
Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ ・・・  

「生ハム（ロース）」 P2,3 

スパイス・ハーブのおいしいお話。  

「タイム」 P4,5 
このパンに注目。  

「パン・ド・ロデヴに注目」 P6,7 
デリのようなパン。  

「見て、食べて、ほっこり。春の行楽パン」 P8,9 
「ソーセージの美味しさを楽しもう。」 P10,11 
ハレの日のおもてなし。  

「春野菜をたっぷり使った健康で美味しいサンドイッチ」 P12,13 

季節のお料理レシピ。 

「ＤＡＩＳＥＮ‘Ｓ ＨＥＡＬＴＨＹ ＫＩＴＣＨＥＮ（春の日差しから体を守るレシピ）」 P14,15 

※本誌記載の記事・写真の無断転載、複写を禁じます。 

全国のパン屋さんご紹介。 

「Ｃａ ｍａｒｃｈｅ」 P16,17 

寒かった季節を過ぎると、温かな空気と共に新芽が芽吹き、 

新しい季節の訪れを肌で感じることが出来ます。 

ポカポカ陽気に誘われて心も体も優しい気持ちになれるこの季節。 

栄養価が高く、ほろ苦い野菜などが多いのもこの季節の特徴です。 

旬の美味しさをたっぷりと詰め込んだ、笑顔あふれる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 

スモークの奥深い風味、しっとりとした舌触り 

生ハム（ロース） 
 大山ハムの生ハム（ロース）は、豚のロース
の部分を塩せきし、スモークをかけて仕上げ
ているため、しっとりとした口当たりが特長で
す。じっくりとスモークすることで、独特の香り
と奥深い味わいが生まれます。このしっかりと
した旨味は、サンドイッチにしても存在感があ
ります。また果物との相性がとても良く、春か
ら夏にかけて美味しいメロンとの組み合わせ
は鉄板です。また酸味の少し効いたイチゴに
も良く合います。 
  
 そして何といっても生ハムにはチーズが欠
かせません。スモークのしっかりと効いた生
ハムには味が濃厚なチーズと相性抜群。フ
レッシュタイプのブルサンアイユにはスライス
した玉ねぎをプラスし、生ハムを合わせてみ
て下さい。それぞれの食材が相乗効果となり、
生ハムの美味しさが口いっぱいに広がります。
その他にも、青カビタイプのフルムダンベール
は、塩分控えめですが、存在感のあるチーズ
なのでこの組み合わせも逸品。赤ワインと合
わせるとその美味しさに魅了されます。 
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と大葉の柚子胡椒バターカスクルート 

■材料…1組分 
 

バゲット 
バター（食塩不使用） 
柚子胡椒 
すり胡麻（白） 
生ハム（ロース）（Ｅ395） 
大葉 
煎り胡麻（白） 

1/2本 
6ｇ 
1ｇ 
2ｇ 

3枚 
3枚 
適量 

和の香り漂う食材に生ハムを合わせ、カスクルートを
作りました。大葉の風味が口の中にふんわりと広がり、
ピリリとした柚子胡椒がアクセントになっています。胡
麻が全ての風味をまとめ、一体にしてくれます。プチ
プチとした食感も楽しいカスクルートに仕上がりました。 

 上品な脂身があるためシンプルに食べても美味しい生ハム。ですが
色々な組み合わせで楽しんでみて下さい。今回は、和との組み合わせ
に挑戦しました。スモークの風味が和の香りとも良く合い、お互いの美味
しさが引き立ちます。ぜひ、お好みの美味しい組み合わせを発見して下
さい。 
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■材料…1個分 
 
フランスパン生地 
生ハム（ロース）（Ｅ395） 
クリームチーズ 
ローズマリー（生) 
パルメザンチーズ 
 

 
■作り方 
 

①フランスパン生地60ｇを平らに伸ばし、生ハム 
  を2枚のせその上に1cm角にしたクリーム  
  チーズをのせる。 
②残りのフランスパン生地60ｇに少量のローズマ 
   リーを練り込む。これを平らにし①の上に乗せ  
  適度な大きさに穴を開けたら、二次発酵させる。 
③最後にパルメザンチーズを振りかけ240℃の 
  オーブンで15分～20分焼く。 

120ｇ 
2枚 
10ｇ 
2ｇ 

適量 

生ハムの奥深いスモークの風味をパン生地で閉じ込
めました。チーズのコクがアクセントになっています。
またローズマリーの香りが食欲をそそり、パリパリ食感
がやみつきになる、ビールに良く合う一品です。 

とクリームチーズのフーガス  
                     ローズマリー風味 

とブルーチーズの葡萄デニッシュ 

■材料…1個分 
 
デニッシュ生地 
生ハム（ロース）（Ｅ395） 
葡萄（種無し） 
ゴルゴンゾーラ（ピカンテ） 
溶き卵（照り用） 
 
■作り方 
 

①正方形にカットしたデニッシュ生地を三角形に折り、頂点  
  を5～8㎜残して左右に切り込みを入れる。開いて左右 
  それぞれを反対側の辺まで折る。 
②①に半分にカットした葡萄、生ハム、ゴルゴンゾーラを順 
  番に乗せ溶き卵を塗り、240℃のオーブンで15分程度 
  焼く。 

45ｇ 
1枚 
1個 
5ｇ 

適量 

サクサクのデニッシュ生地に生ハムと甘酸っぱい葡萄、塩気
の効いたブルーチーズをのせ焼き上げました。赤ワインに良く
合う、大人のデニッシュです。スモークの効いた生ハムが甘
酸っぱい葡萄と相まって旨味が一層引き立ちます。ブルー
チーズを少し口に入れ、それからデニッシュを味わって下さい。
とろけるような美味しさが口いっぱいに広がり贅沢な気持ちに
なります。 

http://www.daisenham.com/


   タイムのあれこれ  
 南ヨーロッパ一帯に広く自生するシソ科の多年草。タイ
ムは食用だけでなく薬用としても広く利用されており、主
要な産地は南ヨーロッパですが、気候に対する適応能力
に長けているため亜熱帯から温帯の気候、暖かい土地
であればどこでも生育出来るハーブです。香りの主成分
はチモールとカルバクロールで栽培地の状態により芳香
も変わってくるといいます。 
 

     タイムの味と香り 
 草原をかけているような気分になる清々しい芳香とほろ
苦さが特徴で、この香味は肉類や特に魚料理の生臭さ
を消すのに最適です。古代ギリシャ時代から使われてき
たハーブですが、現代では「魚のハーブ」と称されるよう
に魚との相性は抜群です。ブーケガルニやエルブ・ド・プ
ロバンス、ザーターなどのミックスハーブの主材料として、
香草を束ねて煮込み料理などの臭みを消す際にはタイ
ムは必須。臭み消しだけでなく、刻むなどしてソースやコ
ロッケなどのタネにも使われます。もちろん、ハム、ソー
セージ、ピクルス、トマトケチャップなどの加工品を作る際
にも不可欠なハーブです。 
 

