ギラギラ太陽のエネルギーをいっぱいに浴びた木々たちがだんだんと赤く染まり、
動物たちも寒さを乗り越える準備を始めます。

こっくりした食材が美味しく実り、体が栄養を蓄えようとする季節です。
今年もまた、笑顔で健康に年が越せますように･･･
ヘルシー志向の今だからこそ食べたい美味しいパンメニューはいかがですか？

Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ ・・・

「バイセヴルスト」 P2,3
スパイス・ハーブのおいしいお話。

「カルダモン」 P4,5
このパンに注目。

「ヘルシーだけどおいしい健康パン」 P6,7
デリのようなパン。

「和の香りをたっぷり使った薬味パン」 P8,9
「ベーコンとチーズを組み合わせたパン」 P10,11
ハレの日のおもてなし。

「常備ＤＥＬＩ×ＢＲＥＡＤ 簡単おもてなし」 P12,13
季節のお料理レシピ。

「ＤＡＩＳＥＮ‘Ｓ ＨＥＡＬＴＨＹ ＫＩＴＣＨＥＮ（体を温める・冷やさないレシピ）」 P14,15
全国のパン屋さんご紹介。

「ＣＨＥＺ ＳＡＧＡＲＡ」 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・・・

ハム・ソーセージの食べ方、楽しみ方

ジューシーでソフトな舌触り

バイセヴルスト
バイセヴルストとはドイツ語で“白いソーセージ”という
意味です。その名の通り白い見た目で、パセリが散りば
められています。ドイツのミュンヘンで食べられる昔なが
らの伝統的なソーセージで、毎年開催されるオクトー
バーフェストでも欠かせないものとなっています。
ミュンヘンでは朝食の定番メニューです。たっぷりの
お湯で温めたソーセージを鍋ごとテーブルに出します。
アツアツのソーセージをお皿に取り、切れ目を入れると
中からジュワっと肉汁があふれます。豚腸に詰めたもの
の場合は皮が少し硬いので、ナイフとフォークで縦に切
り込みを入れ、皮を剥ぐと食べやすくなります。ドイツに
はソーセージに合わせる様々なマスタードがありますが、
バイセヴルストにはほんのり甘いハニーマスタードを合
わせます。

大山ハムのバイセヴルストは、優しい舌触りで風味豊
か。数種類のスパイスが爽やかに香って、さっぱりと食
べられます。料理だけでなく、パンとの相性も抜群！見
た目だけでなく、全体の味にもインパクトをつけることが
出来るソーセージです。いつものサンドイッチや焼き込
みパンに加えてみてはいかがでしょうか？

バイセヴルストと紫キャベツのマリネのサンド
やわらかい口当たりのバイセヴルストをむっちりとした食感のロデヴでサンド
しました。ボリューム満点ですが、紫キャベツのマリネの酸味でさっぱりと
食べやすく仕上げました。特徴的な色合いも目を引くサンドイッチです。
■材料…1組分
パン・ド・ロデヴ
バター（食塩不使用）
紫キャベツのマリネ※¹
蕪のソテー※²
バイセヴルスト（Ｗ053）

1個
6ｇ
23ｇ
18ｇ
1本

→ボイルしておく。

フライドオニオン
パセリ（生）

3ｇ
2ｇ

※¹紫キャベツのマリネの作り方（作りやすい分量）
紫キャベツ 1/4個 / 白ワインビネガー 大さじ3 /
オリーブオイル 大さじ2 / 塩・ホワイトペッパー 適量 /
紫キャベツを太めの千切りにする。白ワインビネガーとオリーブオ
イルを混ぜ合わせ、紫キャベツを漬け込み、塩・ホワイトペッパー
で味を調える。2時間～1晩、冷蔵庫に入れて味を馴染ませる。
※²蕪のソテーの作り方（作りやすい分量）
蕪 1個 / オリーブオイル 適量 / 塩 適量 /
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蕪を1㎝幅にスライスし、皮を剥く。オリーブオイルを熱したフライ
パンで表面に焦げ目がつく程度にソテーし、塩を振りかける。

バイセヴルストと
トマトライスのブリトー
バイセヴルストにはトマトの程よい甘さがよく合います。トマトライスやカラフル
野菜と一緒にトルティーヤで巻きました。スイートチリソースがほんのり香り、
食欲をそそります。ワンハンドで手軽にたくさん食べられるサンドイッチです。
■材料…1組分
トルティーヤ（直径16.5㎝）
バター（食塩不使用）
グリーンリーフ
バイセヴルスト（Ｗ053）

1枚
3ｇ
6ｇ
1/2本

→ボイルしておく。

トマトライス※
ミックスビーンズ
パプリカ（赤・黄）
スイートチリソース

22ｇ
10ｇ
8ｇ
4ｇ

■作り方
①パプリカは縦にスライスする。トルティーヤにラップをかけ、
電子レンジで10秒程度温める。
（やわらかくなって巻きやすくなる。）
②トルティーヤにバターを塗る。グリーンリーフ、バイセヴル
スト、トマトライス、ミックスビーンズ、パプリカ、スイートチリ
ソースをのせてクルクルと巻く。
★お好みでアルミホイルやグラシン紙を巻きつけると崩れずにワンハンド
で食べやすい。
※トマトライスの作り方（作りやすい分量）
ご飯 200ｇ / カットトマト 150ｇ / 玉ねぎ 1/4個 / ニンニク
1/2片 / オレガノ（ドライ） 適量 / 塩・ホワイトペッパー 適量 /
オリーブオイル 適量
玉ねぎとニンニクをみじん切りにする。オリーブオイルを熱したフライパン
でニンニクを炒める。香りが出てきたら玉ねぎを加え、火が通ったらカットト
マトとオレガノを加えて温める。ご飯を加えて混ぜ合わせ、塩・ホワイトペッ
パーで味を調える。

バイセヴルストと緑野菜のガレット
緑野菜のパン生地に白いソーセージを合わせて優しい色合いに焼き上げま
した。ホワイトソースとよく合って、リッチな味わいに仕上がりました。
■材料…1個分

※緑野菜パン生地（作りやすい分量）
強力粉 ・・・・・・・・・・・・・・180ｇ
薄力粉 ・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
・・・・・・・・・・・・・・・・10ｇ
蜂蜜
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ｇ
バター（有塩） ・・・・・・・・・・・16ｇ
ドライイースト ・・・・・・・・・・・・3ｇ
★牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・100ｇ
★緑の葉野菜（茹で） ・・・・・50ｇ
（今回は蕪の葉使用）
★緑の葉野菜を細かくカットし、
ミキサーで牛乳と合わせる。

