山店の4店舗を構えていて、
どれも人気店です。今回は1号店の中央店
にお邪魔し、代表取締役の正浩一郎氏に
お話をお伺いしました。 
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 九州方面へゆったり新幹線の旅。その最南端、鹿児島中央駅で降りると見え
てくるシンボルの観覧車。その観覧車を背にして大通りを歩き、5分もしない場所
に“Bäckerei danken 中央店”があります。 
 中に入ると、次々出てくる焼き立てコールと奥のイートインスペースから聞こえ
てくる笑い声で賑わっています。地元の方でしょうか、慣れたルートで手際よくパ
ンをトレーに乗せていきます。 
 甘い系からお惣菜系、サンドイッチまでもそれぞれが種類豊富。初めて訪れる
と、どれにしようかしばらく迷ってしまうほどのラインナップです。 

『焼き立ての美味しさを食べてもらいたい。』 
 正さんのパン作りは23歳に始まりました。中央店のある場所は正さんのご実家で、元々は米屋さんでした。あるきっ
かけで何かしないといけないという気持ちがあった時、パンに出会われたのだそうです。もともとモノ作りが好きだった
ので、やるんだったらその中でも奥が深そうなパン作りをやってみたいと思ったのが始まりだそうです。 
 料理のアルバイトをした後、“トワ・ベール”で1年半製造のアルバイト。ですがその頃の仕事はほとんどオーブンでし
た。その後、日本パン技術研究所にて3か月間勉強して2000年に中央店をオープンされましたが、パン作りを本格
的に勉強したのはオープンした後のことだそうです。 
 地元に住む主婦の方、駅前ということでサラリーマンやＯＬの方、女子大や高校も近くにあるので学生の方まで、幅
広い客層・年齢層のお客様が訪れます。昔は女性が目立っていましたが現在では男性も多く訪れるのだとか。爆発
的なヒット商品があるわけではなく、種類豊富なパンがそれぞれバランスよく売れているといいます。そのレパートリー
はおよそ120種類！お店に入ってまずその種類の多さに驚きますが、それが幅広い客層から支持される理由かなと
思いました。正さんは爆発的なヒット商品がないとおっしゃっていましたが、鹿児島の中で初めてカレーパンが注目
されたお店でもあるそう。過去に1日に1500個売り上げた記録を持つ、現在も大人気の商品です。1時間に１回は必
ず揚げていて、1時間以上経ったものは下げ、常に揚げたてを食べてもらえるように工夫しているのだそう。自家製パ
ン粉のサクッとした食感と、たっぷりと入った自家製カレーが嬉しいカレーパンです。つなぎに鶏皮を使っているらし
く、コクのある旨味たっぷりなカレーです。 
 正さんは、他のパン屋さんとは勝負していないといいます。素晴らしいパンを作るパ 
ン屋さんはたくさんあるし、勝負しても仕方がない、と。“Bäckerei danken”はコンビニ 
やファミレスの仲間に入れてもらいたいのだそう。常に焼き立てで勝負したい！ 
いろいろ美味しいパンはあるし、基本的に冷めた方が味が分かると言われるパンが 
多い中で、正さんの考えは違います。焼き立てが一番！ぬくもり、温かみのあるもの 

にはかなわないので、焼き立ての美味しさを食べてもらいたい、といいます。 
いかに焼き立ての美味しさをお客様に食べて頂くか。温かいものを提供し続けると 
 いうのが正さんのこだわりです。 

極旨カレーパン 160yen 

Bäckerei 

danken 



住所 / 〒890-0053 
     鹿児島県鹿児島市中央町16-3 
   
 

TEL / 099-214-9550 
 
 

営業時間 / 7：00～20：00 
 
 

定休日 / 月曜日 

大山ハムとの出会い 
 大山ハムを初めて知ったのは中央店がオープンしてすぐ。ピタ
サンドを始めた頃だそうです。単純に、食べて美味しかったから、
と、使用して下さることに。当時は乾塩ベーコンを知り、こんな商
材を使ってサンドイッチを作りたいと思って下さったのだとか。現
在は主にサンドイッチの商材としてチキン類やソーセージを使用
して頂いています。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 17 （Bäckerei danken 中央店） 