   タイムのおいしいところ 
 酢や油（オリーブオイル等）に漬け込み、香りを移して
ハーブビネガーやハーブオイルとして、また根菜などの土
臭い野菜や味の濃いチーズ、ベリー系の果実と相性が
良いことからグリル料理、冷菓や焼き菓子にも◎。また、
殺菌効果があるので消毒薬や咳止め、防腐剤としても多
用途に使える美味しいハーブです。 
 また、タイムは挿し木で増やせるので初心者でも比較 

おいしさ豆知識 
昔からイギリスでは、「蜂は一度タイムの香りを嗅ぎつければ後ずさりしない」と言われるほど、蜂はタイムの香りを非常
に好み、蜂の集めたタイムの花の蜜が利用されてきました。ローマでは蜂とタイムのこの密接な関係を兵士の戦争に
対する前向きな勇気に繋げるという意味でタイムを浸した水を浴びて、戦争に備えたというエピソードもあるほどです。 

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 

「タイム」 
Thyme 

参考文献：S＆B食品 スパイス＆ハーブ辞典「タイム」、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「タイム」、文園社 スパイス＆ハーブ辞典「タイム」      

※乾燥させたタイム 
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的楽に育てられるハーブですが、湿気に弱いので風通し
の良い所に置き、枝が伸び大きくなってきたら密生を防
ぐために小まめに枝を切りおとすなどの工夫が必要です。
水やりも注意が必要で、やりすぎると根腐れを起こし枯ら
してしまうので丁度良い加減での水やりが大切です。花
が咲いた後の葉は、香りが弱くなるので強い香りが欲しい
場合には花の蕾を摘み取ってしまう方が良いでしょう。 

 タイムは西洋料理には欠かせないハーブの１つです。 
心地よい眠りを誘うハーブとしてラベンダーやカモミールが使われる一
方で、タイムは体を目覚めさせ1日の気力を生むものとして、また体内
外からスッキリ、目覚めを促すものとして、朝食のタイムティーやハーブ
の入浴剤などに使われてきた植物です。 
 さあスタートをきる季節の到来です。タイムを上手に使ってみませんか。 

   

   簡単レシピご紹介！！ 
材料はほんの数種類。漬け込んだチーズをそのまま食べても、素材の香りや
風味が移ったオイルをお料理に使っても美味しい！簡単なのに驚くほど本格
的で風味豊かな生タイムを使ったレシピをご紹介致します。 
 

【ハーブオイル漬けチーズ】 
色々な使い方があるチーズですが、余ってしまうことも 
多いのではないでしょうか？タイム、唐辛子、ニンニクと一緒に 
オリーブオイルに漬け込んでチーズを 
更に美味しく味わいましょう。 
 

■材料・・・作りやすい分量 
 ●お好みのチーズ  
 ●タイム（生） 
 ●オリーブオイル 
 ●唐辛子 
 ●ニンニク（みじん切り） 
 ●塩・ホワイトペッパー 
 

 

■作り方 
 ①お好みのチーズ（おすすめはセミハード、 
   ハード系今回はゴーダチーズ）を角切りにし、 
   オリーブオイル以外の材料を、全て容器に入れる。 
 ②材料が浸るまでオリーブオイルを注いで、 
   よくかき混ぜ、冷蔵庫で3日程度漬け込みます。 
   出来上がったものは2週間程度保存が可能◎ 

 
50ｇ 

小さじ１ 
適量 
1本 
5ｇ 

適量 



        

■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（Ｅ282） 
タイム（生） 
お好みのロースト春野菜 
（今回は皮付き新じゃがいもと茹でアスパラガス） 
シュレッドチーズ 

 

50ｇ 
10ｇ 

小葉6枚程度 
15ｇ 

 
5ｇ 

5 

■材料…1個分 
 

クロワッサン生地 
ペッパーシンケン（Ｅ265） 
マスカルポーネチーズ     
ドライマキュベリー 
タイム（生） 
溶き卵 
パルメザンチーズ 

 

50ｇ 
1枚 
15ｇ 
2ｇ 

小葉6枚程度 
適量 
適量 

■作り方 
フランスパン生地にベーコン、タイム、春野菜を混ぜ合わせ、 
スケッパー等で全体を軽く刻みこんもりとまとめる様に成形し、 
二次発酵後チーズを散らし230℃のオーブンで15分程度焼く。 

■作り方 
クロワッサン生地に右図のように★の食
材をのせ、包む。二次発酵後溶き卵を
塗り、パルメザンチーズを振りかけ、
200℃のオーブンで15分程度焼く。 

ショルダーベーコン

     ペッパーシンケン

■材料…1個分 
 

フランスパン生地 
ホワイトソース 
ハーブオイル漬けチーズ（P４のもの） 
生ベーコン（Ｄ434） 
フライドオニオン 

 

30ｇ 
10ｇ 
15ｇ 
4ｇ 
5ｇ 
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リッチな生地に好相性なペッパーシンケン。 
甘塩っぱく、甘酸っぱいが美味しい♪♪ 
 
 

■作り方 
フランスパン生地を薄くのばし、その上にホワイトソースを塗り、
チーズ（オイルやハーブごと）、刻んだ生ベーコン、 
フライドオニオンを散らす。230℃のオーブンで10分程度焼く。 

焼き上がるまで待ちきれない 
チーズ、ハーブ、オニオンの香りが広がります。 
ふかふかピザ風もいいですが、カリッと薄焼きがおいしい♪♪ 

ローストし程よく食感を残した春野菜。生地を
こんもりとのせることで焼き固まらずに歯切れ
よく食べやすいパンに仕上げました。 
ごろごろシャキシャキがおいしい♪♪ 
 

＊ マキュベリーについて 
 ホルトノキ科の植物の果実です。南米チ
リが原産です。マキュベリーはその外観や
アントシアニンが豊富なので、「パタゴニア
ン・ブルーべーリー」とも呼ばれるそう。アン
トシアニン、ビタミンCとEが豊富。 
 

 参考文献：全調教 オールフォト 食材図鑑 

★ 

http://www.daisenham.com/


 

LE  PAIN    
de   

LODEVE 

このパンに注目。 バリッともっちり感がたまらない 

 「パン・ド・ロデヴ」に秘められた美味しさを皆さまご存知
でしょうか？このパンには美味しい理由がたくさんあります。 
 
 まずは手に取り、表皮の香りを感じてみて下さい。手に
取った時の何とも言えないルックスに愛着が湧き、心地よ
いルヴァン種の香りに驚くことでしょう。表皮はバリッとそし
てしっかりしたものですので、かじるには大変です。スライ
スカットするとナイフにパン生地が引っ付くような感覚があ
ります。これぞ「パン・ド・ロデヴ」です！水分量が多く、ぼこ
ぼことした気泡があり、みずみずしさが特徴です。 
 