緑野菜パン生地※
ホワイトソース
バイセヴルスト（Ｗ053）
ミニトマト
シュレッドチーズ
スイートコーン

60ｇ
10ｇ
1/2本
1/2個
8ｇ
4ｇ

■作り方
①緑野菜パン生地を丸く平たく伸ばす。中央部分を
くぼませてホワイトソース、バイセヴルストをのせる。
②二次発酵後、カットしたミニトマト、シュレッドチーズ、
スイートコーンをのせる。
③200℃のオーブンで15分程度焼く。
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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

「カルダモン」
Cardamon
スパイスの女王の呼称を持つカルダモン。インドの混合香辛料ガラムマサラ
やマサラチャイには欠かせないスパイスのひとつ。サフランやバニラに並ん
で貴重なスパイスであるため高価な三大スパイスとされています。
カレー料理をはじめ、甘い料理や飲み物にも抜群の相性です。

※乾燥させて粉末にしたカルダモン

カルダモンのあれこれ
カルダモンは古代バビロニアの宮廷に紀元前700年頃
には植えられていたという記録もあるほど古くから栽培さ
れているスパイスのひとつ。生姜に似た姿をしており、根
茎から数本の総状花序（そうじょうかじょ）を出して、多くの花
が付きます。実（さく果）は卵型または楕円形で、この中
に胡麻粒大の黒っぽい種子が縦に4～8個、2列に並ん
で含まれています。若芽が料理の添え物に使われること
もありますが、普段は実がスパイスとして利用されること
が多い。高価なスパイスなだけに類似品も出回っており、
見極めが必要です。グリーンのものが最高品質で、ブラッ
クカルダモン（ブラウンカルダモン、グレイターカルダモン
とも呼ばれる）はよく似た形をしていますが別品種のもの
です。

カルダモンの味と香り
日本へ輸入されているカルダモンの多くはインド産です
が、産地や収穫時期によって若干の香りや味が異なりま
す。実の外皮は香り、味ともにほとんどなく、胡麻粒大の
種子の熟成具合で風味が大きく変化します。清涼感あ
ふれる爽やかな香りで、口に含むと甘さとわずかにピリッ
とくるような刺激が特徴です。

カルダモンのおいしいところ

リキュールの香りづけにも使われているそうです。なかで
もサウジアラビアでは「ガーワ」と呼ばれるカルダモンコー
ヒーがお客様を招待する席で歓迎を表す意味で飲まれ
たり、スウェーデンではアップルパイやエキゾチックな風
味を焼き菓子につける目的で生地に練り込んだり、ふり
かけたりしてシナモン以上に使われます。シナモンシュ
ガーと同じように、カルダモンシュガーを作っておいて食
卓に用意しておくと、手軽に使え、コーヒーや紅茶がより
上品で高級な味わいになること間違いなしです。

簡単レシピご紹介！！
材料はほんの数種類。パンに塗っても美味しい！簡単なのに驚くほど本格的
でスパイシーなカルダモン（パウダー）を使ったレシピをご紹介致します。

【カルダモン入りオレンジカード】
バターのような蜂蜜のような・・・でも、ジャムのようにフルーティーで
濃厚な味わいのスプレッド。レモンを使ったレモンカードが有名ですが
寒い時期に収穫の時期を迎えるフルーツ “オレンジ”とカルダモンで
簡単美味しいカルダモン入りオレンジカードを作ってみましょう。

■材料・・・作りやすい分量
25ｇ
●オレンジ果汁
●カルダモン（パウダー） 小さじ１
20ｇ
●卵
30ｇ
●砂糖
25ｇ
●バター（食塩不使用）

これまでご紹介してきたスパイスの中にも、ひき肉の臭
み消しに有用なスパイスがありましたが、カルダモンもそ
■作り方
のひとつです。ハンバーグやミートローフなどの料理に特
①オレンジ果汁と卵をこす。
によく合います。しかし使用量には注意が必要で量を誤
バターを小さ目に切っておく。
ると薬品くさい、お口の洗浄剤のような味のする料理に
②全ての材料を耐熱容器に入れ、
湯銭にかける。
なってしまうので、量は控えめに、他のスパイスとミックス
③よくかき混ぜ、とろみが出たら完成。
して使うのがおいしく使うコツです。産地ということもありイ
ンド料理に使われるのはもちろんのこと、中東ではコー
参考文献：S＆B食品 スパイス＆ハーブ辞典「カルダモン」、大泉書店 世界の味を楽しむ食材ノート「ザ・スパイス」
ヒーの香りづけに、北欧では魚料理のソースや菓子、 成美堂出版 ハーブ・スパイスの事典「カルダモン」、文園社 スパイス＆ハーブ辞典「カルダモン」
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おいしさ豆知識
消化器系の病気に効果がある薬草として使われてきたカルダモン。口臭予防としても絶大な効果を発揮してくれる
スパイスとして用いられており、食後に実そのものを口に含んで数回噛めばアルコールの匂いまで消し去ってくれるそ
う。ニンニク料理を食べた後やお酒を飲み過ぎた・・・なんてときにカルダモンの力を借りるのはいかがでしょう。

カルダモンとコーヒーという相性の良い食材にベーコンを合わ
せて、甘塩っぱくて風味豊かなフランスパンに仕上げました。
カルダモン＆コーヒーがアクセントの

ベーコンとナッツの大人スティック
■材料…3個分
フランスパン生地（カルダモンコーヒー味）※１ 180ｇ
ショルダーベーコンダイス（Ｅ212）
25ｇ
コーヒー味の粒ジャム※2
25ｇ
お好みのナッツ
30ｇ
（今回はピーカンナッツとカボチャの種）
※¹強力粉100ｇ、牛乳75ｇ、水15ｇ、インスタントコーヒー5ｇ、
カルダモン（パウダー）1ｇ、ドライイースト3ｇ、砂糖10ｇ、塩4ｇ。
※²製菓製パン食材店で購入したタブレット状のジャム。
吸水するとペースト状になるもの。

■作り方
フランスパン生地にベーコン、粒ジャム、ナッツを混ぜ合わせ、
成形、二次発酵後に230℃のオーブンで15分程度焼き上げる。

人参グラッセをクリームチーズで和えた甘酸っぱいクリーム
をジューシーなスモークチキンと合わせて、クロワッサン生地
でくるんで焼き上げました。あっさりとしたとした中に、バター
のコクやカルダモンのスパイシーさが絶妙に光る贅沢な
クロワッサンに仕上げました。

スモークチキンと
キャロットクリームのクロワッサン
■材料…1個分
50ｇ
クロワッサン生地
10ｇ
スモークチキン（Ｓ306）
15ｇ
キャロットクリーム※
適量
溶き卵
カルダモン（パウダー）（焼成前に振りかける） 適量
適量
ブラックペッパー（焼成後に振りかける）
※みじん切りにした人参50ｇに砂糖25ｇと水50ｍｌを加えて煮詰めたものに、
クリームチーズを等量混ぜ合わせる。

