
Ｈａｍ ｍｅｅｔｓ ・・・

「スモークチキン」 P2,3
スパイス・ハーブのおいしいお話。

「ナツメグ」 P4,5
○○に注目。

「秋も冬もじゅわっと“塩パン”が食べたい」 P6,7
デリのようなパン。

「断面まで美味しいパン」 P8,9
「子供ピザ×大人ピザ」 P10,11
ハレの日のおもてなし。

「この冬はチーズにうっとり」 P12,13
季節のお料理レシピ。

「ＤＡＩＳＥＮ’Ｓ ＨＥＡＬＴＨＹ ＫＩＴＣＨＥＮ（コリをほぐすレシピ）」 P14,15
全国のパン屋さんご紹介。

「Ｂａｃｋｓｔｕｂｅ　Ｚｏｐｆ」 P16,17

汗ばむ季節を乗り越え、ひんやりと感じる風が心地よくなってきました。

これからだんだんと寒さが増していき、温かい食べ物が恋しくなりますね。

出来立てあつあつ、とろ～り溶けたチーズに食欲が止まりません。

子供も大人も笑顔がこぼれるようなパンメニューで美味しく楽しく過ごしましょう。

※本誌記載の記事・写真の無断転載、複写を禁じます。
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Ｈａｍ  ｍｅｅｔｓ・・・ ハム・ソーセージの食べ方、楽しみ方

定番に決定！

スモークチキン
　スモークチキンは脂肪分の少ない新鮮な
鶏のむね肉を使用し、しっかりとスモーク
をかけて仕上げています。鶏肉のあっさり
とした味わいにスモークの香りが合わさる
ことで、絶妙な美味しさを作り上げていま
す。
　特徴は「むね肉」を使用していること。あっ
さりしていて、柔らかな食感なので鶏肉本
来の味を堪能できます。また、スモークの
風味をしっかりと感じられます。
　スモークチキンはクセがないので、どんな
食材とも合わせ易いです。サンドイッチには
シンプルに卵と合わせると素材そのものの美
味しさが引き立ちます。また、日本人に馴染
みのある野沢菜や胡麻、大葉などの薬味とも
良く合います。しっかりと調和し絶妙な美味
しさが口いっぱいに広がります。

　スモークチキンには、むね肉そのままの形、使いやすい約5㎜
のスライス、約12㎜のダイスカットの3種類があります。
　むね肉そのままの形のものは旨味がギュッと閉じ込められて
いるため、美味しさはナンバーワンです。また自由自在に好み
の大きさにカットして使えます。
　スライスはサンドイッチに使いやすく、ダイスカットは焼き
込みパンに使用すると食感が楽しめ、サラダやパスタにも最適
です。
　ぜひ、様々なサイズのスモークチキンとお好きな食材を合わ
せ、一番美味しい組み合わせを探求してみて下さい。
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スモークチキンと
カリフラワーのホワイトサラダ

スモークチキンと
ディルソースのライ麦サンド

■材料…２人分

スモークチキンダイス（Ｓ３０６） ４０ｇ
カリフラワー １００ｇ
蓮根 １００ｇ
ラディッシュ ２０ｇ
ビネガードレッシング※ １００ml
オリーブオイル 適量
ブラックペッパー 適量
チャービル 適量
※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 １００ml
　オリーブオイル ８０ml
　砂糖 大さじ１/２
　塩 小さじ１
　ホワイトペッパー 適量

冬に美味しいほっこりカリフラワーとシャキシャキ
食感が楽しい蓮根を合わせ、冬らしい白野菜いっぱい
のサラダに仕上げました。
蓮根は揚げ焼きにし、スモークチキンはあらかじめビ
ネガードレッシングで和えることでより一層味に一
体感が生まれます。目で見て季節を楽しめる、冬らし
い一品に仕上げました。

ライ麦食パンにスモークチキン、ディルソース
を合わせボリュームがありながらも最後まで喉
ごし良く食べられるサンドイッチに仕上げまし
た。
スモークチキンが薄くスライスしたレモンと合
わさることでよりしっとりとし、口の中でさっ
ぱりジューシーなソースになります。シンプル
でありながら深みがある、おすすめの組み合わ
せです。

