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全国のパン屋さんご紹介。 
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ポカポカと、目覚めの季節がやってきました。 

何度来ても嬉しいこの季節。手をいっぱいに伸ばして深呼吸！ 

暖かな香りと共に一日のスタートです。 

心も体も楽しくなってきますね。そんな時には･･･ 

サンドイッチやお料理パンと一緒にお出かけしてみませんか？ 



Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ・・・ ハム・ソーセージの食べ方、楽しみ方 

ロングセラーの優しい味わい 

カントリーロースト 
 カントリーローストは大山ハムを代表する商品で、長年
愛され続けています。あっさりと上品な味わいは、どこか
懐かしさを感じ、ホッとさせてくれます。 
 
 豚ロース肉本来のおいしさを最大限に引き出すため
に調味液にじっくりと漬け込み、仕上げに軽くロースター
で焼き上げます。上品な味わいは、丁寧に絶妙の加減
でローストすることによって生まれます。 
 
 しっとりと柔らかな口当たりと、噛みしめるほどに感じる
肉本来の旨味。あっさりと上品な味わいを楽しむには、
まずはそのままシンプルに。それから、合わせる食材に
よって様々に広がる美味しさを楽しんで頂きたいと思い
ます。 
 シンプルにパンと楽しむなら、美味しいバターをたっぷ
りと塗ったバゲットにカントリーローストを挟む。たったそ
れだけで口の中に広がる美味しさが、贅沢な気分にさ
せてくれます。 
 
 今回は、春色をまとったカントリーローストの楽しみ方
をご提案させて頂きます。 

2 

カントリーローストと菜の花コールスローのサンドイッチ 

■材料…1組分 
 

バジルフォカッチャ 
バター（食塩不使用） 
サニーレタス 
カントリーローストスライス（C209） 
菜の花コールスロー※ 
 
※菜の花コールスローの作り方（作りやすい分量） 
菜の花（塩茹で） 50ｇ / 春キャベツ 30ｇ / 人参 1/2本 / 
サラダ油 少量 / 砂糖 小さじ2 / マヨネーズ 大さじ2 / 
酢 少量 / 塩・ホワイトペッパー 適量 / 
 
①菜の花は適当な大きさにカットし、春キャベツは粗めの千切りに、 
  人参は皮を剥いてピーラーで薄切りにする。 
②①にサラダ油、砂糖、マヨネーズ、酢を加えて混ぜ合わせ、 
  塩・ホワイトペッパーで味を調える。 
③冷蔵庫で1時間程度、味を馴染ませる。 

1個 
4ｇ 
3ｇ 
1枚 
18ｇ 

バジルが香るフォカッチャにカントリーローストと甘酸っ
ぱいコールスローを合わせ、爽やかに仕上げました。
菜の花のほろ苦さが春の訪れを感じさせてくれるサン
ドイッチです。 
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■材料…1台分（直径18㎝タルト型） 
 

パイシート 
カントリーローストスライス（C209） 
そら豆（塩茹で） 
スナップエンドウ（塩茹で） 
ヤングコーン（塩茹で） 
人参 
グリーンピース 
シュレッドチーズ 
※卵 
※生クリーム 
※塩・ホワイトペッパー 
 
■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。 
②カントリーローストは1/2にカットする。人参は5㎜程度 
  の厚さに輪切りにし、花型で抜く。 
③①に※をよく混ぜ合わせたアパレイユを流し入れ、 
  ②とそら豆、スナップエンドウ、ヤングコーンを並べ、 
  チーズをかけてグリーンピースを散らす。 
④200℃のオーブンで25分程度焼く。 

1枚 
3枚 
24ｇ 
20ｇ 
12ｇ 
15ｇ 
10ｇ 
20ｇ 
1個 
60ｇ 
適量 
 

カントリーローストに彩りの良い春野菜をたっぷりと合わ
せたキッシュです。アパレイユの中に浸かって温まった
カントリーローストはふっくらと仕上がります。 

カントリーローストと 

イチゴディップのプチサンド 
コロンと小ぶりなブリオッシュ・ア・テットでプチサンドに。 
ブリオッシュのリッチな味わいに、カントリーローストの 
肉の優しい甘さ、イチゴディップのほのかな酸味が絶妙
にマッチ。ティータイムにもおつまみにもぴったりな 
サンドイッチです。 

■材料…1組分 
 

ブリオッシュ・ア・テット 
バター（食塩不使用） 
カントリーローストスライス（C209） 
イチゴディップ※ 
ミント 
 
 
※イチゴディップの作り方（作りやすい分量） 
マスカルポーネ 100ｇ / イチゴ（フリーズドライ） 10ｇ / 
ストロベリージャム 適量 
 
マスカルポーネにイチゴを手で崩しながら入れ、混ぜ合わせる。酸味
が足りない場合はお好みでストロベリージャムを加える。 

1個 
2ｇ 
1/3枚 
8ｇ 
適量 

カントリーローストと 

彩り春野菜のキッシュ 

http://www.daisenham.com/


   シナモンのあれこれ  
 西洋では古くから消化促進作用のほか、健胃・整腸・
解毒・鎮痛などの内科的な疾患に対する民間万能薬と
して、また発熱・悪心・嘔吐に対しても効果がある和漢薬
としても広く利用されています。体を温める作用がある 
一方で、子宮を収縮させる作用があることから、妊娠中
の女性は摂取量に注意が必要です。 
 

   シナモンの味と香り 
 若干の辛味と甘みを併せ持った独特の香味が特徴。
その香味は産地、品種、採集部位によっても異なります。
セイロンシナモンは樹皮のコルク層を除き、筒状で乾燥 
させて加工する為、上品で繊細な甘い香りが特徴で、
チャイナシナモンはセイロンに比べるとコルク層を残した
肉厚な状態のもののため、濃厚な香りに加え甘みや渋み
も強く野性的な風味を持ちます。シナモンもクローブや 
ナツメグの芳香成分と同じ成分のオイゲノールを含むの
で、これらのスパイスと似た香りを感じることが出来ます。 
 

   シナモンのおいしいところ 
 シナモンは甘みや甘い香りに特徴のある料理と相性が
良く、素材の甘みをいっそう高めて美味しさを引き立てま
す。砂糖を多く使ったパンやケーキ、フルーツ等のシロッ
プ煮やパイにはパウダー状のシナモンが使い易いです。 
 カレー粉・ケチャップ・ソースの原料にもなるように、甘
い料理以外にも、ひき肉料理などには肉の香りづけに練
り込むと大変美味しく仕上がります。 
 スパイスとしてだけでなく、アロマオイルとしても大変重
宝されるシナモン。オイルに独特な芳香を移したシナモ
ンオイルはシナモンそのものの香りに比べ、より濃厚で甘
くスパイシーな香りが楽しめます。シナモンオイルには気
分を高揚させる作用があるといわれており、気分が沈ん
でいる時や元気がない時などに香りを嗅ぐと良いとされて 