■作り方
クロワッサン生地でスモークチキンとキャロットクリームを包む。二次発酵
後溶き卵を塗り、カルダモンを振りかけ200℃のオーブンで15分程度焼く。

ベーグルのようだけれど…実はドーナッツ。ひと口目は甘塩っぱく、
後味はカルダモン入りのオレンジカードのグレーズで爽やかに。
クセになる贅沢ドーナッツサンドで、頬張りたくなる1品です。
カルダモン入りオレンジカードを塗って食べる

ベーコンチーズエッグの
ドーナッツサンド
■材料…1組分
ドーナッツ
1個
カルダモン入りオレンジカード（前ページ参照）
6ｇ
グリーンリーフ
6ｇ
乾塩ベーコン（Ｄ246）（お好みでソテーする） 1/2枚
目玉焼き
1枚
チェダーチーズ（スライス）
15ｇ
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健康パンに注目。

健康パンを使ったサンドイッチのご紹介です。
パン屋さんやコンビニでもよく見かけるようになった健康を意識した
パン。健康なパンの特徴ある食感と風味を生かせばより美味しく食
べられます。今回は小麦粉に「ふすま」「ライ麦」「雑穀」をプラスで
使用したパンのレシピをご紹介します。

ヘルシーだけど
おいしい

康
健
パ ン
ねじりふすまパンで

A.

3ｇ
1/2枚
3ｇ
5ｇ
適量

C

わくわくサンド

カントリーローストとりんごサラダ

■材料…1組分
バター（食塩不使用）
カントリーロースト（Ｃ209）
リンゴ（スライス）
ポテトサラダ
ブラックペッパー

A

B

B. モルタデラとアンチョビタマゴ
■材料…1組分
バター（食塩不使用）
フリルレタス
モルタデラ（Ｌ393）
アンチョビタマゴサラダ

3ｇ
2ｇ
1/2枚
5ｇ

E

→タマゴサラダに少量のアンチョビを混ぜる。

C.

生ベーコンとクランベリーチーズ

■材料…1組分
バター（食塩不使用）
生ベーコン（Ｄ434）
クランベリーのクリームチーズ

3ｇ
1/3枚
5ｇ

D

→クリームチーズを滑らかになるまで混ぜ、
お好み量のドライクランベリーを入れる。

D.

3ｇ
3ｇ
1/4本
2ｇ
3ｇ

→タルタルソースに少量のバジルオイルを
混ぜ合わせる。

ねじりふすまパンのレシピ
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大きなねじりパンにふすま粉を入れ独特な風味と噛みごたえのあ
るパンを作りました。切り目を入れ具材を挟み、皆でワイワイ楽しく
食べられるサンドイッチです。食卓が彩り、見た目にも健康にも美
味しい、わくわくするサンドイッチをぜひ作ってみて下さい♪

ハーブソーセージとバジルタルタル

■材料…1組分
バター（食塩不使用）
フリルレタス
ハーブソーセージ（Ｗ518）
ブラックオリーブ
バジルタルタル

■材料・・・2個分
強力粉
薄力粉
ふすま粉
ドライイースト
塩
きび砂糖
バター（食塩不使用）
ぬるま湯

235ｇ
10ｇ
15ｇ
3ｇ
4ｇ
20ｇ
15ｇ
190ml

F

E. ペッパーシンケンと玉ねぎソテー
■材料…1組分
バター（食塩不使用）
ペッパーシンケン（Ｅ215）
玉ねぎのソテー

3ｇ
1/2枚
3ｇ

→スライスした玉ねぎを、サラダ油を熱したフライ
パンで炒め、塩・ホワイトペッパーで味を調える。

フライドオニオン

2ｇ

F.

あらびきポークウインナーと
キャロットラペ
■材料…1組分
バター（食塩不使用）
フリルレタス
キャロットラペ
あらびきポークウインナー（Ｗ556）
粒マスタード

3ｇ
3ｇ
4ｇ
1本
2ｇ

ふすま
小麦から小麦粉を製造するときに出る副産物のこと。
小麦粉とは違い、糖質を多く含む胚乳が含まれないため
低糖質であることが特徴。

ライ麦パンでカントリーローストと
マッシュルームのクロックムッシュ
酸味のあるライ麦パンに、たっぷりのベシャメルソー
スとコクのあるグリュイエールチーズが大変良く合い
ます。その中にカントリーローストの上品な旨味がじん
わりと感じられます。マッシュルームの風味が白ワイ
ンに良く合う、大人なクロックムッシュです。
■材料…1組分
ライ麦パン（ライ麦65％配合）
ホワイトソース
カントリーロースト（Ｃ209）
グリュイエールチーズ
マッシュルームのソテー※
ブラックペッパー
■作り方

2枚
18ｇ
1枚
7ｇ
10ｇ
適量

①※マッシュルームのソテーを作る。
マッシュルーム2個を小さめにカットする。熱したフライ
パンに分量外のバター（有塩）を溶かし、マッシュルーム
を炒め、最後に塩とホワイトペッパーで味を調える。
②下面になるパンに6ｇのホワイトソースとカントリーロースト
をのせる。上面になるパンの両面に残りのホワイトソース
を塗る。
③パンを重ね合せ、上面にグリュイエールチーズと①、
ブラックペッパーを振りかける。
④230℃のオーブンで10分程度焼く。

ライ麦
主に寒冷地で作られ、別名「黒麦」ともいう。ライ麦
はグルテンを形成しないため、酸発酵を利用して
生地を膨らませる。酸味のある独特の風味が特徴。

雑穀バンズでポークパストラミの
プチプチマスタードチーズサンド
雑穀たっぷりのパンに、ペッパーのパンチがしっかりと感
じられるポークパストラミを挟みました。厚めにカットし揚
げたホクホクのフライドポテトには、プチプチとした食感が
楽しいマスタードソースがとても良く合います。白色の
ソースが雪を感じさせる、冬に食べたいボリュームのあ
るサンドイッチです。
■材料…1組分
雑穀パン
バター（食塩不使用）
フリルレタス
ポークパストラミ（Ｅ284）
フライドポテト
→厚さ約4㎜にスライスしたじゃがいもを

1個
4ｇ
5ｇ
2枚
5ｇ

サラダ油で揚げ、最後に塩を振りかける。

クリームチーズの
ピクルスマスタードソース※

10ｇ

■作り方
①※クリームチーズのピクルスマスタードソースを作る。
（作りやすい分量）
クリームチーズ30ｇを滑らかになるまで混ぜ、その中に8ｇ
のピクルスマスタード、4ｇのマヨネーズを入れ混ぜ合わせる。
②雑穀バンズにバターを塗り、フリルレタス、半分に折った
ポークパストラミ、フライドポテト、①をサンドする。
参考文献：小学館「食材図鑑 Ⅱ」、小学館「新版 食材図鑑 生鮮食材篇」、
大修館書店「新ビジュアル 食品成分表」