■作り方

①蓮根は乱切りにし、冷水につけあく抜きする。ラディッ
シュは薄切りにする。

②ビネガードレッシングを作りスモークチキンダイスを
和える。

③フライパンにオリーブオイルを引き、蓮根を揚げ焼き
にし熱いうちに②につける。

④カリフラワーは塩水でさっと茹で食べやすい大きさに
ほぐし②につける。

⑤それぞれをお皿に盛り、ブラックペッパーを振りかけ
てチャービルを飾りつける。

■材料…１組分

ライ麦食パン（１５㎜スライス） ２枚
バター（食塩不使用） ８ｇ
サニーレタス ３０ｇ
ディルソース※ ２０ｇ
スモークチキンスライス（Ｓ３１０） ６０ｇ
レモンスライス １０ｇ
※ディルソース（作りやすい分量）
　マヨネーズ 大さじ３
　ヨーグルト 大さじ１
　ディル（生） ８ｇ
　塩・ホワイトペッパー 適量

3



スパイス・ハーブのおいしいお話。 スパイス・ハーブでおいしいメニュー

スパイス・ハーブ

「ナツメグ」
Nutmeg

簡単レシピご紹介！！

硫黄臭をブロック 【キャベツ×ナツメグ】

■材料
●キャベツ ５０ｇ
●ナツメグ（パウダー） 小さじ１/４

■作り方

①キャベツをソテーし、塩・（胡椒の代わりに）
ナツメグで味付けする。

ナツメグのあれこれ

ナツメグの味と香り

ナツメグのおいしいところ

おいしさ豆知識

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

コショウ・クローブと並んで３大スパイスの１つと称される香りと風
味豊かなナツメグ。ハンバーグなどの挽肉料理や鴨肉、牛肉などの煮込
み料理等に甘い香りと刺激のある香りを持つナツメグを上手に活用し
て、ご馳走を奥深い味わいに仕上げてみませんか？これからの季節に
美味しいナツメグの使い方をご紹介致します。

ナツメグの原産地はインドネシアのモルッカ諸島な
どの熱帯地域。樹高が15ｍを超える常緑高木樹で杏
（あんず＝アプリコット）によく似た赤い果実の種子
にあたる部分がナツメグです。種子を覆う種皮の部分
がメース。日本には 1848 年に長崎県に初めて苗木が
移入され、当時日本では現在の和漢名である「肉豆蔲
（にくずく）」ではなく「ししずく（肉の古称）」と呼ばれ
ていたそうです。

英名のＮｕｔ（豆）＋Ｍｅｇ（ムスク、ジャッコウ）から
も分かるように、ムスクの様な甘くてエキゾチックな
香りを持つ豆のようなナツメグ。同じ果実からとれる
為、ナツメグとメースの香味はよく似ています。しか
し、メースの方がナツメグより刺激、芳香が穏やかで
苦味もマイルドなので上品な印象です。

以前クローブやタイムの回にもご紹介したように、ナ
ツメグの香味も肉の臭みをマスキングするのに効果
的。ナツメグもトマトソースの主要原料として使用さ
れていることからも、ハンバーグ、ロールキャベツ、
ミートローフ、ミートソースなどの挽肉料理と相性が
良く、必要不可欠なアイテムになっています。挽肉に
使用する場合は練り込んで使用しますが、ホワイト
ソース等乳製品の臭みを消す場合には加えて一緒に
加熱します。熱を加えて調理するとナツメグの独特な

刺激臭が弱まり、甘さ感が強調され、クッキーやケー
キなどベーカリー類とも相性抜群です。

キャベツに！チーズに！お塩に！と馴染みのある食材にナツメグパウ
ダーを１アイテム加えるだけで驚くほどに奥行きが生まれます。ご馳走
をもっと美味しくするナツメグの使い方をご紹介致します！！

トッピングに 【チーズ×ナツメグ】
■材料
●粉チーズ 大さじ１
●ナツメグ（パウダー） 小さじ1

●キャベツ ５０ｇ
●ナツメグ（パウダー） 小さじ１/４

●粉チーズ 大さじ１
●ナツメグ（パウダー） 小さじ１

■作り方 ①全ての材料を合わせる。

味付けに 【塩×ナツメグ】
■材料
●塩（今回は藻塩） 小さじ１
●ナツメグ（パウダー） 小さじ１

■作り方 ①全ての材料を合わせる。

「ナツメグは熱帯で海の香りがするところでないと育たない」と言われるほど、気温・湿度が高く、水
はけがよい砂地がナツメグの栽培に適している為、かなり地域が限定される。
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■材料…２０個分