おいしさ豆知識 
シナモンオイルには体調を整える効果や、体の痛みをとる効果があるともいわれています。気力を回復させて、何か 
物事に取り組む前や、新しい物事を始める際などに良いと考えられています。 

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 

「シナモン」 
Cinnamon 

参考文献：S＆B食品 スパイス＆ハーブ辞典「シナモン」 
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「シナモン」 
文園社 スパイス＆ハーブ辞典「シナモン」      

シナモンには、厳密に分けると「セイロンシナモン」「チャイナシナモン（カシア）」
がありますが、現在ではどちらも「シナモン」として流通しており、京都名物の
「八ツ橋」には「チャイナシナモン」の方が使われています。 
日本だけでなく中国のミックススパイス「五香粉」（ウーシャンフェン）にも 
使われているように様々なジャンルにおいて親しまれているスパイスです。 
 

※乾燥させて粉末にしたシナモン 
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います。また、室内にアロマオイルとして香らせることで、
カビ臭を抑える抗菌作用も期待◎。レモンやオレンジなど
の柑橘系のエッセンシャルオイルと相性が良く、合わせ
て使うことで、より心地よい香りを楽しむことができます。 
 
 旧約聖書にも記載されているほど、古くから知られてい
るシナモンの甘い香りは、愛をかきたて、深く大きな愛情
を表す貴重なものとされており、王侯貴族の間では最高
の贈り物とされてきました。 
 暴君として名高いネロは最愛の妻の死後、ローマで 
使用される1年分のシナモンをかき集めてすべて焚き、
最高の死出の旅への贈り物、愛の終わりの証としたと言
われています。またシナモンの抗菌・消臭効果を利用し
て、寺院などでは、お供え物の獣肉を調理する際に出る
匂いを消す為や、ミイラ作りの際にはクローブとの併用で
防腐剤として扱われたそうです。 

   

   簡単レシピご紹介！！ 
 

上品な甘い香りをつけるだけでなく、素材の甘さや旨味を絶妙に 
引き立ててくれるNew調味料。さつまいも、南瓜、玉ねぎなど 
甘みのある食材と相性抜群です。 
 

【シナモンソルト】 
 

■材料  
 ●シナモンパウダー 
 ●食塩 
 

■作り方 
シナモンパウダーと食塩を合わせる。 
 ※使用直前に合わせた方が、よりシナモンの風味を楽しめます。 

ひとつまみ 
小さじ1/2 

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/koujien/item/W005SOC.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/koujien/item/P007.jpg


新玉ねぎ＆グリンピースの 
   かき揚げナンドッグ 

ホクホクの新じゃがいものマッシュポテトにシナモンを
加えると、スィートポテトのようにほんのり甘く変化しま
す。シンプルに合わせることで味わいが感じやすく、
大きなハムとポテトという組み合わせで食べ応えも 
あるカスクルートに仕上げました。 

■材料…１組分 
 

 バゲット 
 バター（食塩不使用） 
 スモークハムオオバン（A309） 
 新じゃがマッシュポテト※ 
 パセリ 

 

1/3本 
10ｇ 
2枚 
15ｇ 
適量 

新じゃがマッシュと大判ハムの 
    シンプルカスクルート 

新玉ねぎにグリーンピースの緑が映えるサクサク甘い 
かき揚げとハーブウインナーでナンドッグに仕上げました。 
仕上げにシナモンソルトをふりかけることでウインナーの 
旨味や新玉ねぎの甘さがより引き立ちます。 

■材料…１組分 
 

 ナン 
 ハーブソーセージ（W518） 
 新玉ねぎ&グリーンピースのかき揚げ※ 
 シナモンソルト 

 

1枚 
1本 
1枚(約80ｇ) 
適量 
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Cinnamon salt 

Cinnamon bread 

ドライフルーツを混ぜ込んだクリームチーズと 
生ハムをナッツ入りのシナモンブレッドにのせれば
デザートにもなるサンドイッチの完成。 
シナモンの甘い香りに、ドライフルーツの甘酸っぱ
さや生ハムの塩気が絶妙にマッチします。 

■材料…１組分 
 

 シナモンブレッド（15㎜スライス） 
 生ハム（ロース）（E395） 
 ドライフルーツのディップ※ 
 ミント 

 

1枚 
10ｇ 
10ｇ 
適量 

シナモンブレッドのオープンサンド 
（生ハム×ドライフルーツ） 

Cinnamon  

   mash potato 

※ドライフルーツディップの作り方（作りやすい分量） 
練り上げたクリームチーズ50ｇにドライフルーツ20ｇを 
ザックリと混ぜ合わせる。季節のフルーツを合わせる際は、 
混ぜ込んでしまわずトッピングとして使うと綺麗に仕上がる。 

※新じゃがマッシュの作り方（作りやすい分量） 
皮をむき、ふかした新じゃがいも100ｇを潰す。粗熱が取れ
たら、生クリーム10ｇとシナモンパウダー0.5ｇを加える。 

※新玉ねぎ&グリーンピースのかき揚げの作り方 
新玉ねぎ60ｇとグリーンピース15ｇを小麦粉適量と水を
合わせた衣をまとわせ、180℃の油できつね色になるま
でサックリと揚げる。 

http://www.daisenham.com/


from   NEW YORK 

ＮＹベーグルのご紹介 

エブリシング 

ベーグルは、ユダヤ人が日曜日の朝食に食べていたパンで、アメリカに移住する際に持ち込んで広まりました。
製造時間が短いこと、そしてサンドイッチに向き、バリエーションが豊富なことからNYで人気が出たパンです。 
では、日本のベーグルとNYベーグルの違いは何でしょうか？ 
日本のベーグルは、もっちりとしていておもちのような食感に対し、NYベーグルは「むっちり」「むぎゅっ」とした 
歯ごたえがあり、ハード系のパンとは違った味わいがあります。クリームチーズとの相性が抜群の為、今回はNY
ベーグルとクリームチーズを合わせたレシピをご紹介します。 

ホールウィート 

ポピーシード シナモンレーズン 

様々なトッピングをした風味豊かなベーグル。
ＮＹでは一般的に見られ、お店によって個性
様々です。写真は、ポピーシード、胡麻、ブ
ラックペッパー、岩塩、ガーリックパウダーが
トッピングされています。香りの強いフィリングを
挟むのがおすすめです。 

ホールウィートとは「全粒粉」の意味。胚芽や
ふすま（皮部）も含まれる為、栄養価が高く、
繊維質も多いので、健康によいといわれて 
います。小麦そのものの風味があり、歯切れも
良く、淡泊なので濃厚なクリームチーズと相性
抜群です。 