 「スープのような生地」と言われており、バゲットが粉の量
に対し70％弱の水を入れるのに比べて、ロデヴは90％ほ
どです。水分が多いだけに飲み物なしで、パクパクと食べ
続けてしまいます！そう、一度食べたらやみつきになるパ
ンです。この水分の多さを持ったパンの虜になる人が沢山
いらっしゃるのではないでしょうか。 

「パン・ド・ロデヴ」は、「ロデヴの町のパン」を意味します。 
しかし、当のロデヴの町のパン屋では「パン・パイヤス」と
いう名称で棚に並んでいます。パン・パイヤスは大半が
細長い生地をくるっとねじった形で売られています。 
価格は、バゲットよりほんの少し安いお店もあれば、少し
高いお店もあるようです。 

「パン・ド・ロデヴ」って？ 

表皮がばりっと固い理由は？ 

 中身は水分たっぷりなのに、どうして表皮はバリッとして
いるのでしょうか。それは生地に水分を多めに入れて、
しっかり目に焼き、水分をたくさん飛ばしているためです。 
パンの中心温度は100℃に近い方が良いとされ、蓄熱
性の高い、高温のオーブンである程度の時間をかけて
焼くことで独特の食感が生まれるのです。 

どんな食材と合うの？ 

 シンプルだけど深みのあるパン。合わない食材はない
ともいえるのではないでしょうか。 
 まずはブリーやカマンベールのような優しい味わいの白
カビチーズをのせ、シャンパンとシンプルに合わせて。次
にシャルキュトリーを乗せ赤ワインで楽しむ。合わせる食
材の美味しさを引き立たせてくれます。またみずみずし
いロデヴは、スープやドレッシングと合わさることで、中身
が口の中でとろけ一体になり、一方でバリッとした表皮が
アクセントになってくれます。 
 大山ハムの代表商品である「カントリーロースト」は優し
い味わいで、且つしっとりとしているので、みずみずしいロ
デヴにはぴったりと合います。食感が楽しい野菜やナッツ、
味が濃厚なドライフルーツをポイントで合わせても良いで
しょう。 
 もちろん、バターや新鮮なオリーブオイルにほんの少し
塩をつけるだけで美味しいのは言うまでもありません。シ
ンプルなパンであるからこそ、シンプルに合わせて頂きた
いです。 

■材料・・・2人分 
人参 
パン・ド・ロデヴ  
アーリーレッド 
パルミジャーノ・レッジャーノ 
セルフィーユ 
クルミ 
ビネガードレッシング※ 
レモン汁 

    1本 
   25ｇ 
   15ｇ 
     8ｇ 
   5ｇ 
    5個 
大さじ2 
大さじ1 
 

    大さじ3 
小さじ1/2 
小さじ1/4 
       適量 

   大さじ2 

※ビネガードレッシング（作りやすい分量） 
白ワインビネガー 
砂糖 
塩 
ブラックペッパー 
オリーブオイル 

人参とアーリーレッドのパンツァネッラ ■作り方 
 
①人参とアーリーレッドは皮をむき 
  薄くスライスする。 
②パン・ド・ロデヴ は食べやすい大 
  きさにちぎり、オーブントース 
  ターで焼き色が付くまで焼く。 
③クルミは細かく砕き、ボウルに 
  入れビネガードレッシングと 
  レモン汁を混ぜ合わせる。 
④③のボウルの中に①と②を混  
  ぜ、お皿に盛ったらセル 
  フィーユとパルミジャーノ・レッ   
  ジャーノを振りかける。 
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参考文献：旭屋出版 これ1冊でわかる パン・ド・ロデヴ   



■材料…1組分  
パン・ド・ロデヴ  
バター（食塩不使用） 
赤水菜 
カントリーロースト（Ｃ209） 
パプリカ（赤・黄） 
玉ねぎ（スライス） 
ディル風味の卵サラダ 
 →茹で卵にお好み量のマヨネーズと塩、ホワイトペッパーを 
   混ぜ合わせ、最後にディル（生）を手でちぎり合わせる。 

2枚 
4ｇ 
8ｇ 

1枚 
4ｇ 
3ｇ 

12ｇ 

パン・ド・ロデヴ で 

 カントリーローストと野菜のシンプルサンド 

パン・ド・ロデヴ で2種のフレンチ 

                    トーストサンド a. 

シンプルで優しい味わいのロデヴには、上品でしっとりしたカント
リーローストが相性抜群。 
卵サラダにはディルを入れ爽やかな風味を出しました。 

ロデヴをフレンチトーストにアレンジしました。 
よりしっとりジューシーな味わいが楽しめます。 

パン・ド・ロデヴ で 

     乾塩ベーコンのフレンチトースト 

※フレンチトースト・ロデヴの作り方 
           （作りやすい分量） 

 

卵 
牛乳 
塩 
ホワイトペッパー 
 
①上記の食材を混ぜ合わせる。 
②①にロデヴを片面だけ浸し、 
  バター（分量外）を溶かしたフライ 
  パンに、浸した面を下にして弱火 
  で焼く。 
③それぞれの食材をのせ、同様に 
  浸したもう1枚のロデヴをのせ 
  両面を焦げ目がつくまで焼く。 
 

    2個 
180ｍｌ 

       適量 

   適量 

■材料…1組分  
フレンチトースト・ロデヴ※ 
        （ドライフルーツ入り）  
乾塩ベーコン（Ｄ246） 
メープルシロップ 
サワークリーム 
ドライクランベリー 
ブラックペッパー 

1枚 
 

1枚 
6ｇ 
5ｇ 
3ｇ 

適量 

ドライフルーツとクルミ入りのロデヴをフレンチトーストに仕上
げました。カリッと焼き上げた乾塩ベーコンとメープルシロップ、
サワークリームが絶妙のハーモニーを奏でます。 
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b. 

a. ペッパーボンレス×チーズ×玉ねぎ 

b. トマトとオリーブ入りソーセージ 
   ×チーズ×オリーブと人参 

■材料…1組分  
フレンチトースト・ロデヴ※  
スライスチーズ 
玉ねぎ（スライス） 
ペッパーボンレス（Ａ243） 
 

2枚 
5ｇ 
5ｇ 

1枚 

■材料…1組分  
フレンチトースト・ロデヴ※  
スライスチーズ 
人参（スライス） 
ブラックオリーブ（スライス） 
トマトとオリーブ入りソーセージ（Ｌ441） 