強力粉 １００ｇ
薄力粉 ５０ｇ
イースト ３ｇ
ぬるま湯 １００ml
塩 ２ｇ

■材料…1個分

（ベースとなる生地）
フランスパン生地 ７０ｇ
ハーブソーセージ（Ｗ５１８）と春菊、コーンのバターソテー※¹ 
 ３０ｇ
クリームチーズ １０ｇ
（ダッチ生地）…作り易い分量
上新粉 ５０ｇ
強力粉 ８ｇ
砂糖 １０ｇ
ナツメグ（パウダー） １ｇ
油 １０ｇ
ドライイースト ２ｇ
ぬるま湯 ４０ml

■作り方

ナツメグ（パウダー） ２ｇ
パストラミビーフ（Ｐ２０９） ３０ｇ
刻み玉ねぎ（軽く炒めたもの） ２０ｇ
藻塩（揚げた後にふりかける） 適量

※¹ハーブソーセージ、春菊、コーンの大きさを揃えて切り、バター（分量外）
　  をひいてソテーし、塩・ホワイトペッパーで味を調える。

ナツメグパウダーを加えることで甘さがプラスされたもちもちの
生地に、ナツメグと相性の良い玉ねぎと牛肉の芳醇な味と香りを
加え贅沢な味わいのゼッポリーニ風揚げパンに仕上げました。

①イーストとぬるま湯を合わせて5～ 10分放置。
②粉類を合わせてふるい、①と合わせて捏ねる。
③ ②に炒め玉ねぎとパストラミビーフを加えて、生地が
1.5 倍程度になるまで発酵。
④160～ 180℃の油で揚げる。

■作り方
① 粗熱をとった※¹ とクリームチーズを合わせた具材をフランス
パン生地で包む。
② ダッチ生地の材料も合わせて、①と一緒に２次発酵させる。
③ フランスパン生地が１.５倍程度になったら、ダッチ生地を刷
毛でぽってりと塗り、220℃のオーブンで１０分、その後
200℃に下げて５分程度焼く。

パストラミビーフと
玉ねぎのゼッポリーニ風揚げパン

■材料…1皿分

バゲット １/３本
オリーブオイル １２ｇ
トレヴィスのマリネ※¹ ３０ｇ
パプリカチキン（Ｓ３１３）入りミートボール※² ４ｇ

合挽ミンチに角切りにしたパプリカチキンを練り込んで、ジュー
シーで食感が楽しいチキン入りのミートボールを作りました。バ
ゲットのボートにトレヴィスのさっぱりとしたサラダをひいて、
ジューシーなミートボールをのせました。大きな口をあけてかぶ
りついて頂きたい一品です。

トレヴィスと
　　　ジューシーミートボール

春菊とハーブソーセージの
ダッチブレッド

※¹ オリーブオイル・白ワインビネガー・粒マスタードを合わせたドレッシングで
 千切りにしたトレヴィスを和える。少し味を馴染ませる方が良い。
※² ハンバーグを作る要領で挽肉を捏ね、ナツメグパウダー、１㎝角にしたパプリ
 カチキンを練り込み 焼き上げミートボールにする。
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○○に注目。 塩とバターが香る、、、

秋も冬も　　　　　　　　

パン屋さんに行けば必ず見かけるといっても過言ではない「塩パン」。
パン生地にたっぷりのバターを巻き込み、最後にぱらりと塩を振りかけて焼く、これぞ「塩パン」。
元々は、愛媛県八幡浜にあるパン屋さん『パン・メゾン』がブームの火付け役。クレセントロー
ルにヒントを得て開発したものだそうです。　

半分にカットすると中が空洞になっているのは、棒状のバターが溶け出した美味しい証です。形
はさまざま。先がやや細長くシャープな形、ふんわりこんもりとした形、丸いロールパンのような
形などがあり、食感はもちもちと引きが強いものからふんわりと柔らかいものまであります。塩が
アクセントになり、噛めばかむほど出てくるジューシーなバターの旨味と小麦粉そのものの美味し
さがしっかりと感じられます。シンプルだからこそ、素材の味がダイレクトに味わえる、贅沢だけ
ど毎日食べたい衝動に駆られる塩パン。最近ではお店独自のアレンジをきかせた○○塩パンを見
かけることも多くあります。

ブームがブームを呼び、定番となりつつある塩パンを今回はハムやソーセージを加えアレンジした
レシピをご紹介します。ひと手間加え、塩パンの可能性をぐぐっと広げてみて下さい。