雑穀
精白米と比べ良質のたんぱく質やミネラルなどの
含有量が多い。虫が付きにくく、長期間の保存が
可能であることが特徴。
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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。

「和の香り」をたっぷり使った

薬味パン
日本人に愛されている「薬味」。風味豊かな薬味は、日本の食に欠かせないものになっています。特有の香りとさっぱりと
した香りが特徴の「茗荷」、水菜などと合わせると一味違ったサラダに変化する「大葉」、ご飯のおともに欠かせない「梅」、
日本独特の発酵調味料である「味噌」、お鍋に入れると七変化する「柚子胡椒」。これらをパンに合わせることで薬味の
違った一面を垣間見ることができます。薬味×パンの美味しさをぜひ味わって下さい。

「茗荷」は北海道から沖縄まで自生する日本原産の野菜の一つです。
この茗荷と乾塩ベーコンをエピの中に包み込むことで、スモークの風味と
相まって香りのよい一品に仕上がりました。

■材料…1個分
フランスパン生地
乾塩ベーコン（Ｄ246）
茗荷
あられ★
青のり★
白煎り胡麻★

80ｇ
1枚
8ｇ
4ｇ
適量
適量

■作り方
①茗荷は薄くスライスする。
②フランスパン生地をめん棒で楕円形に伸ばし、その上に乾塩ベーコンとスライ
スした茗荷を均等にのせる。
③②の生地を上下に折り込み、さらに半分に折って合わせ目をしっかりと閉じ、
両手で転がして形を整える。
④オーブン皿に③の綴じ目を下にして並べ、ハサミを使用し生地に深く切り込み
を入れ、交互に左右へずらし、★を振りかける。
⑤二次発酵後、210℃のオーブンで15分～20分焼く。

茗
荷

強い防腐力を持つ「大葉」。花粉症などのアレルギー
にも効果が認められているとも言われています。
ハーブソーセージのぱりっとした食感と、パンのもっちり
とした弾力、二つの食感が楽しめます。

大
葉
8

■材料…150×90×40型1個分
食パン生地
60ｇ
大葉
1枚
スライスチーズ
1枚
ハーブソーセージ（Ｗ518）
1本
ハーブソルト
適量
■作り方
①食パン生地を型に入れ、大葉、スライスチーズ、ハーブ
ソーセージをのせる。
②二次発酵後、220℃のオーブンで20分程度焼く。
③粗熱が取れたところに、ハーブソルトを降りかける。

甘すっぱい梅肉に相性の良い鰹節を合わせました。クリームチー
ズの酸味との相性も良く、最後まで飽きずに楽しめます。

■材料…1個分（直径8㎝型）
フォカッチャ生地
生ハム（ロース）（Ｅ395）
クリームチーズ
梅肉
鰹節
大葉

60ｇ
1.5枚
6ｇ
3ｇ
8ｇ
適量

■作り方
①フォカッチャ生地を3等分にし、それぞれを楕円形に伸ばす。
②①の上に半分にカットした生ハム、柔らかくしたクリームチーズ、
梅肉、鰹節をのせロール状にする。
③ワックスペッパーをのせた型に生地を並べ二次発酵後、200℃
のオーブンで15分～20分焼く。
④最後に鰹節（分量外）と刻んだ大葉をのせる。

梅

ネギと味噌を合わせ、お味噌汁を連想させるようなパンを作りました。
あらびきポークウインナーから出る脂の旨味が感じられ、深みのあるパンに
仕上がりました。

■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）
味噌マヨネーズ※
青ネギ(刻み)
シュレッドチーズ

60ｇ
8ｇ
4ｇ
4ｇ
6ｇ

■作り方
①※味噌マヨネーズを作る。（作りやすい分量）
マヨネーズ10ｇに和風合わせ味噌1ｇ、砂糖5ｇを入れ混ぜ合わせる。
あらびきポークウインナーは厚さ3㎜程度に薄切りする。
②フォカッチャ生地に味噌マヨネーズ、青ネギ、あらびきポークウインナーを
のせる。
③二次発酵後シュレッドチーズをのせ、210℃のオーブンで15分～20分
焼く。

味
噌

たっぷりと白煎り胡麻をまぶしたパンに、柚子胡椒とお醤油で炒めた
じゃがいもをたっぷりと入れました。ソースには柚子胡椒にマヨネーズ
を加えたものを使い、辛みを抑えマイルドに仕上げています。乾塩
ベーコンの旨味もしっかりと感じられ、贅沢な一品です。

■材料…1個分
フォカッチャ生地
柚子胡椒マヨネーズ

60ｇ
8ｇ

→マヨネーズ20ｇに柚子胡椒を少量混ぜ合わせる。

乾塩ベーコン（Ｄ246）
じゃがいもの柚子胡椒炒め※
白煎り胡麻

1/2枚
40ｇ
小さじ2

■作り方

胡柚
椒子

参考文献：小学館「食材図鑑 Ⅱ」、小学館「新版 食材図鑑 生鮮食材篇」、
大修館書店「新ビジュアル 食品成分表」

①※じゃがいも柚子胡椒炒めを作る。
じゃがいも2個を茹でて皮をむき適当な大きさに切る。バター（有塩）
と少量の醤油、柚子胡椒で炒める（全て分量外）。
乾塩ベーコンは半分にカットする。
②フォカッチャ生地を丸く伸ばし、柚子胡椒マヨネーズと乾塩ベーコン、
①を置き包餡し周りに白煎り胡麻を付ける。
③二次発酵後、中央に切り込みを入れ210℃のオーブンで20分
9
程度焼く。

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。

ベーコンとチーズを組み合わせたパン
グツグツグツ、とろ～り。窯から溢れる香ばしい香り。五感で美味しさを感じられる食材．．．チーズ。
パンには必須食材のような存在のチーズにベーコンを合わせて焼き立てはもちろん、冷めても美味しいパン、
Say cheese(ハイ!!チーズ）と言われた時のような、食べた時に笑顔になるようなパンをご提案致します。

round

蕪とチーズのポタージュと
ベーコンのキューブレッド
濃厚な蕪ポタージュにベーコンを合わせ、食感のアクセントに
角切りの蕪も加え、ふわっとした生地でキューブ状に焼き上げ
ました。優しい味わいでホッとする1品です。
■材料…1個分（縦11㎝×横5.5㎝のフタ付き型）
70ｇ
テーブルロール生地
20ｇ
ショルダーベーコンダイス（Ｅ212）
蕪（皮をむきダイス状にカットして茹でたもの） 20ｇ
蕪ポタージュ※
35ｇ
■作り方