正浩一郎氏 

『良いパンを作るにはまずは人作り。』 
 オープン当初、スタッフの数は全部で7名。とにかく自分の舌しか信じられない、
自分が美味しいと思ったものを！と考えていたという正さん。2005年に2店舗目を
オープンされてから現在は4店舗まで増え、スタッフの総数は“Bäckerei danken”
のみでも70名となり、考え方も変わったといいます。自分だけでなく皆でどう出来る
か考えるようになったのだとか。まだどうすればいいかは分からないけれど、どうモ
チベーションを上げるかが毎回の課題になっているそうです。飲食店での人や労
働に関する問題が浮き彫りになっている時代の中で、まず、人が学べるような環
境を作らないと人が育たない。人が育たなければ良いパンも作れない。だから、 

良いパンをつくるにはまずは人作りなのだと、正さんはおっしゃいます。 
 実際、4店舗目にあたる谷山店をオープンしてから3年、労働環境であったり、 
人に関する問題が一番にあり、なかなか次に進めなかったといいます。新作や新
しいアイディアに手が付けられない状態だったそうです。しかし、この3年間でおお
かた解決出来たのでやっと今からのことを考えられるといいます。正さん曰く、鹿児
島はモノを根付かせるのが難しい土地柄なのだとか。その中で知名度も人気も根
付かせることが出来た所以は、常に“考え方”について考えていらっしゃる正さんの 
志だと感じました。自分の想いだけではダメなところもあるし、逆に通さないといけないところもある、今、変えていかないと
いけないといいます。企業理念も作り変えたばかりということで、これからの“Bäckerei danken”もとても楽しみですね！ 

ゴマ風味のピタサンド 265ｙｅｎ （大山ハムのスモークチキンスライス使用）  ※特別に作り方を拝見しました！ 

1 2 3 4 5 6 
中近東生まれの食事パン、
ピタを使用。内側に辛子
マヨネーズを塗る。 

大葉を一番底に、次に 
サニーレタスを挟む。 

焙煎胡麻ドレッシングで和
えたスモークチキンを挟む。 

きゅうり、人参、水菜、トレ
ビスなどが入った彩りの良
い野菜をたっぷりと挟む。 

焙煎胡麻ドレッシングで和
えたスモークチキンを上
にトッピング。 

完成。ロゴが入ったビニー
ル紙が可愛らしい。 

お店に入るとまず目に飛び込んでくる中
央の商品スペース。人気のカレーパンや

塩パンのＰＯＰが目立ちます。 

壁際に沿う3段の棚にはパンがびっしり。
一番上の段には食パンやフランスパンな

どの食事パンが並びます。 

2台ある冷蔵ケースにはびっしりとサンド
イッチが。食パン、ピタ、ベーグルなどたく
さんの種類が並んでいます。サラダも。 

常温サンドとしてパニーニがずらり。5種
類あります。この他にもバーガー系など、
常温扱いのサンドイッチもたくさん。 

おやつに、朝食に食べたくなるような 
甘いパンも次々と焼き立てが！ 

お惣菜系も充実しています。焼き立ての
吹き出しＰＯＰもあちこちに貼られていて、

ついつい手が伸びてしまいます。 

スモークチキンと野菜のパンペルデュ。アパ
レイユにしっかりと漬け込んだパン・ド・ミに 
スモークチキンとホワイトソースがたっぷりと。 

正さんが一番好きだという塩ぱん 86yen。 
シンプルだからこそそのままの美味しさ
が引き立ちます。焼き立てが最高だとか。 



サンドイッチの食材 MEMO 

          

 

                                  
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

味噌は大豆から麹菌を使って
作られます。大豆は良質の蛋
白質を含みますが、そのまま
では組織が硬く消化が悪いの
です。加熱・発酵・熟成の過
程で組織は分解されて消化し
やすくなります。赤味噌は、
1年以上熟成させたもので塩
分濃度が高く、熟成期間が長
いので褐色の色が着きます。
白味噌は塩分濃度が低く熟成
期間が数ヶ月と短いので、色
が白く材料の麦などの粒子が
残ることもあります。 