パン屋さんに行けば必ず見かけるといっても過言ではない「塩パン」。
パン生地にたっぷりのバターを巻き込み、最後にぱらりと塩を振りかけて焼く、これぞ「塩パン」。
元々は、愛媛県八幡浜にあるパン屋さん『パン・メゾン』がブームの火付け役。クレセントロー
ルにヒントを得て開発したものだそうです。　

半分にカットすると中が空洞になっているのは、棒状のバターが溶け出した美味しい証です。形
はさまざま。先がやや細長くシャープな形、ふんわりこんもりとした形、丸いロールパンのような
形などがあり、食感はもちもちと引きが強いものからふんわりと柔らかいものまであります。塩が
アクセントになり、噛めばかむほど出てくるジューシーなバターの旨味と小麦粉そのものの美味し
さがしっかりと感じられます。シンプルだからこそ、素材の味がダイレクトに味わえる、贅沢だけ
ど毎日食べたい衝動に駆られる塩パン。最近ではお店独自のアレンジをきかせた○○塩パンを見
かけることも多くあります。

ブームがブームを呼び、定番となりつつある塩パンを今回はハムやソーセージを加えアレンジした
レシピをご紹介します。ひと手間加え、塩パンの可能性をぐぐっと広げてみて下さい。

パプリカチキンに卵サラダとパプリカ、ブロッ
コリーを加え、見た目にも鮮やかな塩パンサン
ドに仕上げました。クリスマスの時期にもおす
すめなカラフルな組み合わせ。ジューシーな
パプリカチキンは止まらない美味しさです。

■材料…１組分
塩パン １個
フリルレタス ４ｇ
パプリカチキン （Ｓ３１３） ２８ｇ
卵サラダ ２５ｇ
ハニーディジョンマスタード ４ｇ
　→ディジョンマスタードに少量の
　　蜂蜜を加える。
パプリカスライス（赤・黄） 各３ｇ
ブロッコリー（塩茹で） ４ｇ

じゅわっと塩パン
が食べたい

パプリカチキンのカラフル塩パンサンド
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塩パンにダイス状のスモークチキンとブロッコリー
を挟み上からホワイトソースとチーズをかけ軽く焼
き上げました。アクセントにスライスした玉ねぎを
加えることでグラタン風に変身。塩パンはリベイク
することで、よりさっくり感が増します。お子様から
お年寄りまで好まれるグラタン塩パンです。

■材料…１組分
塩パン １個
スモークチキンダイス（Ｓ３０６） ２０ｇ
ホワイトソース ２５ｇ
ブロッコリー（塩茹で） １８ｇ
玉ねぎ（スライス） １０ｇ
シュレッドチーズ ８ｇ
ブラックペッパー 適量

スモークチキンとブロッコリーの塩ぱんdeグラタン

塩パンを斜めにカットし空洞になっている部分に
食材を詰めた、ソースなしで美味しいブーケ風塩パ
ンサンドです。野菜の甘味と塩がソース代わりに
なっています。手軽に持ち運べて食べやすい、見た
目も可愛らしく仕上がるサンドイッチです。

■材料…１組分

右 左

塩パン １/２個
ポークパストラミ（Ｅ２８４） １枚
きゅうり ３ｇ
人参 ３ｇ
コリアンダー ４ｇ
ブロッコリースプラウト ３ｇ

塩パン １/２個
モルタデッラ（Ｌ３９３） １/２枚
スライスチーズ ８ｇ
サニーレタス ３ｇ
パプリカ（赤・黄） 各２ｇ

くるっとハムのブーケ風塩パンサンド

１/４にカットしたハーブソーセージを塩パンに挟み、
ドック風に仕上げました。ハーブソーセージの旨味が
パン生地に染み渡ります。赤は具沢山のミネストロー
ネ、白は白ネギグラタンとの２種類が味わえ食べ飽き
ることのない味わい。半分にカットし２人でシェアして
もよし。見た目にもインパクトのある一品です。

■材料…１組分

塩パン １個
ハーブソーセージ（Ｗ５１８） １/２本
ホワイトソース １２ｇ
白ネギ ３ｇ
ミネストローネ １５ｇ
シュレッドチーズ ８ｇ
ブラックペッパー 適量

ハーブソーセージの赤×白ドック
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デリのようなパン。 大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー

断面まで美味しいパン
美味しいものとの出会いは一期一会。断面から伝わる美味しさは食べ手の食欲をかきたてること
間違いなしです。パカ～ンと美味しそうな断面との出会いの後、口に含んだ時の「やっぱり美味し
い (^o^)」の笑顔が広がるような断面から美味しいレシピをご紹介致します。