①※蕪ポタージュを作る。
皮をむき、ダイス状にカットして茹でた蕪をミキサーにかける。
ペースト状にした蕪70ｇとクリームチーズ40ｇを練り合わせ
る。茹でた茎の部分100ｇをみじん切りにして加え、塩・ホワ
イトペッパーで味を調える。（全て分量外）
②①のポタージュにベーコンと蕪を合わせて、テーブルロール
生地で包み、型に入れる。
③二次発酵後、180℃のオーブンで20～25分焼く。

洋梨とベーコンの
スモークチーズフランス
ジューシーな洋梨の甘さの後には、スモークがかかったベーコン
とチーズの2種類の風味が口中に広がります。絶妙にマッチした
甘さと塩っけがたまらないプチフランスです。
■材料…1個分

フランスパン生地
ショルダーベーコンダイス（Ｅ212）
スモークチーズ（ダイス状）
※ 洋梨のコンポート（ダイス状）
塩・ブラックペッパー
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50ｇ
15ｇ
7ｇ
15ｇ
適量

■作り方
①※の食材を合わせ、塩・ブラックペッパーでしっかりと
味をつけておく。
②フランスパン生地を円形に伸ばし、①をのせ、丸めて
綴じ目を下にする。
③二次発酵後、中央に切り込みを入れ230℃のオーブンで
15分程度焼く。

Cube

チーズ・ベーコン・○○のトリオ。３つの食材が生み出すハーモニー。
クロワッサン生地のコクと味わいは甘めのハーモニーとも辛めの
ハーモニーとも絶妙なバランスで美味しいハーモニーを奏でます。
それぞれの素材の味わいも合わせて、トリオクロワッサン（トリクロ）の美味しさを
お楽しみ下さい。

ミルキーで優しい味わいのカマンベールに
程よい塩分と磯の香りが広がる塩昆布をあわせたトリクロ。
■材料…1個分
50ｇ
クロワッサン生地
ベーコンスライス（Ｄ373） 20ｇ
カマンベール
18ｇ
塩昆布
4ｇ

カマンベール・ベーコン・塩昆布

ピリッと舌に来るゴルゴンゾーラの刺激は蜂蜜とクルミで
マイルドに。ベーコンが加わって、もっと食べやすくなったトリクロ。
■材料…1個分
クロワッサン生地
50ｇ
ベーコンスライス（Ｄ373） 15ｇ
ゴルゴンゾーラ
10ｇ
蜂蜜
3ｇ
クルミ
6ｇ

ゴルゴンゾーラ・ベーコン・クルミ
チェダーチーズと青ネギの異なる風味が合わさり、
クセになる1品に。洋と和の融合トリクロ。
■材料…1個分
50ｇ
クロワッサン生地
ベーコンスライス（Ｄ373） 15ｇ
15ｇ
チェダーチーズ
3ｇ
青ネギ（刻み）

チェダーチーズ・ベーコン・青ネギ
■共通の作り方

(イメージ図)

①クロワッサン生地を具材がのせられるようにめん棒で少し伸ばす。
②生地の上にベーコンとそれぞれのチーズ、
合わせる食材をのせ、生地を右図の様に折りたたむ。
③二次発酵後、溶き卵を塗り、分量外のパルメザンチーズを適量
かけて200℃のオーブンで15分程度焼き上げる。
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ハレの日のおもてなし。

常備

季節のイベントを盛り上げる、たのしいメニュー。

DELI×BREAD

簡単おもてなし

「DELI」とはデリカテッセン(Delikatessen)を略したも
ので、調理済みの洋風総菜を意味します。常備し
たデリは夜ご飯の一品になったり、ご飯のおともに
なったりと万能食です！これをパンと掛け合わせ
ることで、より美味しく、且つバリエーション豊かに
なりました。

あらびきポークウインナーとマッシュルームのジャーマンポテト
あらびきポークウインナーのジューシーな味わいがしっかりと感じられ、
マッシュルームの香りが口いっぱいに広がるジャーマンポテトに仕上がりま
した。食材を小さくカットすることでバゲットに乗せアレンジしやすくなります。

リーフを敷いて

プチトマトを添えて

ピンクペッパーを
乗せて

～バゲットde彩り野菜を添えて～
■材料…2人分
適量
バゲット
80ｇ
じゃがいも
20ｇ
あらびきポーク
ウインナー（Ｗ556）
1/3個
玉ねぎ
4個
マッシュルーム
適量
オリーブオイル
適量
ディル
適量
塩
適量
ホワイトペッパー
「常備DELI」

■作り方
①じゃがいもは柔らかくなる
まで茹で、皮をむき小さめ
にカットする。
②マッシュルームと玉ねぎ、
あらびきポークウインナー
はダイス状にカットする。
ディルは粗く刻む。
②フライパンにオリーブオイル
を熱し、①を炒める。
③しっかりと焼き色が付いたら、
②、塩とホワイトペッパーを
振り、火を消したところに
ディルを加え軽く混ぜ合わ
せる。
④斜めにスライスしたバゲット
にオリーブオイルをかけ、
③をのせる。

ショルダーベーコンとアンチョビポテトのパングラタン
じゃがいもとアンチョビの美味しい組み合わせをパングラタンにアレンジしました♪シンプルな食材の組み合わせだからこそ抜群の
美味しさです。常備DELIはワインのお供に、パングラタンはお子様にも美味しく召し上がって頂けます。
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■作り方
■材料…2人分
食パン
1枚 ①じゃがいもは柔らかくな
るまで茹で、皮をむき、
じゃがいも
150ｇ
粗く潰す。食パンは
アンチョビ
小さじ1
一口大にカットする。
マヨネーズ
大さじ1
ショルダーベーコン 25ｇ ②①にアンチョビとマヨ
ネーズを加え混ぜ合わ
ダイス（Ｅ212）
せ、ショルダーベーコン
シュレッドチーズ
10ｇ
を入れさらに混ぜる。
パセリ（ドライ）
適量
③グラタン皿にカットした
食パンを並べ、②を入
れ上からシュレッドチー
「常備DELI」
ズを振りかけ240℃の
オーブントースターで
20分程度焼く。
④最後にパセリを振りかけ
る。

モルタデラとキャベツのキャラウェイ風味サラダサンド
キャベツはマリネにすることで、たっぷりの量が食べられます。夜はサラダとして、朝は食パンに挟み手軽でボリューム満点に。
卵をプラスすることで栄養価も上がり見た目も華やかに仕上がります！
■材料…1組分
2枚
食パン
4ｇ
バター(食塩不使用)
1枚
目玉焼き
100ｇ
キャベツ
40ｇ
アーリーレッド
2枚
モルタデラ（Ｌ393）
3ｇ
★キャラウェイシード
大さじ1
★オリーブオイル
★白ワインビネガー 大さじ2
大さじ1
★マヨネーズ
適量
★砂糖
適量
★塩
適量
ブラックペッパー