2枚 
5ｇ 
4ｇ 
2ｇ 

1/2枚 
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見て、食べて、ほっこり。 

春の行楽パン 

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。 

お花見、ピクニック、山登り。暖かくなると外に出かけたくなる日が多くなります。 
せっかくのポカポカ陽気に食べるのは、心も体も満たされるものが嬉しいですよね！ 

見て、ほっこり。食べて、ほっこり。そんな楽しいパンは、お弁当の時も皆で持ち寄る時にも大活躍するはず。 
春に美味しい食材を加えて、温かい気分に浸りながら季節を感じてみてはいかがでしょうか？ 
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■材料…1個分 
玄米粉入りソフトフランス生地 
スモークチキンダイス（Ｓ306） 
 ★クリームチーズ 
 ★マヨネーズ 
 ☆カリカリ梅 
 ☆野沢菜の漬物 
焼き海苔 
 
※☆を細かく刻み、★と混ぜ合わせる。 

60ｇ 
12ｇ 
5ｇ 
3ｇ 
2ｇ 
2ｇ 

適量 

■作り方 
①玄米粉入りソフトフランス生地を丸く平らに伸ばし 
  具材を包餡する。 
②綴じ目が裏に来るように三角形に整えて置き、軽く 
  押さえて二次発酵させる。 
③全ての面に溶き卵（分量外）を塗り、それぞれ焼き 
  海苔、煎り胡麻をつける。 
④210℃のオーブンで10～15分程度焼く。 

チキン梅マヨネーズ 

■材料…1個分 
玄米粉入りソフトフランス生地 
乾塩ベーコン（Ｄ246） 
 →1㎝幅の短冊切り 

菜の花の白和え※ 
煎り胡麻（白・黒） 
 
※菜の花の白和えの作り方（作りやすい分量） 
菜の花 50ｇ / スイートコーン 20ｇ / 絹ごし豆腐 
40ｇ / ★練り胡麻大さじ 1/2 / ★醤油 小さじ1 
/ ★砂糖・塩 少量 
菜の花を茹でて1.5㎝の長さにカットする。絹ごし豆
腐をキッチンペーパーで挟んで水気を取り、潰しな
がら加える。コーンと★を混ぜ合わせる。 

60ｇ 
10ｇ 

 

24ｇ 
適量 

菜の花ベーコン 

※ 

玄米粉入りソフトフランス生地（8個分） 
強力粉 200ｇ / 玄米粉 50ｇ / バター（食塩不使
用） 5ｇ / 砂糖 5ｇ / 塩 5ｇ / 水 200ml /  
ドライイースト3ｇ 

②のイメージ 

天板上から見た図 

おにぎりを握るように。
押さえすぎ注意！ 

焼き海苔は少し大きめ
に巻く。 

③のイメージ 

玄米粉入りのパン生地で具材を包んだおにぎりぱんです。 
もちもちと歯切れの良い生地には和の食材がよく合います。 

海苔と胡麻の風味が香ばしく、食欲をそそります。 
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豚さんのつぶらな瞳が印象的な丸パンです。中には焼豚と中華
風のポテトサラダを詰めました。ポテトサラダのホクホク感に筍と
きくらげのシャキシャキ感がアクセント！ちぎりパン風に仕上げると
皆でわいわい楽しめてワクワク感がアップします。 

■材料…8個分 
ミルクパン生地 
焼豚（F096） 
中華風ポテトサラダ※ 
あらびきポークウインナー（W556） 
桜の塩漬け 
デコペン（茶色） 

400ｇ 
80ｇ 

160ｇ 
2本 
適量 
適量 

■作り方 
①ミルクパン生地を10ｇ残して8等分にする。 
②①を丸く平らに伸ばし、1㎝程度の角切りに 
  した焼豚とポテトサラダを包餡し、綴じ目を 
  下にして天板に並べる。 
③爪楊枝などで耳部分に幅約5㎜の穴を開け 
  る。10ｇの生地を16等分にし、耳の形に成 
  型して穴の部分に押し込むようにつける。 
④③と同様に鼻部分に幅約1㎝の穴を開け、 
  4等分に輪切りしたウインナーを差し込む。 
⑤二次発酵後、塩抜きをした桜の塩漬けを頬 
  部分やその他お好みの箇所に貼り付け、 
  210℃のオーブンで12分程度焼く。 
⑥デコペンで目と鼻の穴を書く。 
 

※中華風ポテトサラダの作り方（作りやすい分量） 
じゃがいも 180ｇ / 筍（水煮） 20ｇ / きくらげ（乾燥） 3ｇ 
/ マスカルポーネ 100ｇ / ごま油 小さじ1 /  
塩・ホワイトペッパー 適量 
茹でて皮を剥いたじゃがいもを潰す。水で戻したきくらげと筍
を粗めのみじん切りにして加える。マスカルポーネとごま油
を加えて混ぜ合わせ、塩・ホワイトペッパーで味を調える。 

■材料…1個分 
テーブルロール生地  
スモークチキンダイス（S306）  
卵サラダ  
そら豆  
シュレッドチーズ  
ブラックペッパー  

50ｇ 
12ｇ 
15ｇ 
6ｇ 
6ｇ 

適量 まるで鳥の巣みたい！チキンと卵サラダをたっぷりと
のせました。春らしく卵の黄色とそら豆の黄緑色がよく
映えて可愛らしいロールパンです。 

■作り方 
①テーブルロール生地を丸め、手で 
  押さえて平らにし、中心部分にくぼ 
  みを作る。 
②①の上にスモークチキン、卵サラダ、 
  そら豆、シュレッドチーズをのせ、 
  220℃のオーブンで10分程度焼く。 
③ブラックペッパーをトッピングする。 

■材料…1個分 
フォカッチャ生地  
乾塩ベーコン 
       （D246）  
新じゃがいも  
シュレッドチーズ  

■作り方 
①新じゃがいもは皮を剥いて千切りにし、水にさら 
  す。キッチンペーパー等で水気を切っておく。 
②天板にフォカッチャ生地を丸く平らに伸ばして 
  並べ、半分にカットしたベーコン、①、シュレッド 
  チーズをのせる。 
③クッキングペーパーをかぶせて上からもう一枚 
  天板をのせ、200℃のオーブンで12分程度 
  焼く。 

60ｇ 
1枚 

 
25ｇ 
12ｇ 

細くスライスした新じゃがいもにチーズをたっぷりかけた、 
パリパリカリカリ食感が楽しいガレット。パン生地との間に 
ベーコンを挟むことで、旨みとコクが全体に広がります。 
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口の中に入れるとプリッと弾ける、旨味がぎっしり詰まったソーセージ。 
皆さまはどのようにパンと組み合わせて食べるのがお好みですか？パンに挟んで食べると
パン生地とソーセージの一体感が楽しめます。包んで食べると、ソーセージが包餡される
ため美味しさが凝縮しプリッと感が増します。クロワッサン生地で包むとほんのりとした甘味
と相まって旨味が増します。乗せて食べるとジューシー感がダイレクトに感じられます。 
ぜひ、お好みの食べ方を探してみて下さい。 

あらびきポークウインナーで 
    2種のスライダーサンド 

デリのようなパン。 
 
 
 

ソーセージの美味しさを楽しもう。 

大人も子供も食べたい、お料理のようなパンメニュー。 

あらびきポークウインナーを1本ドンと挟み、小さいけれど存在
感のあるスライダーサンドを2種類ご用意しました。 
一方は、トマトの酸味が効いたあっさりサンド、もう一方はチー
ズとポテトの存在感があるがっつりサンドです。 

a. 

b. 

a. 

b. 