もちもちムギュっとしたベーグル生地で噛みしめるほどに美味しさが溢れる具材を
包み込み焼き上げました。食べ応えと断面のおいしさ感アップの為具材は大き目に
カット☆★

■材料…１個分

乾塩ベーコン （Ｄ２５５） １２ｇ
栗甘露煮 ６ｇ
チェダーチーズ ６ｇ

乾塩ベーコン＋
　栗とチェダーチーズ

強力粉　300g ╱ 水　160ml ╱ 砂糖　10g ╱ 塩　4g ╱ ドライイースト　2g

■材料…１個分

スモークチキンスライス （Ｓ３０６） １５ｇ
白ネギと生姜 ８ｇ
　→胡麻油で白ネギと生姜を炒めて、塩・
 ホワイトペッパーで味を調えたもの。　

スモークチキン＋
　　　　　白ネギと生姜

■材料…１個分

パプリカチキン （Ｓ３１３） １５ｇ
オイル漬けセミドライトマト ４ｇ
ブラックオリーブ ６ｇ
シュレッドチーズ ８ｇ

パプリカチキン＋
セミドライトマトと黒オリーブ

パカ～ン パカ～ン

ゴロッと具材の
　ベーグル

基本のベーグル生地（６個分）
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■作り方

①生地を２等分し、等分に分けた他
の食材をのばした生地の上に広げ
る。
②巻き込んだ具材が漏れないように
パン生地の綴じ目をしっかり閉じる
（これを２本分作る）。２本をねじ
り、油をふったとよ型に入れ、型
の８割くらいになるまで発酵させ
る。
③２３０℃のオーブンで２５分程焼く。

※卵はほぼ生の半熟状態で止めておき、食材
　を重ねて全体を軽く焼き上げる際に最終的
　に卵とチーズがとろっと垂れる状態にまで
　加熱する。

■材料…１組分
全粒粉食パン
（今回は８㎝×８㎝のプンパニッケルスライス）
 ４枚
パストラミビーフ （Ｐ２０９） ４５ｇ
粒マスタード　 １５ｇ
チェダーチーズ※ ３０ｇ
半熟目玉焼き※ １個分

ソフトサラミとチーズの
丸いブリオッシュ食パン

ライ麦パンのほのかな酸味、旨み
たっぷりのパストラミビーフ、粒マ
スタードが味わいを引き締めます。
とろけるチーズと半熟卵が絡み、口
の中で美味しくまとまります。

チーズと半熟卵の
とろっとホットミルフィーユ

■材料
　　…直径7.5㎝・長さ23㎝のとよ型１本分　

ブリオッシュ生地 ３５０ｇ
スパイシ—ソフトサラミ （Ｍ２３８） ８枚
チェダーチーズ ３０ｇ
レーズン（水洗いしたもの） ３０ｇ

スパイシーソフトサラミのほんのりとした
酸味と辛味が、ブリオッシュ生地のリッチな
味わいと甘さに意外なほどによく合います。
チーズと干しぶどうを巻き込むことで濃厚
でフルーティーな味わいが後から口に広が
るので、お食事パンとしてもワインのお供と
しても合う一品に仕上がりました。

9



定番決定！

子供ピザ×大人ピザ
　いつでも美味しく楽しめる定番のピザ。今回はターゲットを大人と子供に分けてレシピを作りました。
子供向けピザは、お子様が選ぶＮｏ.1 のピザパンを目指して、笑顔あふれる「夢いっぱい」「お腹いっぱい」
のピザに仕上げました。大人向けピザは、見た目はオシャレにお酒にも合う組み合わせにしました。

スモークチキンと

ごろごろ冬野菜の大人ピザ

生の白ネギと蓮根、新鮮なカリフラワーを大きめ
にカットしさくさくのパイ生地に乗せ、上品な大
人向けのピザに仕上げました。オリーブオイルと
ブラックペッパー、塩のみで味付けすることで野
菜そのものの美味しさを堪能できます。焼き野菜
だけを食べたり、生地と合わせて食べたり、チーズ
だけをつまんだり…。わがままに好きなものだけ
つまんで食べられるお酒に合うピザです。

■材料…１枚分

パイ生地 ５０ｇ
冬野菜（白ネギ・蓮根・カリフラワー） 各１０ｇ
スモークチキンスライス（Ｓ３１１） １５ｇ
カマンベール ８ｇ
オリーブオイル 適量
塩・ブラックペッパー 適量