■作り方
①キャベツとアーリーレッ
ドは千切りにし、モルタ
デラは約3㎜幅にカット
する。
②ボールに★を混ぜ合わ
せ、①を入れてあえる。
③食パンを軽くトーストし、
表面にバターを塗る。
その上に卵、②を置き
半分にカットする。
④最後にお好みでブラッ
クペッパーを振りかける。
「常備DELI」

根菜とポチキの冬のラタトゥイユ入りきのこ型パン
冬には欠かせない根菜。夏の定番だと思っていたラタトゥイユを冬向けにアレンジしました。きのこ型の可愛らしいパンの中に入れ、
その上からチーズをかけ焼き上げました。ポチキの辛味と蓮根のシャキシャキとした食感がアクセントになっています。
冬に食べたい、常備DELIとしてもおすすめのラタトゥイユです。
■材料…6個分
（直径7㎝マフィン型）

テーブルロール生地 300ｇ
ハワイアンポチキ
4本
（Ｗ493）
蓮根
80ｇ
カボチャ
120ｇ
パプリカ(赤)
50ｇ
カットトマト
150ｇ
オリーブオイル
大さじ1
砂糖
小さじ1
塩
小さじ1
醤油
少々
シュレッドチーズ
30ｇ

■作り方
①ラタトゥイユを作る。
ハワイアンポチキは4等
分に蓮根とカボチャ、
パプリカはダイス状にカッ
トする。
②鍋にオリーブオイルを熱
し、蓮根、カボチャ、パプ
リカを入れ炒める。
③薄く焦げ目が付いたら、
ハワイアンポチキとカット
トマトを入れさらに炒める。
④③に醤油、砂糖、塩を
入れ味を調える。
⑤テーブルロール生地を
6等分に分け、マフィン
型に生地を入れ④を
20ｇ入れる。
⑥二次発酵後シュレッド
チーズをのせ、210℃で
20分程度焼く。

「常備DELI」
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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。

Daisen's

Healthy kitchen
(体を温める･冷やさないレシピ)

暑い季節には体を冷やす食材が美味しいですが、“冷え”が気になる季節は
体を温めたり、冷やさない食材を上手に使うことが大切です。
美味しく“冷え”対策をしませんか？

Healthy Food
雑穀・蓮根・生姜

Healthy Food
紅茶・牛蒡・胡麻

a

b

c
生野菜をむしゃむしゃ?! 寒い季節には体に優しい食べ方で野菜を
頂きましょう♫ライスサラダにすることでおなかも満足できる1品に。
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少しずつを色々食べたい・・・。そんな願いにお応えして
ミニおかず3種をご用意しました。これだけじゃ足りない？！

ちょい食べミニおかず3種

蓮根とベーコンの雑穀米サラダ

■材料…1皿分

■材料…2人分
乾塩ベーコン（Ｄ246）
蓮根（水煮）
雑穀ご飯（お好みで玄米や黒米でも）
ミニトマト
ベビーリーフ

20ｇ
100ｇ
50ｇ
10ｇ
2ｇ

※おろし生姜
※胡麻油
※めんつゆ

a

ツナ（水煮）
25ｇ
マヨネーズ
10ｇ
紅茶（弱火で軽く乾煎りした茶葉。今回はアールグレイ。） 5ｇ
★爽やかな香りと渋みが少ない品種がオススメ。

塩・ホワイトペッパー

15ｇ
2ｇ
15ｇ

b

■作り方
①※の材料を合わせてドレッシングを作る。
②（分量外の油をひいて）5㎜厚にスライスした蓮根をソテー
する。2㎝幅に切ったベーコンを加え、ベーコンの脂が柔らかく
なる程度に軽くソテーする。湯むきしたミニトマトを4等分の
くし切りにする。
③器に雑穀ご飯を引き、②で準備した食材とベビーリーフを盛る。
※炊飯、湯むき時間は除く
調理時間

1人分

塩分（1人分）

15分

131Kcal

0.5g

c

適量

きんぴら牛蒡
熟成ロースハム（Ｂ387）
ゆずピール（ドライ）

20ｇ
10ｇ
5ｇ

生ハム（ロース）（Ｅ395）
マヨネーズ
白煎り胡麻
醤油
茹で卵

8ｇ
8ｇ
2ｇ
2ｇ
1/2個

■作り方

紅茶の効能
紅茶に含まれるカフェ
インは中枢神経を興
奮させる働きがあり、
体温上昇につながる。
また、リラックス効果
があるので、血管が拡
張し、血行が良くなり
体が温まる。

①aの食材を合わせる。
②bのきんぴら牛蒡に5㎜幅の短冊状に切った熟成ロースハムと
ゆずピールを合わせて、軽く加熱する。
③cの生ハムをみじん切りにし、マヨネ
1皿分
調理時間
塩分（1皿分）
ーズ、胡麻、醤油と合わせ茹で卵
30分 309Kcal 2.2g
の上にのせる。

Healthy Food
カボチャ・ナッツ

カボチャの甘みとナッツの食感がおいしくて楽しいグリルメニュー。
ぜひアツアツをお召し上がりください。

カボチャとナッツの詰め物
■材料…1皿分

Healthy Food
長芋

とろとろスープで体の芯からほっこり♡
心まで温かく優しい気持ちになれるスープはいかがでしょう？

長芋とろとろスープ
■材料…2人分

20ｇ
20ｇ
30ｇ
5ｇ
適量
1/8玉
15ｇ
適量

乾塩ベーコン（Ｄ255）
ナッツ（アーモンド・クルミ）
トマトソース
コンソメの素（チキン）
塩・ホワイトペッパー
カボチャ
シュレッドチーズ
パセリ（ドライ）

あらびきポークウインナー（Ｗ556）
長芋
鶏がらスープ
塩・ホワイトペッパー
青ネギ（刻み）

2本
50ｇ
400ｍｌ
適量
適量

■作り方

■作り方

①乾塩ベーコンはダイス状に切る。カボチャはラップをかけて
串がスッと通るくらいまで電子レンジで加熱する。
②熱したフライパンでベーコンを炒め、溶け出た油を軽く拭き取り
粗く砕いたナッツを加えて更に炒める。トマトソース、コンソメ素
を加え、水分を飛ばしながら炒めて塩・ホワイトペッパーで味を
調える。
③②の具材をカボチャに詰め、上からチーズをかける。
チーズが溶けるまでオーブントースターで温め、パセリを散らす。

①あらびきポークウインナーを太めの千切りにする。
②すりおろした長芋を鶏がらスープに加えて、塩・ホワイトペッ
パーで味を調え、ウインナーを加えて軽く温める。
③器に盛って、青ネギを散らす。

※カボチャの加熱、詰め物の
水分を飛ばす時間は除く
調理時間

1皿分

塩分（1皿分）

調理時間

1人分

塩分（1人分）

15分

387Kcal

4.4g

10分

63Kcal

0.7g
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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。