■材料…1組分   
フランスパン（けしの実付き） 
春キャベツ（千切り） 

あらびきポークウインナー（Ｗ556） 
トマト（スライス） 
パルメザンチーズ 

40ｇ 
4ｇ 

1本 
4ｇ 

適量 

■材料…1組分   
フランスパン 
あらびきポークウインナー（Ｗ556） 
マッシュポテト 
新玉ねぎ（スライス） 
シュレッドチーズ 
 

40ｇ 
1本 
4ｇ 
3ｇ 
4ｇ 

ハーブソーセージと 
   アスパラのチーズパン 

春に美味しいアスパラガスをまるまる1本入れ焼き込みました。
包餡することでアスパラガスのみずみずしい春の香りを閉じ込
め美味しさを満喫できます。最後にハーブソルトで仕上げまし
た。 

■材料…1個分   
 
フランスパン生地 
粒マスタード 

ハーブソーセージ（Ｗ518） 
アスパラガス（生） 
シュレッドチーズ 
ハーブソルト 
 

60ｇ 
4ｇ 

1本 
1本 
8ｇ 

適量 

けしの実パンでトマトのさっぱりサンド  

プチフランスでポテトとチーズの濃厚サンド 
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■作り方  
クロワッサン生地を二等辺三角形にカットする。
それぞれの生地にマーマレードジャムと刻んだ 
ドライプルーンを塗り、ハワイアンポチキに巻き
つけ、230℃のオーブンで20分程度焼く。 

ハワイアンポチキの 
 やみつきプチクロワッサン 

ピリリと辛味のあるハワイアンポチキをクロワッサン生地で巻き焼き上げました。 
中には甘味と少し苦みのあるマーマレードジャムとプルーンがそれぞれに入ってい
ます。ポチキのスパイシーな辛みはビールに合いますが、今回はフルーツを入れ、
ワインにも合う一品に仕上げました。 

ガーリックソーセージの 
  サルサソースメルトドック 

■材料…1個分  
フォカッチャ生地 
ガーリックソーセージ 
         （Ｗ442） 
スライスチーズ 
サルサソース 
パセリ（生） 
 

60ｇ 
1本 

 
8ｇ 

12ｇ 
適量 

ハーブソーセージの 
 たっぷり豆のカレーパイ 

■材料…1個分  
パイ生地 
ハーブソーセージ 
      （Ｗ518） 
インドカレー（市販） 
ひよこ豆（水煮） 
金時豆 
タイム（生）（飾り用） 
 

70ｇ 
1本 

 
25g 
8ｇ 
8ｇ 

適量 

■作り方 
①10㎝×10㎝のパイ生地を230℃ 
  のオーブンで空焼きする。ハーブ 
   ソーセージは食べやすい大きさに  
   カットする。 
②インドカレーを鍋に移し、カットした 
  ハーブソーセージと豆類入れて煮 
  詰め、とろみが付いたらパイ生地に 
  流し込む。210℃のオーブンで15 
  分程度焼く。 

ガーリックのパンチが効いたソーセージに酸味と辛みのあるサルサ
ソースをかけ焼き上げました。年中食べたいホットなメルトドックです。 

豆の入ったほっくりカレーにハーブソーセージを合わせ、香り高いカ
レーに仕上げました。さくさくのパイ生地が美味しさを引き立てます。 

■作り方  
①楕円形にしたフォカッチャ生地 
  にガーリックソーセージとスライ  
  スチーズを乗せて、二次発酵さ 
   せる。 
②二次発酵後、サルサソースをの 
  せ230℃のオーブンで15分～  
  20分焼く。最後にパセリを振りか  
  ける。 

C. 
D. 

■材料…2個分   
クロワッサン生地 
ハワイアンポチキ（Ｗ493） 
マーマレードジャム（飾り用含む） 

80ｇ 
2本 
12ｇ 

C. ハワイアンポチキ×マーマレード 

■材料…2個分 
クロワッサン生地 
ハワイアンポチキ（Ｗ493） 
ドライプルーン 
タイム（生）（飾り用） 

80ｇ 
2本 
6ｇ 

12ｇ 

D. ハワイアンポチキ×ドライプルーン 
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■材料…1組分  
ミルクフランスパン 
バター（食塩不使用） 
菜の花入りクリームチーズ 
 →塩茹でした菜の花を細かく刻み、クリームチーズと 

   混ぜ合わせる。 

グリーンリーフ 
トマト（スライス） 
菜の花（塩茹で） 
モルタデッラ（Ｌ393） 
 

2枚 
4ｇ 

12ｇ 
 
 

3ｇ 
16ｇ 
8ｇ 

1枚 

春らしいピンク色が綺麗なモルタデッラに、黄色と緑が混じった可
愛らしい菜の花を加えました。クリームチーズに混じった菜の花の
ほのかな苦みや、つぼみのプチプチとした食感がアクセントになって
います。口の中で春がふわっと香るようなサンドをイメージしました。 

モルタデッラと 

菜の花クリームチーズの 
春色鮮やかなサンド 

カントリーローストと 

わさび醤油菜の花の 
大葉香る和サンド 

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。 

春野菜をたっぷり使った 
健康で美味しいサンドイッチ 

■材料…1組分  
食パン 
バター（食塩不使用） 
わさびマヨネーズ 
 →マヨネーズとわさびを8：2で混ぜ合わせる。 

グリーンリーフ 
カントリーロースト（Ｃ209） 
菜の花 
 →塩茹で後、少量のわさびと醤油で和える。 

トマト（スライス） 
大葉 

2枚 
8ｇ 

10ｇ 
 

10ｇ 
2枚 
15ｇ 

 
16ｇ 
2枚 

わさび・醤油・大葉という和の香り漂う食材と、菜の花を組み
合わせ、和風サンドに仕上げました。菜の花の独特な食感が
楽しく、和との組み合わせにより最後まで美味しく食べられま
す。春にしか食べられない贅沢な組み合わせです。 

 菜の花・アスパラガス・いんげん・そら豆を使用した 
春に美味しい旬のお野菜をたっぷりと使ったサンドイッチのご紹介です。 
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ペッパーシンケンと 