プチプチとした食感がたまらない ポピーシード。
日本では「ケシの実」として和菓子やケーキに
使用されています。ケシの実は、そのままの状
態ではほとんど香りがなく、加熱することによっ
て初めてアーモンドの様な香りが出てきます。 

ＮＹ定番のベーグル。 
温めるとシナモンの香りがふんわりと広がり 
ます。食感にレーズンが入っていてやみつきに
なります。甘いフィリングを挟むのはもちろん 
美味しいですが、今回は食事としてのメニュー
をご提案します。 

ベーグルに注目。 ベーグルを使ったサンドイッチのご紹介です。 
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参考文献：講談社 「パンの基本大図鑑」 
       毎日コミュニケーションズ 「パンの図鑑」 



■材料…1組分 

■材料…1組分 ■材料…1組分 

■材料…1組分 

オニオンベーグル 
青ネギクリームチーズ※ 
フリルレタス 
ペッパーシンケンスライス 
           （E215） 

 
※青ネギクリームチーズの作り方 
刻み青ネギ8ｇとマヨネーズ2ｇ、クリームチーズ50ｇを混ぜ合わせる。 

1個 
60ｇ 
4ｇ 
2枚 

シナモンレーズンベーグル 
イチジククリームチーズ※ 
生ベーコン（D434） 
ルッコラ 
 

 
※イチジククリームチーズの作り方 
ドライイチジク10ｇとクルミ10ｇを小さくカットし、クリームチーズ50ｇと混ぜ 
合わせる。 

1個 
70ｇ 
2枚 
2ｇ 

ホールウィートベーグル 
新玉ねぎクリームチーズ※ 
サラダ菜 
目玉焼き 
ハーブソルト 
ハーブソーセージ（W518） 
 

※新玉ねぎクリームチーズの作り方 
みじん切りにした新玉ねぎ25ｇとクリームチーズ35ｇを混ぜ合わせ、 
ハーブソルトとブラックペッパー適量で味を調える。 

1個 
60ｇ 
5ｇ 
1枚 
適量 
1.5本 

プレーンベーグル 
ドライトマトとバジル 
      クリームチーズ※ 
ショルダーハムスライス 
           （C227） 
 

※ドライトマトとバジルクリームチーズの作り方 
ドライトマト8ｇを水に10分程度浸けて戻し、水気を除き1㎝角に切る。 
バジル（生）2ｇは手で小さくちぎる。クリームチーズ30ｇにドライトマトとバジル、 
オリーブオイル5ｇを入れて混ぜ合わせる。 

1個 
40ｇ 
 
25ｇ 

ハーブソーセージと 
新玉ねぎクリームチーズのベーグルサンド 

ペッパーシンケンと 
青ネギクリームチーズのベーグルサンド 

ショルダーハムとドライトマトとバジル 
クリームチーズのベーグルサンド 

生ベーコンと 
イチジククリームチーズのベーグルサンド 
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玉ねぎが使用されているベーグル 
には、同類の薬味であるネギを使用
したクリームチーズがよく合います。 
ピリッとペッパーの効いたペッパー 
シンケンが絶妙にマッチし、 
やみつきになる美味しさです。 

新玉ねぎの甘味と、 
クリームチーズの酸味が絶妙な 
ハーモニーを生みます。ハーブソルトを
入れることで味が引き締まり、より一層
風味が引き立ちます。卵のマイルドさが
味のアクセントとなり、後を引く美味しさ
に仕上がりました。 

ふわっとした食感のショルダーハムに、
ドライトマトの酸味とコクのあるクリーム
チーズがとても合います。香り高い 
生のバジルを混ぜ込み、後味爽やかに
仕上げました。 

スモークの香り豊かな生ベーコンと、
滑らかなイチジククリームチーズが
口の中で一体となってとろけます。 
カリッとクルミがアクセント！ 
ぜひワインなどのお酒に合わせて 
お召し上がり下さい。 

爽やかな香りが口いっぱいに広がる ボリューム満点でお腹いっぱい！ 

トマトの酸味とバジルの豊かな味わい ベーコン×イチジクの大人な味わい 



蕗とウインナーの 

  ペペロンチーノフォカッチャ 

寒かった冬が終わり、春の訪れを今か今かと待っていた 

植物や動物たちも、目を覚ましてくる季節がやってきます。 

この時期にぜひ食べておきたい旬の食材をたっぷりと使った 

心も体も目覚めるようなパンレシピのご紹介です。 

大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー。 

ぜんまいとベーコンの 
        甘辛フォカッチャ 

春の味、蕗（ふき）をふんだんに使用したペペロンチーノ風 
フォカッチャ。蕗の独特な香りやほろ苦さにウインナーの旨
味と唐辛子の辛さが一体となって、お食事としてだけでなく、 
おつまみにもぴったりな春パンに仕上げました。 

デリのようなパン。 
  
 

目覚めのとき！！ 

 アクセントのある春パンレシピ 
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■材料…1個分 
フォカッチャ生地 
あらびきポークウインナー（W556） 
蕗（水煮） 
輪切り唐辛子 
オリーブソース 
 →オリーブオイル大さじ１、刻みニンニク10ｇ、 
   塩・ホワイトペッパーを混ぜ合わせる。 

 

60ｇ 
1本 
15ｇ 
適量 
10ｇ 

※乾塩ベーコンとぜんまいのソテーの作り方 
                        （作りやすい分量） 
フライパンにサラダ油をひいて、約3㎝の長さに切ったぜんまい
（水煮）30ｇとエリンギ20ｇを炒める。ある程度火が通ったら、1㎝
幅の短冊切りにした乾塩ベーコン（D246）20ｇを加えて炒め合わ
せる。全体に火が通ったら醤油ダレ20ml（醤油：砂糖：酒＝1：1：
1）を鍋肌から回しかける。 

■材料…1個分 
フォカッチャ生地 
乾塩ベーコンとぜんまいのソテー※ 
ブラックペッパー 
シュレッドチーズ 

60ｇ 
35ｇ 
適量 
7ｇ 

乾塩ベーコンと一緒に甘辛く炒めたぜんまいとエリンギを
フォカッチャ生地にのせ、どこか懐かしいおかずパンに仕上
げました。甘辛い味付けと香ばしい香りが食欲をそそる一品。 



照焼チキンと 

芽キャベツのクグロフサレ 

旬の筍を 

ポークパストラミの 

筍デニッシュ 

芽キャベツをトッピングに、ジューシーなテリヤキチキンと松の実や
コーンなどを合わせ、見た目も食感も楽しいお惣菜パン。 
お好みの厚さで薄めに上品にスライスしても、厚めにガッツリなスラ
イス厚でも◎。生地に少量のオイスターソースを塗ることでさらに 
味に奥行きが生まれます。 