CHEZ SAGARA
Boulangerie

Patisserie

第11回目は、福岡県久留米市の“CHEZ
SAGARA”に伺いました。地方にありながら絶え
ず人が訪れるパン屋さんです。覚えやすい店名
にしようと名前を入れ、地元の方からは“サガラ
パン”の愛称で親しまれているそうです。店内か
らは田んぼや山が見えてほっこりします。
そんなのどかな場所で美味しいパンを焼き続ける
相良一公オーナーシェフにお話を伺ってきました。
しとしとと雨が降り続ける午後。店の前には入れ代り車が止まり、絶えずドアの開く音
がします。“これ食べる！”という子供の明るい声も聞こえてきます。中央のテーブル
には次々と焼き上がる美味しそうな顔をしたパンがたくさん並び、訪れたお客様のト
レーにのせられていきます。定番はもちろん、土日限定のパンも。どれにしようか迷い
ます。土日は食事パンの種類が増え、いろいろな食事に合わせたいラインナップです。
しっかりと旨みを感じる食事パンには、ジャムやバターをシンプルに合わせて、ゆった
りとしたブランチを楽しみたくなります。

『地元で商売できているのは幸せ。』
住宅や田んぼが並び、山も望めるのどかな場所に“CHEZ SAGARA”はあります。相良さんが育った場所です。オー
プン当初はもっと住宅が少なく、緑が広がっていたんだとか。周りには競合店はありません。この場所にお店を構えた
のは、岐阜のパン屋さん“TRAIN BLEU”での修行がきっかけだそう。良い立地条件ではないけれど、遠方からもお客
様が訪れていて、場所じゃないな、と思われたそうです。田舎でハード系は馴染みが薄いと言うけど、ハード系を食べ
たいと思わないのは美味しくないからなんじゃないか、と相良さんはおっしゃいます。美味しいものを作れば場所は関
係なく売れる。どんな場所でもお客様がわざわざ来てくれるようなお店じゃないと、結局長くは続けられない。相良さ
んは、引っ込んだ場所に出すと決めていたそうです。探していた頃にちょうどこの土地が見つかって直感で決められた
そうですが、現在では遠方からもお客様が訪れる人気店です。個人店でやる意味について相良さんは、直接声を頂
けることにあると言います。お客様との距離が近く、良いことも悪いことも全部耳に入ってくるので全て自分次第、それ
が楽しいのだとか。客層も様々で昔からよく知っている方や常連の方も多く、顔を見れると安心したり、もっと頑張ろう
と思えるそうです。家に来てもらう延長という感覚で来てもらえると、地元で商売できているのは幸せだな、と感じるそ
うです。地元に根付き、リピーターも多いのは、相良さんが基本をしっかりと踏まえ、香りや風味のあるパン作りを実践
していらっしゃるからでしょう。シンプルでも、また食べたいと思えるパンって素敵ですよね。

店内奥側から見た店内の様子。右側にレジが
ある。壁沿いの棚と中央部分にパンが並ぶ。左
にサンドイッチの、右に飲み物の冷ケース。
店内デザインは奥様監修。
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大きな窓が2つあり、開放感がある。店内奥側に
はイートインスペースがある。晴れた日は山もよく
見えて眺めが良い。落ち着いた雰囲気の中、
ゆったりとした時間を過ごすことが出来る。

サンドイッチのショーケース。様々なパンを使った
サンドイッチが並ぶ。くるみパンやフォカッチャは
コロンと小さめで小腹食にもちょうど良いサイズ。
食パンは耳付きで、ツナとＢＬＴがある。

土日限定のパン。土日は平日の倍近くのお客様
が訪れ、パン好きの方も多くいらっしゃるので、
ロデヴや全粒粉を使ったような、風味があるしっ
かりとした食事パンを充実させている。

『朝、パンを並べる時にいつも幸せな気持ちに。』
相良さんは初めはケーキ屋さんになろうと修行されていたそう。しかし体調的
に合わず、どうしようか迷っていた時に屋久島のパン屋さんに出会い、直感でパ
ン屋さんに。そのパン屋さんは田舎でパンと焼き菓子、喫茶をしていて、パンも
派手ではないけれどじんわり美味しく、これだ！と思われたそう。ケーキ屋さんで
修行前に少しだけパンに携わっていたことがあったので、パンに対するイメージ
は良かったと言います。朝は早いけど、朝日が入ってくるお店は気持ちが良く、
朝、パンを並べる時にいつも幸せな気持ちになっていたそうです。
相良さんは現在、農業高校でパン作りを教えていらっしゃいます。高校生には
パンに興味を持っている方が結構いるのに、本当のパン作りが出来ないままに
辞めてしまう子が多いという話を聞かれたことがきっかけだそうです。その農業
高校では今年はパンに興味を持っている方が多く、部活動でも製菓製パン部が
あるそうです。パンの世界を少しでも知ってくれたら嬉しいと、相良さんはボラン
ティアで引き受けていらっしゃいます。パンに興味を持っている方に、ひとつの職
業の選択肢としてパン屋さんがあってほしい、とおっしゃいます。

『自分が食べて美味しいと思うパンを。』

相良一公氏

“CHEZ SAGARA”のパンのラインナップは約70種類。相良さんはどういう製法や材料であったとしても、自分が食
べて美味しいと思うパンを作ろうとしているので、新商品が出ることはなかなかないそうです。ヒット商品は作ろうとは
思わず、とにかく自分が食べて美味しいと思うパンを常に作り、お客様が食べて喜んでもらえるのが一番だと言いま
す。誰かに合わせるのではなく、あくまでも“CHEZ SAGARA”のスタンスや美味しさを貫いていらっしゃいます。
オープンして5年ほどの間は、馴染みやすいパンが多く、ライ麦パンでも食べやすく仕上げたものを提供していたそう。
それから、売れるものや食べやすいものよりも、ここにしかない！これ美味しい！と思うようなパンに少しずつシフト
チェンジしていったそうです。価格も低価格からスタート。いきなり今のお店をやってもお客様がつかなかったと思うの
で、取っ掛かりとしては良かった、と相良さんはおっしゃいます。田舎ではブランドを作りいかに浸透させるかが重要な
ので入口になるパンは大事だ、と。今では昔からの常連の方もしっかりしたフランスパンを購入されているそうです。ラ
インナップが変わって少し価格が上がっても長く通って頂けているのはそれだけ地域から愛されている証拠ですね。
店頭で販売している自家製ジャムも人気です。パンに
使用しているフィリングも自家製のもの。果物類が多い
のですが、近くの農家さんのものを使用していらっしゃい
ます。取材に伺った日はブルーベリーの時期でした。雨
の日は水っぽくなったり、一粒ごとに味が違ったりと、自
然のものは難しいけど、新鮮で美味しいのが良いと言い
ます。特に難しい桃は全て味見をしたり、相良さんのこ
だわりを感じます。
シェフが好きなパンを伺うと、メロンパンだそうです。
メロンパンはオープン当初からの定番人気商品。飲み
物なしでも美味しく食べられるよう仕上げることにこだわ
り、大事に作っていらっしゃいます。3回ほど噛んだ時の
口溶けの良さには驚きます。飲み物なしでもすっきりと
食べ終われるメロンパンです。

大山ハムとの出会い
講習会などで知って頂く機会があり、オープン当初から
パストラミビーフとポークパストラミをサンドイッチにご使用頂
いています。チーズとベシャメルソースのみだと単調で飽き
てしまうけど、ポークパストラミだと最後まで美味しく食べら
れるとのお言葉を頂きました。ブラックペッパーのアクセント
が効いてきますよね。
これからもお世話になります。どうぞ宜しくお願い致します。

1.