アスパラガスの 
彩りワンハンドサンド 

トマトとオリーブ入りソーセ―ジと 

いんげんの 
濃厚ポテトサラダサンド  

パプリカチキンと 

そら豆の 
たっぷり野菜の健康サンド 

■材料…1組分  
カンパーニュ 
バター（食塩不使用） 
ペッパーシンケン（Ｅ265） 
ツナサラダ 
パプリカ（赤・黄） 
アスパラガス（塩茹で） 
ゴーダチーズ 

2枚 
4ｇ 

1枚 
6ｇ 
8ｇ 
5ｇ 
8ｇ 

■材料…1組分  
テーブルロール 
バター（食塩不使用） 
トマトとオリーブ入りソーセージ（Ｌ441） 
茹で卵（スライス） 
いんげん入りポテトサラダ 
チーズソース 
  →マヨネーズとパルメザンチーズを2:1で混ぜ合わせる。 

 

1個 
6ｇ 

1枚 
6ｇ 

12ｇ 
5ｇ 

 

■材料…1組分  
食パン 
バター（食塩不使用） 
アンチョビマヨネーズ 
 →マヨネーズの中に少量のアンチョビを加える。 

グリーンリーフ 
ヤングコーン（塩茹で） 
人参サラダ 
そら豆(塩茹で) 
パプリカチキン（Ｓ313） 

1個 
6ｇ 
8ｇ 

 
10ｇ 
6ｇ 
8ｇ 
4ｇ 

40ｇ 
 

2色のパプリカと緑が綺麗なアスパラガスを一緒に
挟みました。チーズのコクとペッパーシンケンの 
ピリッと効いた胡椒をアクセントに、ワンハンドで美味
しいサンドイッチです。 

トマトとオリーブ入りソーセージの食感をいかすような優しい
味わいのフィリングを加え、チーズソースで味を一体にまと
めました。ポテトサラダにはいんげんをプラスし春らしさを演
出。飽きのこないサンドイッチに仕上げました。 

春に美味しい野菜をたっぷり挟み、目で見て楽しい春のボリューム
サンドです。分厚く削ぎ切りしたパプリカチキンのしっとりジューシー
な味わいが口一杯に広がり、アンチョビが野菜のまとめ役として大
活躍。 13 
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お食事マフィン 

■作り方 
①※の絹ごし豆腐とオリーブオイルを合わせてなめらかにする。  
  それにふるった薄力粉とベーキングパウダーをさっくりと 
  混ぜ合わせる。 
②①の生地に刻んだaおよびbの食材を軽く合わせて、マフィン 
  カップに入れる。200℃のオーブンで25分程焼く。 

 
 

※薄力粉 
※ベーキングパウダー 
※オリーブオイル 
※絹ごし豆腐（水切り不要） 
※塩・ホワイトペッパー 
 

乾塩ベーコン（Ｄ246） 
そら豆（塩茹で） 
 
ペッパーシンケン（Ｅ265） 
ドライキウイ 

マフィン＝甘いを一新するお惣菜系マフィン。豆腐入りなので時間
が経っても硬くならずヘルシー。朝食にも軽食にもピッタリです。 

25ｇ 
2ｇ 
2ｇ 

25ｇ 
各0.5ｇ 

はるいろスープチーズと生ベーコンぱりぱりと共に 

 

■作り方 
①※の材料を合わせて、クッキングシートに薄く広げる。 
  チーズが溶けて、香ばしいせんべいになるまでトースターで焼く。
②いちごのヘタをとり、牛乳とオリーブオイルと一緒にフード 
  プロセッサーにかける。塩・ホワイトペッパーで味を調える。 
③器にスープを注ぎ、①のせんべいを軽く崩して散らし、 
   ミントを飾る。     

■材料…2人分 200ｍｌ程度 
※生ベーコン（Ｄ434） 
※パルメザンチーズ 
※小麦粉 
いちご 
牛乳（お好みで豆乳でも） 
オリーブオイル 
塩・ホワイトペッパー 
ミント 

甘酸っぱい果実のスープにチーズとベーコンの香ばしいせんべい 
（クロカンテ）を浮かべて、春を飲みほしましょう♪ 

1ｇ 
10ｇ 
3ｇ 

50ｇ 
200ml 

4ｇ 
各0.5ｇ 
適量 

 

a 

b 

a 

b 

調理時間 

15分 

1人分

125Kcal   
塩分（1人分） 

0.6g 

調理時間 

 5分 

2個分

345Kcal   
塩分（2個分） 

1.6g 

   Healthy Food 
        いちご 

Daisen's  

Healthy kitchen  
(春の日差しから体を守るレシピ) 

季節のお料理レシピ。 

■材料…各1個分 

10ｇ 
10ｇ 

 
10ｇ 
3ｇ 

パンと一緒に楽しみたい、料理レシピ。 

 

春は1年の中でもお出かけが嬉しい季節ですね♪お出かけが増える季節だ
からこそ、気になるのが日差しです。日差しを避ける為、外出を控えるなんて
勿体ない！！お出かけ前後に体内外のしっかりとしたケアが実は大切です。
ビタミンＣやＥ、ポリフェノールを多く含む食材を上手に摂取して、体いっぱい
に春の訪れを感じませんか？ 

    

※焼き上げる時間は除く 

   Healthy Food 
         豆腐 



■材料…1人分 
ペッパーシンケン（Ｅ265） 
新じゃがいものマッシュ 
チェダーチーズ 
小麦粉 
溶き卵 
パン粉 
赤ワインソース※ 
 

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

サクじゅわ♡ひと口目はスパイシー、食べ進めると口に広がるチー
ズとじゃがいものとろりとミルキッシュな後味がクセになる1品。 

2枚 
20ｇ 
1枚 
適量 
適量 
適量 
20ｍｌ 

 
 
 
 

■作り方 
①ロースハムとパセリはみじん切りにしておく。卵を黄身と白身に 
   分け、白身にロースハムとパセリを加えてメレンゲ状に泡立てる。  
②クッキングシートを引いたオーブンの天板の上に、クルミパンを 
  敷き、その上にメレンゲをのせる。 
  （※この時メレンゲの中心に黄身をのせるくぼみを作っておく） 
③黄身をのせ、塩・ホワイトペッパーを振り、230℃のオーブンで 
  5～6分焼く。 

■材料…1皿分 
熟成ロースハム（Ｂ387） 
パセリ（生） 
卵 
塩・ホワイトペッパー 
クルミパン 
 

新食感！！クルミパンの土台の上にふわふわ卵とハム、パセリの 
小花が咲きました。栄養満点で朝食やおやつにもピッタリです。 

 
20ｇ 
2ｇ  

1個分 
各0.5ｇ 

1枚 
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ペッパーシンケンのサンドフライ クルミパンとふわふわエッグ 