■材料…1個分 
デニッシュ生地 
ポークパストラミ（E284） 
筍ソテー※¹ 
柚子胡椒チーズ※² 
溶き卵（照り用） 

 

50ｇ 
17ｇ 
7ｇ 
10ｇ 
適量 

■作り方 
①＊の材料でパン生地を作る。 
②（１次発酵が済んだら）①の生地を伸ばし、オイスター 
  ソースを塗る。 
③②にテリヤキチキン、4等分にした芽キャベツ（2個分）、  
   松の実、コーンを散らし、手前から巻き込んでいく。 
④クグロフ型に油（分量外）を塗り、トッピング用に2等分に 
  した芽キャベツ（2個分）を入れる。 
⑤③を円にして型に入れる。隙間がないように上から押さえ、  
  ガスを抜いて、2次発酵。  
⑥180℃のオーブンで20～30分程度焼く。 
  竹串を刺して、生地が付いてこなければ完成。 

※¹筍ソテーの作り方 
フライパンに油をひき、筍（水煮）を焦げ目がつくまで 
ソテーする。 
 

※²柚子胡椒チーズの作り方（作りやすい分量） 
良く練ったクリームチーズ50ｇに柚子胡椒4ｇを加え、
練り合わせておく。 

豚肉のコクと旨味が筍の独特の旨味やほのかなえぐみ 
と出会い、何とも言えない美味しさのデニッシュに！ 
柚子胡椒を練り込んだクリームチーズを合わせて 
デニッシュ生地で包み、焼き上げました。 
味わいが口の中で変化し、最後まで飽きることなく 
食べ進められる一品に仕上げました。 
 

■材料…1台分（直径15㎝クグロフ型） 
 

＊強力粉 
＊蜂蜜 
＊塩 
＊水 
＊ドライイースト 
＊サラダ油 

 

 

220ｇ 
35ｇ 
4ｇ 
140ｇ 
4ｇ 
20ｇ 

 

テリヤキチキン（モモ）（S303） 
芽キャベツ（塩茹で） 
松の実 
コーン（ホール） 
オイスターソース 

 

 

80ｇ 
4個 
15ｇ 
30ｇ 
15ｇ 
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■作り方 
①パプリカは8㎜の角切りにする。しめじはオリー 
  ブオイル（分量外）を熱したフライパンで炒め、 
  塩・ホワイトペッパー（分量外）で味を調える。 
②ほうれん草パン生地を丸め、セルクルの中に 
  入れる。 
③パン生地の中央をくぼませ、ホワイトソース、 
  しめじ、パプリカ、ショルダーベーコンを入れる。 
④最後に粉チーズを振りかけ、210℃のオーブン 
  で15～20分焼く。 
  粗熱が取れたらディルを飾る。 

デリのようなパン。 
  

栄養たっぷりなパンが大集合！！ 

大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー。 

野菜をたっぷり食べたいとき、食卓に彩りがほしいときにおすすめ！ 
着色は一切せず野菜そのものの色を生かしています。 
野菜が嫌いなお子様にもきっと喜んでもらえるはず♪ 
栄養価が高いので、忙しいビジネスマンやＯＬの方にもオススメなパンのご紹介です。 

ジューシーなショルダーベーコンの旨味が、 
ホワイトソースを美味しく仕上げます。セルクルを 
使用することで高さが出て、小ぶりですがずっしりと 
していて存在感があります。最後にディルを飾ること
で、彩りも良く爽やかな風味を味わって頂けます。 

■材料…1個分（直径8㎝セルクル） 
ほうれん草パン生地 
ショルダーベーコンダイス 
            （E212） 
パプリカ（赤・黄） 
ホワイトソース 
しめじ 
パルメザンチーズ 
ディル 

80ｇ 
6ｇ 
 
7ｇ 
5ｇ 
3ｇ 
2ｇ 
適量 

■材料…1個分 
ほうれん草パン生地 
ハーブソーセージ（W518） 
パプリカ（赤・黄） 
バジルマヨネーズ 
 →バジルオイルとマヨネーズを1：4で  
   混ぜ合わせる。 

シュレッドチーズ 
パルメザンチーズ 

75ｇ 
1本 
8ｇ 
7ｇ 
 
 

8ｇ 
2ｇ 

３色の野菜を使った    

彩りパンレシピ 

ショルダーベーコンとしめじのホワイトシチューパン 

水 
オリーブオイル 
強力粉 
薄力粉 
砂糖 
塩 
ドライイースト 
ほうれん草 
(ほうれん草は茹でて 
      水分を切っておく) 

100ｇ 
10ｇ 
120ｇ 
110ｇ 
5.6ｇ 
3.5ｇ 
3.5ｇ 
52ｇ 

パン生地からはみ出したハーブソーセージが 
存在感抜群！香草が香るハーブソーセージに、
さらにバジルマヨネーズをかけることで、より 
一層香り深く感じられます。ぜひパプリカの彩り

と食感と一緒に楽しんで下さい。 

■作り方 
①パプリカは縦に細切りにする。 
②ほうれん草パン生地を丸くした後、手のひら 
  で平らに伸ばし、ハーブソーセージを中央に 
  のせる。 
③パプリカ、バジルマヨネーズ、シュレッドチー 
  ズをのせ、パルメザンチーズを振りかけ、 
  210℃で20分程度焼く。 

ハーブソーセージとバジルマヨの彩りパン 
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■材料…1個分（直径11㎝型） 
トマトパン生地 
ハワイアンポチキ（W493） 
コーンマヨネーズ 
 →コーン40ｇとマヨネーズ35ｇを混ぜ合わせ、 
   ホワイトペッパー適量を振りかける。 

パルメザンチーズ 
バジルの葉 

90ｇ 
2本 
25ｇ 
 
 

2ｇ 
適量 

■材料…1個分（直径11㎝型） 
トマトパン生地 
タンドールチキン（S305） 
新玉ねぎのカレー風味ソテー 
 →新玉ねぎ1/2個を薄切りにし、熱した 
   フライパンにオリーブオイル適量をひき、 
   カレー粉適量を加えて炒め、最後に 
   塩で味を調える。 

オクラ 
ミニトマト 
ブラックペッパー 

 

100ｇ 
12ｇ 
25ｇ 
 
 
 
 

10ｇ 
13ｇ 
適量 

ハワイアンポチキとコーンマヨのバジル風味パン 

■作り方 
①トマトパン生地を横長の長方形に伸ばし、ハワイアンポチキを横に 
  して並べる。 
②ハワイアンポチキを包むように閉じてロール状にしたら、7等分に 
  カットする。 
③型に沿って②を6個分並べ、中央部分に1個を入れる。 
④真ん中にコーンマヨネーズをのせ、パルメザンチーズを振りかける。 
⑤200℃のオーブンで20分程度焼く。最後にバジルの葉を乗せる。 