メロンパン￥130。
定番人気商品。ちょうど良い大きさ。

2.

3.

大山ハム使用商品

お芋のパン￥250。
相良さんは胡麻が大好物なのだそう。

1.くるみパンのチーズサンド（ポークパストラミ＆チーズ）￥240
小ぶりで歯切れの良いくるみパンで食べやすい。
2.パストラミビーフとマッシュポテトのサンド￥280
パンのゴマが香ばしく、パストラミビーフと絶妙にマッチ。
3.クロックムッシュ￥250
最後にグリュイエールが風味豊かに口に広がる。

住所 / 〒839-1213
福岡県久留米市田主丸町
益生田873-12
TEL / 0943-73-3680
営業時間 / 8：00～18：00
10：00～17：00（日曜）
定休日 / 火曜日、水曜日
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サンドイッチの食材 MEMO

野菜

長芋

野菜

長芋はやまのいもとして一番
多く流通している栽培品種。
胃などの粘膜を保護し、たん
ぱく質の消化吸収を助けるぬ
めり成分、食物繊維などをバ
ランスよく含んでいる健康食
材です。中国では漢方薬とし
て利用されるほど。肉質が軟
らかく粘りも少ないが歯ざわ
りと特有の味が人気です。湿
気を保つためすりおろして冷
凍保存し、平らにパックする
と使用しやすいです。

野菜

じゃがいも（男爵）

白い実の部分には消化酵素の
ジアスターゼが含まれている
ので、胃もたれや胸やけの解
消などに効果があります。実
は実より栄養価が高いのは葉
の部分。ビタミン類が豊富に
含まれており美肌効果が期待
できます。葉を付けたままに
しておくと、水分がどんどん
奪われるので、購入後すぐに
切り分け、別々に保存しま
しょう。

蕪

昔から「不老長寿の薬」とい
われていたごまは、栄養の宝
庫。強い抗酸化作用があり、
老化防止肝機能の改善、悪玉
コレステロールを低下させる
効果が期待できます。すりご
まにすることで、高い栄養素
を体内に吸収しやすくなりま
す。

白煎り胡麻
北アメリカ原産のクルミ科の
ナッツ。皮は薄く割りやすく、
表面はなめらかで楕円形です。
脂肪分が約７０%も含まれて
おり、バターの木、生命の木
などとも呼ばれ高エネルギー
です。味はクルミに似ており
生食もしますが、多くは塩い
りして食べます。ケーキなど
のお菓子にも使用します。

果物

ピーカンナッツ

チーズ

主成分はでんぷんだが、免疫
力を高め老化や様々な病気を
予防する効果があるビタミン
Cをりんごの約5倍含んでい
ます。でんぷんに含まれてい
るため、保存や加熱によって
壊れにくいという特徴があり
ます。男爵いもは球形で果肉
は白く、粉ふきいもやマッ
シュポテトに向いています。
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。

オレンジ
グリュイエール村で12世紀
頃には作られていたスイスで
も歴史のあるチーズです。
エメンタールよりも塩分が強
く、こくのある味わいがしま
す。エメンタールとともに
チーズフォンデュには欠かせ
ないチーズです。
その他キッシュやオニオング
ラタン、スープなどにも使わ
れます。熟成の度合いによっ
て味わいが違ってきます。

牛乳を原料に作られるセミ
ハードタイプのチーズのひと
つ。最も一般的なチーズのひ
とつとされています。作りた
てのものは甘みがありますが
熟成がすすむにつれてコクが
出て芳醇になります。熟成と
共に白色からアイボリー色に
なります。レッドチェダーは
チェダーチーズをアナトー色
素で鮮やかなオレンジ色に仕
上げたものです。

チェダーチーズ

グリュイエール
参考文献：小学館「食材図鑑 Ⅱ」、小学館「新版
主婦の友社「新版 チーズの選び方・楽しみ方」

チーズ

栄養価の高さは果物のなかで
もトップクラス。ビタミンＣ、
カロテンやクエン酸が豊富で
疲労回復や風邪予防、回復に
効果があり、美肌作りには欠
かせません。捨ててしまうこ
とも多い皮の白い部分には、
ビタミンＣの吸収率を高め、
毛細血管を強くする効果もあ
ります。赤ワインと合わせて
サングリアにしたり、ヨーグ
ルトに混ぜたり、様々な食べ
方で楽しめます。

食材図鑑

生鮮食材篇」、高橋書店「からだにおいしい 野菜の便利帳」、

大山ハムの商品 MEMO
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。

カントリーローストスライス

Ｃ209

豚肩肉を原料とした
ショルダーハムです。
表面に黒胡椒を振りかけて
います。

保存方法

10℃以下

保存方法

10℃以下

賞味期限

30日

賞味期限

30日

規格
（1P）

(約2㎜ｽﾗｲｽ)

規格
（１Ｐ）

(約2㎜ｽﾗｲｽ)

500ｇ

ポークパストラミ
Ｅ284

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。

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。

生ベーコン
Ｄ434

保存方法

10℃以下

保存方法

10℃以下

賞味期限

45日

賞味期限

45日

規格
（１Ｐ）

（約2㎜スライス）

規格
（1Ｐ）

（5枚以上）

90ｇ

生ハム（ロース）
Ｅ395

Ｅ212

保存方法

-18℃以下

賞味期限

180日

規格
（１Ｐ）

500ｇ
(約8㎜ダイス)

モルタデラスライス250ｇ

Ｌ393

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。

ペッパーシンケンスライス

Ｅ215

40ｇ

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。

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ダイス

500ｇ

保存方法

10℃以下

賞味期限

30日

規格
（1Ｐ）

（約2㎜ｽﾗｲｽ）

250ｇ

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。

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12㎜ﾀﾞｲｽ）

500ｇ

スモークチキンダイス300ｇ

Ｓ306

*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。

300ｇ

19

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】

勝本恵梨【神戸】