調理時間 

20分 

1皿分

230Kcal   
塩分（1皿分） 

1.4g 

調理時間 

20分 

1人分 

273Kcal   
塩分（1人分） 

2.0g 

   Healthy Food 
        クルミ 

   Healthy Food 
        赤ワイン 

■作り方 
①※赤ワインソースを作る。 
   赤ワイン大さじ2、バルサミコ酢大さじ2、醤油大さじ3、 
  砂糖大さじ3を混ぜ合わせ、半量程度になるまで煮詰める。 
②2枚のペッパーシンケンで、新じゃがいものマッシュ、チェダー 
  チーズをはさむ。 
③薄く小麦粉をつけ、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつけて、 
  160～170℃に熱した油でパン粉にこんがりと色がつくまで 
  揚げる。 
 
 

http://www.daisenham.com/


 西川シェフは“広島アンデルセン”で4年間のパンの修業、東京“青山アンデルセン”や 
“オーボンヴュータン”で洋菓子の修業をされた後、尊敬するフィリップ･ビゴ氏のお店“ビゴの店” 
で再びパンの道に戻られました。2010年秋、神戸のブランジェリー コムシノワから独立されて、 
こちらのお店をオープン。様々な苦労を重ねられ現在のお店が出来上がってきたとのことです。 
 
 
 Ça marcheでは自分でパンを取るのではなく、好みのパンを店員さんに相談しながらトレーに 
取ってもらう形式。マダム（奥様）のアイデアでこのような形式での販売になったそうですが、 

肩と肩とが触れ合うくらいの距離で、初めてのお客様でも会話を楽しみながら 
              パンを選ぶことが出来る、お客様とパンが身近になるようにとの 
                 願いを込めてスタートされたそうです。実際にお客様との会話を 
                 聞いてみると「どんな風に食べたらいいの？」「よく合うお食事は 
                 どんなもの？」などと質問され、分かり易い説明を受け、お客様 
                 皆さんが本当に嬉しそうにパンを選ばれておられました。 
                 ひとりひとりが安心して選ばれているのがうかがえます。 
 

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。 
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“Ça marche（サ マーシュ）”の門をくぐり白いポーチ
を抜けると見えてくるお店の扉。ちょっと奥まった所
にあるからこそ、どんなパンが待っているのだろう、 
そんなワクワク感を抱きながらこの扉を開けるお客様
も多いのではないでしょうか。第12回目となる今回
は、地元の方だけでなく遠方からのファンも多い 
Ça marcheの西川功晃オーナーシェフにお話を
伺ってきました。 

『肩が触れ合う横並びの距離。』 

 和食屋？洋食屋？と錯覚してしまうような店構えの為、お店に入るまで一体 
何屋さんなのか分からず、お店を見つけられずに通り過ぎてしまわれるお客様も
オープン当初は多かったとのこと。道路から一歩入り、とても静かな場所に 
“Ça marche”はあります。近所の方でしょうか、神戸観光に来られた方でしょうか 
テラス席で幸せそうにパンを頬張るお客様を横目にいざ店内へ。 
暖色系の照明の店内はとても暖かい印象。 
焼き上がったパンが陳列と同時に次々とトレーの中に 
運ばれていきます。焼き上がりが伝えられると、あれも 
これも食べたいとトレーに運んでしまうのも分かります。 
 

自分で取るのではなくバーの内側に
居るスタッフの方にパンを取ってもらう
形式。パンの説明を聞きながら「これ
食べたい!!」が見つかると嬉しいです♡ 

こだわりのハム、チーズ、牛乳など。 
美味しいもの同士のかけ合わせは 
絶対に美味しいものが生まれます。 
パンと合わせて色々試してみたい。 

冷蔵ケースのお隣には焼き菓子のコーナー。 
パンやサンドイッチと一緒に焼き菓子も、 

日持ちもするのでお土産などにも喜ばれそう。 

ジャムやマスタード、ペーストなど。 
そのまま塗って、サンドイッチにして、 
パンをもっと美味しく食べるアイテムが 

棚いっぱいに並んでいます。 

お持ち帰りはもちろんのこと晴れの日や 
暖かい日にはテラス席で 

朝食やランチも◎。いつもと違う 
食事になること間違いなしです。 

残り1個！！にひかれた、 
桃のジャム。トマトを使った 
ジャム等も販売されています。 

Çａ marcheの 
文字やパンの絵柄で 
ラッピング包材も 
とってもＣｕｔｅ。 



住所 / 〒650-0003 
     兵庫県神戸市中央区 
            山本通3-1-3 
   

TEL / 078-763-1111 
 

営業時間 / 8：00～19：00 
         
定休日 / 火曜日、水曜日 
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大山ハムとの出会い 
 広島アンデルセン時代に知って頂く機会があり、オープン 
当初から現在もペッパーシンケン、パストラミビーフ、カントリー
ローストなどをサンドイッチや焼き込みパンにご使用頂いていま
す。「大山ハムはハム自体が間違いなく美味しく、美味しい商品
が出来上がる」とのお言葉を頂きました。これからも美味しいサ
ンドイッチ、パンの素材の1つとして美味しい製品をお届けいたし
ます。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

『作り手のこころや気持ちが伝わるパン作りを。』 
 ご自身で作られたパンを親しい方や尊敬される方に送られたり、プレゼントされ
ることも多いそうで、普段からごまかしたり、中途半端な事をするとパンから食べ
手に気持ちは伝わる。作り手の美味しいパンを食べてもらいたい気持ちを伝えら
れるようなパン作りを常に心掛けておられる西川シェフ。行きつけの美容室へ行
かれる時などは散髪をされている間や休憩中に、スタッフの方がつまめるような
パンや甘いパンをお土産に持って行かれるそうです。 

 「この方にはこのパンを・・・」「お酒を飲まれないあの方はあのパン
を・・・」と食べ手のことを想われて、パンという贈り物を選ばれるそう、贈られる
側もそれだけ思いの詰まったパンだったら、なおさら嬉しく、美味しく感じますね。 

西川功晃氏 

『シンプルな女性みたいなパン。』 
 講習会やイベントごとにひっぱりだこな西川シェフ。海外の職人さんを相手に 
講習会や技術指導をされることも多く、このようなきっかけや課題が与えられる 
ことで新しいパンのアイデアが生まれることも多いそうです。 
 シェフが尊敬してやまない荘司オーナーシェフとともにパン作りに励んだ 
コムシノワ時代。取材を受けることも多かったそうで、取材のたびに荘司シェフと 
今までにないような新しいパンの考案をされたエピソードを伺い、忙しい中にも様々な 
課題達成を分かち合われ、築かれてきたお二人の深い関係性が垣間見えました。 
成功例ばかりではなく、失敗は成功のもとと言われるように数多くの経験が今の新し
いパン、アッと驚くようなパンを生み出すきっかけになるのだそうです。 
  