タンドールチキンと彩り野菜パン 

強力粉  
ドライイースト 
砂糖 
塩 
トマトジュース 
     (無塩) 
バター 
 （食塩不使用） 
ドライバジル 

280ｇ 
4ｇ 
30ｇ 
4ｇ 
180ml 
 
30ｇ 
 
3ｇ 

あらびきポークウインナーと新じゃがのフーガス 

■材料…1個分 
新じゃがいもパン生地 
あらびきポークウインナー（W556） 

100ｇ 
2本 水        

オリーブオイル 
強力粉  
薄力粉 
新じゃがいも 
（茹でて皮を剥いて潰し、 
     粗熱を取っておく） 

砂糖 
塩 
ドライイースト 
ローズマリー 

75ｇ 
10ｇ 
125ｇ 
125ｇ 
75ｇ 
 
 

5ｇ 
3ｇ 
3ｇ 
8ｇ 

トマトのさっぱりとした風味パンで、 
ガツンと辛みのあるハワイアンポチキを包み 
込みました。コーンマヨを合わせることで、 

マイルド感がプラスされます。 

トマトの酸味とスパイシーなタンドールチキンが 
絶妙にマッチしています。カレーたまねぎのしゃきしゃきと
した食感がアクセントになり、やみつきになる美味しさ！ 

新じゃがいもを練り込むことで、もちもちとした食感が 
楽しめます。あらびきソーセージの弾ける食感と合わさって、 
止まらない美味しさ！生地に練り込んだローズマリーが 

爽やかに香り、お酒にも合う一品です。 

■作り方 
①薄く伸ばしたトマトパン生地を型に 
  入れ、新玉ねぎのカレー風味 
  ソテー、タンドールチキン、オクラ、 
  トマトを順番にのせる。 
②180℃のオーブンで12～15分焼く。 
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■作り方 
①あらびきポークウインナーは1㎝程度の厚さ 
  の輪切りにする。 
②新じゃがいもパン生地を3等分にする。生地 
  をそれぞれ綿棒で薄く伸ばし、葉っぱのよう 
  に切り込みを入れ、少し伸ばして広げる。 
③②に①をトッピングし、200℃のオーブンで 
  15分程度焼く。 

美味しいアレンジ 

ほうれん草パン生地に 
ベーコンを合わせて。 

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。 

お家にこもりがちな季節が過ぎ、思わず外に出かけたくなるような、ポカポカ陽気がやってきました。 
春の香りを思いっきり吸って歩くと、いつもの散歩道もウキウキしてきますよね。 
そんな時は、ふと立ち寄った公園などでゆったりランチをしてみてはいかがでしょうか？ 
今回は、春の行楽にぴったり！心が弾むようなパンメニューをご紹介いたします。 

春の行楽パンメニュー    
ポカポカ陽気でウキウキわくわく 
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■材料…1組分 
 

パンケーキピタ 
バター（食塩不使用） 
サラダ菜 
乾塩ベーコン（D246） 
フライドポテト 
新玉ねぎのハニーマスタード和え 
 →新玉ねぎをスライスし、蜂蜜と粒マスタードを 
   お好みで混ぜ合わせる。 

スプラウト（レッドキャベツ） 

1枚 
2ｇ 
3ｇ 
1.5枚 
14ｇ 
15ｇ 
 
 

2ｇ 

乾塩ベーコンとフライドポテト 

■材料…1組分 
 

パンケーキピタ 
バター（食塩不使用） 
サラダ菜 
スライスチーズ 
ハーブソーセージ（W518） 
アボカド 
トマト 
バジルマヨネーズ 
 →バジルオイルとマヨネーズを1：4の割合で 
   混ぜ合わせる。 

アーリーレッド 

1枚 
2ｇ 
3ｇ 
1枚 
1本 
14ｇ 
16ｇ 
3ｇ 
 
 

2ｇ 

ハーブソーセージとアボカドトマト 

■材料…1組分 
 

パンケーキピタ 
バター（食塩不使用） 
ホイップクリーム 
イチゴ 
キウイフルーツ 
お好みのお菓子 
     （今回はクッキーなど） 
チョコレートソース 

1枚 
2ｇ 
20ｇ 
1粒 
18ｇ 
適量 
 
適量 

イチゴとキウイとホイップクリーム 

パンケーキｄｅ 
具沢山ピタサンド 

甘みのある新玉ねぎの和え物がシャキシャキと
美味しい組み合わせです。 

爽やかなハーブソーセージがほんのり甘い 
パンケーキピタと相性抜群！ 

まるでパフェみたい！たっぷりの生クリームと
ジューシーなフルーツが美味しいデザートサンド
です。おやつにもぴったり♪ 

パンケーキを少し楕円形に焼いて半分にカットし、切り込みを入れたら 
パンケーキピタの完成です。ほんのり甘いピタにたくさんの具材を詰め込んで、
思わず笑顔になれるサンドイッチです。 
いろいろな具材を並べてお好みで作りながら食べても楽しい！ 

A B C 

A 

B 

C 
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■材料…1個分 
 

胚芽食パン（12㎜スライス） 
バター（食塩不使用） 
あらびきポークウインナー（W556） 
卵サラダ※ 
 

※卵サラダにグリーンピースを3割の割合で混ぜ合わせる。 

1枚 
2ｇ 
1本 
30ｇ 

あらびきポークウインナーと卵サラダ 

食パンｄｅおむすび風サンド 

■材料…1個分 
 

黒胡麻食パン（12㎜スライス） 
バター（食塩不使用） 
モルタデラスライス（L393） 
ツナサラダ※ 
 

※ツナサラダにそら豆（塩茹で）を3割の割合で混ぜ合わせる。 

1枚 
2ｇ 
1/2枚 
32ｇ 

モルタデラとツナサラダ 

■材料…1個分 
 

食パン（12㎜スライス） 
バター（食塩不使用） 
ホイップクリーム 
イチゴ 
粒あん 

1枚 
2ｇ 
5ｇ 
1粒 
18ｇ 

いちご大福風 

コロンとしたおむすびの形のサンドイッチです。ひとつひとつラッピングし
ても食べやすく、お弁当箱に詰めても可愛らしく仕上がります。 
パクパクとたくさん食べられそうな予感！ 

＊おむすび風サンドの作り方＊ 

①ラップに耳を切り 
  落とした食パンを 
  乗せる。 

②具材を中央に 
  乗せて丸く絞る。 

③ほどけないようにしっかりと 
  絞り、しばらく冷蔵庫で 
  落ち着かせる。 

スモークチキンと春色ソテー 
のスティックパニーニ 

■材料 （1個分） 
 

山型食パン（12㎜スライス） 
バター（食塩不使用） 
スモークチキンスライス（S310） 
筍と春キャベツソテー※ 
シュレッドチーズ 

 
※筍と春キャベツソテーの作り方 
 

筍（水煮） 30ｇ / 春キャベツ 50ｇ / バター（食塩不使用） 
10ｇ / 醤油 大さじ1/2 / 七味唐辛子 適量 
 

①筍は食べやすい大きさにスライス、春キャベツは千切りにする。 
②熱したフライパンでバターを溶かし、①を炒める。火が通ったら 
  醤油を回しかける。 
③火を止め、七味唐辛子を振りかけて混ぜ合わせる。 