最近では通年出回っているね
ぎですが、11～2月に旬を迎
え、柔らかさと甘さが一段と
増してきます。 

古くから、関東では白い部分
の多い白ねぎ、関西では緑の
葉の部分が多い九条ねぎの様
な青ねぎが好まれてきました。
白ねぎは、盛り土をして火に
当たらない様にして育てられ、
白い部分が多いほど良品とさ
れています。 

野菜 

ねぎ 

野菜 

生姜 
野菜 

ごぼう 

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」 

ごぼうを食べるのは、世界で
も日本、韓国、台湾などのア
ジア圏が中心。もともとごぼ
うは、中国から薬草として日
本に伝えられ、現在では日本
が世界で一番ごぼうを消費し
ていると言われています。 
ごぼうと言えば食物繊維。数
ある野菜の中でも、食物繊維
の含有量が際立って多く、便
秘の解消、有害物質の吸収に
役立ちます。 

野菜 

カボチャ 

                                  
 
 
 
 
 

熱帯アジアが原産と言われ、 

ツンと鼻に抜ける辛味が特徴。

生姜に含まれる辛味成分には強

力な殺菌作用があるとされてお

り、寿司や刺身に添えられる理

由のひとつです。通年出回って

いる根生姜は、秋に収穫して貯

蔵している物で、夏に収穫され

る新生姜と比べて辛味が強いの

が特徴です。料理だけでなく、

お菓子や飲み物など、幅広い使

い道があります。 

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。 

調味料 

味噌 

               

野菜 

ほうれん草 

近年では年中食すことの出来
るほうれん草ですが、栄養価
が高いのはやはり旬である冬
に収穫されたもの。寒くなる
ほどに甘さも増していきます。
調理がしやすく、味にくせが
ないので、根元から葉の先ま
で、捨てることなく美味しさ
をまるごといただきましょう。 

果実 

柑橘系(みかん) 

主な成分は糖質、ビタミンC

などで、その含量は種類に
よって差がある。温州みかん
は果肉が濃橙色で、香りが乏
しいが甘酸敵和で風味がよい。 

また、ポンカンは果肉が橙黄
色で、香気が高い。甘味が強
く酸味が少ないのが特徴です。 

クリームチーズによく似た味
わいですが、クリームチーズ
よりやや酸味が強いです。 
肉料理やシチュー、グラタン
によく合い、ロシアではボル
シチやビーフストロガノフに
添えられます。 
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チーズ 

サワークリーム 



                                  

 

 

 

 

   

                                  
 
 
 
 
 

 

 

大山ハムの商品 MEMO 

モルタデラスライス250g            

L393 

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。   

生ベーコン 
D434 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 45日 

規格 
（１Ｐ） 

90g 
（約2mmスライス） 

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。 
 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（1Ｐ） 

 500g 
(約2.5mmｽﾗｲｽ) 

ソーセージ生地の中にコクの
あるブラックオリーブと旨味
が凝縮したドライトマトを 
練り込みました。色彩豊かな
リオナソーセージです。 
 

トマトとオリーブ入りソーセージ     

L441 

スパイシーソフトサラミ500g 

M238 

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。 

ハーブソーセージ１Ｋg  

W518 

ペッパーシンケン スライス 

E215 

あらびきポークウインナー     

W556 

スモーク風味豊かに仕上げた

あらびきウインナーです。 

保存料は使用しておりません。 

JAS特級規格品。 

 

なめらかに練り上げたソー
セージ生地に、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
ンスが絶妙なリオナソー
セージです。 
 

*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。 

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。 
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ショルダーベーコン12ｍｍ

E282 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（1Ｐ） 

100g 
（5枚入） 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（1Ｐ） 

250g 
（約2㎜ｽﾗｲｽ） 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（１Ｐ） 

1Kg              
(約12㎜ダイス) 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（1Ｐ） 

500g 
（約1.5㎜ｽﾗｲｽ） 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500g 
(約18g/本 本数設定無) 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（１Ｐ） 

1Kg          
（24～25本） 

豚ばら肉を低温でじっくり 

スモークした、風味豊かな 

生ベーコンです。そのまま   

ご賞味いただけます。 

http://www.daisenham.com/


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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     林田日香留【神戸】       赤松未華【神戸】  

http://www.daisenham.com/