 店内を見回してみると甘い菓子パンでもフルーツをふんだんに使用したような 
きらびやかなパンというよりはシンプルで素朴なパンも多く 
並んでいます。地元の有名な料理店でもÇa marcheのパンが 
出され、お料理とともに美味しいテーブルを飾るひと役を 
かっていて、パンもご馳走のひとつとして楽しまれているの 

でしょう。シェフも「毎日買いに来てくださる 
お客さんのためにも飽きのこない、着飾らない 
シンプルなパンを作りたい。お化粧も服装も 
シンプルな女性のようなパン。」と仰るように、シンプルな 
パンが多いからこそ、お客様にパンの魅力をお伝えし、 
パンを選んで頂く現在の接客のかたちがいいのですね。 
 
 
 シェフに夢をお聞きすると、身近な夢はロックバンド 
“ＭＡＮ ＷＩＴＨ Ａ ＭＩＳＳＩＯＮ”に会いたいとキラキラ 
した目で語って下さいました。夢というのは多くの人に 
話せば必ず叶うものとも仰っておられました。 
 将来的な夢は、いつか落ち着いたらパンと合わせて 
お料理を提供する小料理屋さんをマダムと開きたい、 
そんなお店を持ちたいと語って下さいました。 
“パンとの新しい関わり方が出来るお店の開店” 
シェフの夢が叶う日が楽しみですね。 

大山ハム使用商品 

新作パンの目印は 
シェフ手書きのプライス。 

 

ショーケースの上にはシェフと 
  マダムのお名前が入ったキャンドルも 

   飾られており仲の良さがうかがえます。 

1.ペッパーシンケンと3種チーズのリュスティック ブリエ￥302 
  お食事と一緒に、ワインのお供にも◎。 
2.ビーフパストラミと人参、根セロリ、クルミの 
                    カンパーニュサンド￥410 
 パストラミビーフのしっかりとした肉の味わいと根セロリ、クルミの   
 食感が楽しくクセになる。2品の他、乾塩ベーコン、スモークハム  
 乾塩ベーコン、カントリーローストなどもご使用頂いています。 

1. 

2. 

ハートのモワティエ  
こちらのパンの売り上げは災害や病気など支援を必要とし
ている人々や地域に対し寄付されています。同じ想いを持
つパン屋さんがハート型のパンを焼き、販売することで、そ
の売り上げを寄付するというプロジェクト「ハートブレッドプロ
ジェクト」を西川シェフが発起人となって設立したのは2012
年11月。現在は東日本大震災の支援がメインだそう。 
 

『いつか小料理屋さんを。』 

ジャンジャンブルオランジェ 
生姜とオレンジの香りが絶妙な 

ふんわり菓子パン。 



サンドイッチの食材 MEMO 

          

 

                                  
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

和名をマンネンロウといい、
日本でも江戸時代から知られ
ています。肉の臭味消しに使
用されることが多く、ラム料
理には欠かせません。甘味を
引き出すのにお菓子に加える
こともあります。また、食用
の他、「若さを保つハーブ」
ともいわれ、入浴剤や化粧水
に用いたりします。 

ハーブ 

ローズマリー 

野菜 

新じゃがいも 
野菜 

筍 

「朝掘ったらその日のうちに
食べろ」と言われるほど鮮度
が大切です。掘りたてのもの
は生でも食べられますが、時
間が経っているものは茹でて
あく抜きをしてからいただき
ます。食物繊維が豊富で便秘
の症状を改善してくれます。
しかも、コレステロールの増
加を防ぎ、動脈硬化の予防に
も役立ちます。 

野菜 

そら豆 

                                  
 
 
 
 
 

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。

温かい状態に置いておくと芽

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。 

さやが空に向かって実るから
「空豆」とも、蚕がつくるま
ゆの形に似ているから「蚕
豆」とも言われています。調
味料の豆板醤は、四川地方の
名産のそら豆から作られたも
のです。「美味しいのは3日
だけ」と言われるほど、鮮度
が大切な野菜です。さやの色
が濃くつやがいいものが新鮮
です。たっぷりのお湯で塩茹
でし、すぐに水にさらすと鮮
やかな緑色に仕上がります。 

果物 

いちご 

               

野菜 

菜の花 

「菜の花」はアブラナ科植物
全般の花の総称。アブラナ科
植物である小松菜・白菜・大
根など、これらは普段花をつ
かせる前に収穫しますが、成
長すると『菜の花』と呼ぶこ
とができます。通常私たちが
『菜の花』と呼んでいるのは
アブラナのこと。ほろ苦く、
柔らかな食感は春を感じる野
菜のひとつです。 

ハーブ 

ミント 

ミントの仲間は世界各国に自
生しています。ペパーミント
はピリッとした清涼感があり、
スペアミントは清涼感の中に
も甘味があります。フルーツ
の香りがするアップルミント
やオレンジミント、オーデコ
ロンミントなどがあります。
ミントは料理のほか、デザー
トや飲み物の風味づけ、ポプ
リなど、様々な利用法があり
ます。写真はスペアミントで
す。 

18 

チーズ 

クリームチーズ 

今では年中目にすることがで
きますが、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
最後まで甘味を楽しむことが
できます。 

牛乳とクリームを乳酸発酵で
固めて仕上げた熟成させない
フレッシュチーズです。真っ
白くソフトで、軽い酸味があ
り、なめらかでクリーミーな
口当たりです。チーズケーキ
などのお菓子の材料としてだ
けでなく、そのまま食べたり
サラダに加えたりもします。
フルーツやジャム、ハーブ等
と混ぜ合わせると簡単に
ディップを作ることが出来ま
す。 

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」、高橋書店「からだにおいしい 野菜の便利帳」、 
主婦の友社「新版 チーズの選び方・楽しみ方」     



                                  

 

 

 

 

   

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

大山ハムの商品 MEMO 

19 *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。 

スモークチキンダイス300ｇ 

Ｓ306 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（１Ｐ） 

300ｇ 
（約12㎜ﾀﾞｲｽ） 

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。 

モルタデラスライス250ｇ            

Ｌ393 

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。 

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 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500g 
（約1.5mmスライス） 

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。   

乾塩ベーコン500ｇ           
D246 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500ｇ              
(約2.5㎜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 

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。 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（１Ｐ） 

500ｇ 
(本数設定無) 

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 

保存方法 10℃以下 

賞味期限 30日 

規格 
（1Ｐ） 

100g 
（5枚入） 

ガーリックウインナー１Ｋg      
W442 

発色剤を使用せず、肉本来

の色合いと風味を生かしま

した。ガーリックや赤唐辛

子などの香辛料を効かせス

パイシーに仕上げました。 

保存方法 -18℃以下 

賞味期限 180日 

規格 
（１Ｐ） 

1Ｋｇ           
（目安長さ約13～17㎝）            

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【東京】 赤松未華【神戸】 勝本恵梨【神戸】 

http://www.daisenham.com/