2枚 
4ｇ 
30ｇ 
40ｇ 
18ｇ 

スモークチキンに食欲そそる筍と春キャベツのソテーをたっぷ
りと合わせてパニーニに。縦半分にカットしてスティック状に仕
上げ、ワンハンドで食べやすくしました。外でも食べやすい 
パニーニです。 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

うずらの卵、ゴマ、ケチャップ 

チョコペン（ブラウン、ピンク） 

モルタデラ、スライスチーズ 

http://www.daisenham.com/
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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。 

そよ風が吹いて、ポカポカ陽気で暖かい。何事にもスタートを切るにはもってこいの季節の到来です。 

身体の中から春味を感じて、元気にスタートダッシュしてみてはいかがでしょうか？ 

エッグシチュー（赤いｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ） 

■作り方 
①卵を溶き、※の調味料を合わせる。 
②乾塩ベーコンは1㎝幅の短冊切り、玉ねぎは1㎝幅のくし切り 
  にする。 
③熱したフライパンに油(分量外)をひき、玉ねぎを透き通るまで 
  炒め、乾塩ベーコンを加えて軽く炒める。 
  さらに、カットトマトを加える。 
④①を加えて軽く炒め、器に盛る。 

■材料…2人分 
乾塩ベーコン（D246） 
新玉ねぎ 
カットトマト（水煮） 
卵 
 

※粉末ブイヨン 
※カレー粉 
※ドライタイム（ホール） 
※塩・ホワイトペッパー 
 

（飾り用）イタリアンパセリ 

赤くてスパイシーなスクランブルエッグ。そのままでも、パンのお供
としてトーストにのせて頬張っても、クセになるような1品です。 

1枚 
50ｇ 
100ｇ 
1個 
 

2ｇ 
1ｇ 
適量 
適量 
 

タブレ（春のｸｽｸｽｻﾗﾀﾞ） 

■作り方 
①※の材料を合わせてソースを作る(キウイはすりおろす)。 
②熱湯50mlに少量の塩と油（分量外）を加え、クスクスを入れて 
  よくかき混ぜ、蓋をして7分程度蒸らす。 
③アスパラガスは5㎝の長さに、カントリーロースト及びレンズ豆、 
  アーリーレッド、ミニトマト、 黄パプリカは適当な大きさに揃えて 
  切る。 
④①のソース、②のクスクスと合わせて器に盛る。 

 
     

■材料…2人分 
カントリーローストスライス（C209） 
クスクス 
アスパラガス（茹で） 
レンズ豆（水煮） 
アーリーレッド 
ミニトマト 
パプリカ（黄） 
 

※キウイフルーツ 
※マーマレード 
※オリーブオイル 
※クミン（パウダー） 
※塩・ホワイトペッパー 

キウイフルーツとマーマレードの爽やかなソースで和えたフレッシュな 
野菜たちが口のなかで踊ります。クスクスのプチプチとした食感も◎  

1枚 
30ｇ 
16ｇ 
10ｇ 
25ｇ 
10ｇ 
25ｇ 
 

25ｇ 
8ｇ 
10ｇ 
適量 
適量 



ハリラ（ﾊﾟｾﾘ＆ﾚﾓﾝｿｰｾｰｼﾞの酸っぱいｽｰﾌﾟ） 

■作り方 
①玉ねぎは1㎝の角切り、ニンニクはみじん切りにする。 
  パセリ＆レモンソーセージは斜めに4等分に切る。 
②鍋にオリーブオイル（分量外）をひき、弱火でニンニクを 
  炒める。玉ねぎを加え、透き通るまで炒める。 
③②に※の調味料を加え、味をつける。 
  (最後に味を調えるので軽めで良い。) 
④ひよこ豆、パセリ＆レモンソーセージ、トマトピューレ、コンソメ 
  スープを加えて軽く煮込む。 
⑤塩・ホワイトペッパーで味を調え、器に盛ってパセリを散らす。 

■材料…2人分 
パセリ＆レモンソーセージ（W572） 
ひよこ豆（水煮） 
新玉ねぎ 
ニンニク 
トマトピューレ 
コンソメスープ(チキン) 
 

※塩・ホワイトペッパー 
※ターメリック(パウダー) 
※シナモン(パウダー) 
 

パセリ（みじん切り） 

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

ソーセージ、ひよこ豆、玉ねぎ、トマトピューレの赤いけれど辛くない
酸っぱいスープ。豆類はお好みで大豆やレンズ豆に変えても◎ 

2本 
40ｇ 
90ｇ 
10ｇ 
20ｇ 
400ml 
 

適量 
0.5ｇ 
1ｇ 
 

適量 
30 

■作り方 
①筍は1㎝の角切り、玉ねぎはみじん切り、ポークパストラミは2㎝ 
  幅の色紙切りにする。 
②熱したフライパンにオリーブオイル（分量外）をひき、玉ねぎを 
  透き通るまで炒め、筍、ポークパストラミを加えて軽く炒める。 
   ※の調味料で味を調え、冷ましておく。 
③少し深さのある皿に春巻きの皮を広げ、②の具材を真ん中に 
  くぼみを作るようにのせる。（右下図参照） 
④くぼみに卵を落とし、皮の縁に水溶き小麦粉を塗って、 
  三角形に折り、軽く押さえる。 
⑤170℃の油で3分程度揚げる。 
   

■材料…2個分 
ポークパストラミ（E284） 
春巻きの皮 
筍（水煮） 
新玉ねぎ 
卵 
 

※塩・ホワイトペッパー 
※ドライオレガノ(ホール) 
※ドライタイム(ホール) 
※クミン(パウダー) 
 

筍のシャキシャキとした食感にポークパストラミの旨味が合わさっ
た具沢山な春巻き。スパイシーなアフリカ版の春巻きです。 

 
30ｇ 
2枚  
20ｇ 
20ｇ 
2個 
 

適量 
適量 
適量 
適量 

ブリック（ﾎﾟｰｸﾊﾟｽﾄﾗﾐと筍の春巻き） 
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※卵が半熟状態に仕上がります。半熟卵が苦手な 
  場合は生卵を溶いて加えると卵にも火が通ります。 

http://www.daisenham.com/


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9回目はフランス石窯で焼き上げる大地の
パン、“ブーランジェリー ラ・テール”に伺いま
した。東京都内に6店舗を構えています。どち
らもアクセスが便利で通いやすいお店です。今
回は世田谷区にある本店にて、後藤哲享シェ
フにお話を伺いました。道を挟んだ向かい側に
は同系列のパティスリーやビストロもあり、はし
ごをするお客様が目立ちます。 
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 入口の張り紙や立て看板には、おすすめパンが書いてあります。入る前に、おすす
めパンをしっかりチェックして入店。まず目に飛び込んでくる中央棚には早速おすすめ
パンが並んでいます。迷わずそれらをトレーに乗せて店内を見て回ると、ハード、ソフト、
甘系から惣菜系までたくさんの種類のパンが！どれにしようかと、ついつい店内をぐる
ぐると回ってしまいます。結局食べきれるだけのパンと、少しだけご近所さんへのおす
そわけを購入。次に来る時は、他にも気になっていたあのパンを買おうかな… 

『お店の“顔”はクリームパン。』 
 “ブーランジェリー ラ・テール”のパンの美味しさを作り出すひとつは、とことんこだわり抜いた材料。小麦粉はパン
の特性に合わせて何種類もあり、酵母も自家製の自然酵母など数種類、塩や水も数種類、それぞれ納得のいくも
のだけを使い分けています。そして、焼き上げはフランス石窯で行います。熱の伝導率や熱量も違う為、出来上がり
が全然違ってくると、後藤さんはおっしゃいます。外はしっかりと中はもちっとしていて旨味たっぷりです。 
 そうして出来上がるパンは、甘系から惣菜系まで様々、約120種類もあるそうです。全店に全てが並ぶわけではあ
りませんが、各店で異なる客層に合わせ、売れ筋商品が強化されて並んでいます。本店以外の店舗は、駅中などこ
じんまりとしたスペースが多いですが、どこでも驚くのは、棚にびっしり並べられたたくさんの種類のパン。見ているだけ
でもわくわくしてきます。パンの製造を行っている工房は2箇所のみ。そちらでこれだけの種類の製造を6店舗分行う
為、常に24時間フル稼働。大勢の製造スタッフが各店に届ける美味しいパンを焼き続けています。本店では次々と
焼き立てが焼き上がり、目の前にはどんどん新しいパンがやってきます。 
 様々な種類のパンがある中で、どの店舗でも“人気No.1”あるいは“人気No.2”のポップが貼られているのが、“しあ
わせを呼ぶクリームパン”。後藤さんにクリームパン人気について伺うと、やはり、お店の“顔”だとおっしゃっていま
した。ジャージー牛乳で炊き上げたというカスタードクリームは濃厚だけれど重くないのが特長です。何よりも嬉しいの
は、そのクリームの量！隙間なくぎっしりと入っていて、どこから食べてもしっかりと美味しく食べられます。クリームパ
ンと同じように思わずニコッとなってしまいますね。名前の通り、幸せを呼んでくれます。 
 取材にお伺いしたのはクリスマスを控えた11月中旬。店内はクリスマスにちなんだ飾り付けがされています。2種類
のシュトーレンが出迎えてくれ、入口付近には“りんご”と書かれた張り紙や立て看板。毎年11月～12月クリスマス頃
までは決まってりんごを推しているそうです。その名の通り、りんごを使った商品がズラリと並びます。このようなイベン
トは季節などに合わせてひと月からふた月ごとに行っているそうです。 

BOULANGERIE 

LA TERRE 

← 
しあわせを呼ぶクリームパン 

￥173（税込） 
 
お店の“顔”。 
ニコッと笑った顔が可愛らしい。 
 

← 
りんごくん   ￥216（税込） 
 
こちらは季節商品。 
キャラメルと紅玉とカスタードク
リームがぎっしり。 

フランス石窯  → 



住所 / 〒154-0005 
     東京都世田谷区三宿1-4-24 
 
 
 

TEL / 03-3422-1935 
 
 
 

営業時間 / 7：00～19：00 

大山ハムとの出会い 

後藤さんと大山ハムとの出会いは、なんと名古屋！名古屋の
頃から使って下さっていたそう。東京でもご縁があるのは嬉しい
ですね。後藤さんの将来の目標は、もっと先、歳をとってからご
自身のお店を持つことだそう。特別なバゲットと特別な食パン、
特別なクロワッサンだけ、のようなお店を開きたいのだとか。ぜ
ひその時までご縁が続くと素敵ですね。今後ともどうぞ宜しくお
願い致します。 17 

後藤哲享シェフ 

『師匠が楽しさを教えてくれたから。』 

 後藤さんは学生の頃、何をしようかと考えていた時にたまたまパン屋さんとい
う選択肢に出会われたそうです。それをきっかけに、名古屋の“ブレ・ヴァン”に
入社。熱い師匠のもとで11年間、パンの修行に励まれました。長年同じお店で

パン作りを続けて来れた理由を伺うと、師匠が楽しさを教えてくれたか
ら、と後藤さん。年齢と共に技術的にも階段を上がっていく中で、詰まる頃に
次の課題を与えられ、またそれを目指して上がっていく、そのタイミングがすごく
噛みあっていたのだと言います。ひとつひとつ階段を上り、成長して来られた後
藤さん。名古屋を出て東京に来ようと思ったきっかけを伺うと、進んでいるか
ら、だそうです。約4年前（出て来られた頃）は、名古屋では国産小麦を使って
いるところはそれほどなかったと言います。その頃でも東京はすでにそういった
お店が多くありました。東京はなんでもすごく早いので、いろいろ吸収したいと
思って、決心されたそうです。その中でも“ブーランジェリー ラ・テール”に惹か
れたのは、こだわった素材を使っている、という点。後藤さんはそんなこだわり
の材料を、ひとつのモノにすることに力を入れていらっしゃいます。どんなに良
い材料でもそれを合わせる技術がないとモノにならないし、ひとつの材料にして
もその一個が光る作り方が出来ないとダメだと言います。作り方を極めることは、
楽しくもあり難しくもあり、今後もこだわっていきたいところだそうです。 

 後藤さんは現在、週に一回専門学校で講師をされています。自身の勉強は、現場で学ぶのが一番、とのこと。 
季節商品など新商品も多いイメージですが、新しいパンを考える為には、料理本や菓子本などを参考にされているそ
うです。他ジャンル（パン以外）のものの方が、知らない組み合わせに出会えて勉強になると言います。まさに次シー
ズンの新商品を考え終えられたところとのこと。そのパンに出会えるのがとても楽しみです！ 

 これからパン屋さんを目指す方に一言頂くと、“諦めるな！”とのこと。どんな仕事でも同じだけれど、本当に楽しい
と気づくまではものすごく時間がかかる、そこまで辞めずに我慢することが大切だ、と後藤さんはおっしゃいます。笑顔
が絶えない後藤さんのように、パン作りに向き合う方が増えていくと良いですね。 

手書き看板で“りんごフェア”のお知らせ。 
おすすめパンもしっかり書かれています。 

中央の棚には季節商品が並び、壁沿いの棚に
は定番商品など様々な種類のパンが並びます。 

入ってすぐ目に入る場所には、新商品や季節
のおすすめ商品がずらり。 

種類豊富な食パンも定番人気。1番人気はオリ
ジナルの小麦粉“美瑛の丘”を使った角食パン。 

サンドイッチは約12種類のラインナップ。サンド 
イッチにはカントリーローストをご使用頂いています。 

惣菜系の焼き込みパンにはベーコンや 
ソーセージをご使用頂いています。 

後藤哲享シェフが好きなパン。 Best３ 

粉の灰分の味だったり、濃い目の味が好きだという後藤さん。たくさんのパンの中でBest３を決めて 
頂きました。何かをのせても美味しいけれど、そのまま食べるのが一番のおすすめだそうです！ 

美瑛の風のバゲット 
￥270（税込） 

1 
石臼挽き小麦粉の 

ハードトースト 
￥389（税込） 

2 3 

ジャージー牛乳のパン 
（小）￥108（税込） 
（大）￥300（税込） 



サンドイッチの食材 MEMO 

          

 

                                  
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

今では年中目にすることが 
出来ますが、一番美味しいの
は旬を迎える春～初夏。ツヤ
があり濃い赤色の物を選びま
しょう。また、ヘタを取らず
に洗うのがポイントです。ヘ
タを取ってしまうと、切り口
から水分が入り水っぽい味わ
いになってしまいます。いち
ごは先にいくほど甘味がある
ので、ヘタの方から食べると
最後まで甘みを楽しむことが
出来ます。 

『スプラウト』とは植物の 

新芽のこと。一言でスプラウ
トといっても様々な種類があ
ります。 

これはレッドキャベツのスプ
ラウト。 

新芽は、これから成長する為
にたっぷりの栄養を蓄えてい
ます。つまり、ビタミンやミ
ネラルを豊富に持っています。 

野菜 

スプラウト 

野菜 

芽キャベツ 
野菜 

新じゃがいも 

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」 

冬に植えたじゃがいもを、 
通常の収穫時期よりも早く収
穫したもの。水分を豊富に含
んでおり皮が薄くて柔らかく、
手で剥けるものもあります。
「男爵」に比べるとホクホク
感は劣りますが、独特のみず
みずしさが特徴。温かいと芽
がでやすいので新聞紙に包ん
で冷蔵庫の野菜室で保存しま
しょう。新じゃがいもは日持
ちしにくいので早めに食しま
しょう。 

野菜 

グリーンピース 

                                  
 
 
 
 
 

キャベツの葉の付け根にでき

るわき芽が結球したもの。 

太く伸びた茎にびっしりとつ

き、1株から50～60個も取

れます。一般的なキャベツの

4倍のビタミンＣを含む、 

緑黄色野菜です。下処理が 

簡単でクセも少ないので、 

シチューや煮物、サラダに加

えたり、料理のつけ合わせに

したりと何にでも合います。 

さやえんどうが育って大きく
なった豆を、未熟なうちに収
穫したのがグリーンピース。
グリーンピースはさやから出
すと、表皮が硬くなり味が 
どんどん落ちてしまうので、
是非さや付きのものを購入し
て、食べる分だけさやから 
出して使うようにしましょう。 
また、茹でてから冷たい水で
急速に冷やすと豆にシワがよ
るので、少しずつ温度を下げ
るのがコツです。 

果実 

イチゴ 

               

野菜 

アスパラガス 

ハウス栽培や水耕栽培などに
よって一年中出回るようにな
り、簡単な調理でも美味しく
食べられるアスパラガス。 
穂がしっかりとしまっている
ものを選びましょう。 
少なめの湯に塩を入れ、数十
秒ほど蒸し茹で状態にすると、
生の時とは違う香りと加熱し
て得られる食感や甘さが楽し
めます。 

 

バジルオイル 

強い芳香を持つハーブの王様
バジルをニンニクとオリーブ
オイルに漬け込んだ、さわや
かな香りが特徴の本格的バジ
ルオイルです。 

パスタソースとして、サンド
イッチのソースとして、チー
ズと絡めて焼き込みパンと、
いろいろなアレンジがお楽し
み頂けます。 

熟成させないフレッシュタイ
プのチーズです。スペイン語
で絶品という意味。ホイップ
したクリームのようにマイル
ドで、口当たりもなめらかで
す。ティラミスの材料として
有名な為、デザートの印象が
強いマスカルポーネですが、
ミルクの優しい甘みを生かし
て和え物にしたり、生ハムと
合わせるのもおすすめです。 
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チーズ 

マスカルポーネ 



                                  

 

 

 

 

   

                                  
 
 
 
 
 

 

 

大山ハムの商品 MEMO 

生ハム（ロース） 
E395 

豚ばら肉を原料とし、乾塩 

せき法による独特な風味と 

豊かなスモークの香りが      

特長のベーコンです。 

特定JAS規格品。   

スモークハムオオバン 
A309 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500ｇ 
（約2㎜スライス） 

国産豚肩肉のしっかりと 
した味わいと脂肪の甘みが
感じられるショルダーハム
です。 
                
※薄切りの為、破れる場合がござい 
 ます。 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（1Ｐ） 

 500ｇ 
(約1㎜ｽﾗｲｽ) 

テリヤキチキン（モモ）1Ｋｇ 

S303 

鶏のもも肉を、程よい甘さ
のタレに漬け込み焼き上げ
ました。しっかりと味がし
み込んだ、懐かしい美味し
さです。好みの大きさに
カットしてご使用ください。 

ハーブソーセージ１Ｋｇ   
W518 

ショルダーハムスライス500 

C227 

ハワイアンポチキ      
W493 

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。 

スモークの香り豊かな 
生ハムです。 
しっとりとした味わいが 
印象的。フルーツや生野菜
によく合います。 

*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
長のソーセージです。 
発色剤・保存料は使用して 
おりません。 
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乾塩ベーコン500ｇ           
D246 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 45日 

規格 
（1Ｐ） 

40ｇ 
（5枚以上） 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500ｇ              
(約2.5㎜ｽﾗｲｽ) 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（1Ｐ） 

1Kｇ 
（個数設定無） 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500ｇ 
(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）         

国産豚もも肉を塩せき＊ し、 

スモークして仕上げたボン 

レスハムです。食べごたえの

ある大きさと食感です。 
 
※大判の為、穴あき、割れが発生する 
 場合がございます。        

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2.5㎜ｽﾗｲｽ) 

ペッパーシンケンスライス 

E215 

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。 

期待の新人！よろしくお願いします。 

林田日香留【神戸】 赤松未華【神戸】 勝本恵梨【神戸】 

http://www.daisenham.com/