ピザ生地
きのこ（エリンギ・舞茸・しめじ)
蓮根
ショルダーベーコンダイス12㎜（Ｅ２８２）

アンチョビ
鷹の爪
アヒージョソース（市販）

７０ｇ
各８ｇ
１２ｇ

１５ｇ
５ｇ
適量
２０ｇ

ショルダーベーコンと

アンチョビきのこのアヒージョピザ

秋に美味しいきのことアンチョビ、コクのあるショ
ルダーベーコンを合わせ、アヒージョ風に仕上げた
ピザです。食感のアクセントに蓮根を加えました。
まるでオリーブオイルたっぷりのアヒージョを食
べているような味わいのピザはこれからくるか
も！？後からピリリとくる唐辛子の辛味とニンニ
クの風味が後引く美味しさです。

■材料…１枚分

大人ピザ

アヒージョソース
にあらかじめ具材
を絡めておくと味
が染み込み、且つ作
業性がよいです。

POINT

デリのようなパン。 大人が食べたい、お料理のようなパンメニュー
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子供 ピザ

ディジョンマス
タードに少量の蜂
蜜を加える。

フライドポテトとウインナーのにんきものピザ

子供が大好きなフライドポテトを山盛りにのせ、ソーセージを
トッピングした夢のようなピザです。そこに秋らしく甘みのある
かぼちゃものせました。太めのフライドポテトをのせるとほくほ
くした食感になり、細めタイプをのせると食感にアクセントがつ
きます。フライドオニオンをのせ、香りを引き立たせました。

■材料…１枚分

ピザ生地 ４０ｇ
ピザ用ソース １０ｇ
フライドポテト １５ｇ
あらびきポークウインナー （Ｗ１０５） １本
かぼちゃ（茹で） ８ｇ
シュレッドチーズ ８ｇ
フライドオニオン ３ｇ
パセリ（生） 適量

ベーコンとスモークチキンの味噌ラーメンピザ

ベーコンとスモークチキンを使用した、それぞれの美味しさが同時
に味わえる贅沢なピザです。お子様が大好きな乾燥ラーメン菓子
のぱりぱり食感がやみつきになります。時間が経つとしんなりと
し、これもまた違った美味しさです。味噌とコーンの甘さにチーズ
のまろやかさが一体となり、今までにないピザに仕上がりました。

■材料…１枚分
ピザ生地 ４０ｇ
甘味噌マヨネーズ ８ｇ
乾塩ベーコン（Ｄ２４６） １０ｇ
スモークチキンダイス（Ｓ３０６） ６ｇ
茹で卵 ８ｇ
乾燥ラーメン菓子（市販） ８ｇ
シュレッドチーズ ５ｇ
コーン ５ｇ
ホワイトペッパー 適量

ベーコンとさつまいものほんのり甘い秋ピザ

秋の香り漂うほんのり甘いさつまいもにベーコンを合わせ、
甘辛ピザに仕上げました。コーンの甘さも後を追い、口いっぱい
絶妙な美味しさが広がります。マスタードと蜂蜜を合わせた甘み
のあるソースがお子様にもやみつきになること間違いなし。シャ
キシャキとした食感のオニオンはアクセントになります。

■材料…１枚分
ピザ生地 ４０ｇ
マヨネーズ ８ｇ
乾塩ベーコン （Ｄ２４６） １０ｇ
茹で卵 ８ｇ
さつまいも １５ｇ
玉ねぎ（スライス） ３ｇ
コーン ５ｇ
ハニーディジョンマスタード ３ｇ
ブラックペッパー 適量 

マヨネーズに合わせ
味噌と少量の上白糖
を混ぜ合わせる。
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ハレの日のおもてなし。 季節のイベントを盛り上げる、たのしいメニュー。

パンに合うとろ～り、美味しいチーズ

　「パンやハム・ソーセージに合わせるチーズ」と聞くとどのようなチーズを思い浮かべますか？
むっちりと食べやすいプロセスチーズを思い浮かべる人もいれば、特徴ある香りを持つカビの生えたチーズを思い浮かべる人もい
るでしょう。
　チーズは主にフレッシュ・白カビ・ウォッシュ・シェーブル&ブルビ・青カビ・セミハード・ハードに分けられます。チーズの
特徴を知りそれに合うパンや食材を食べて比べてみて下さい。ぜひ、今年の冬は今まで手に取らなかったチーズでおもてなしして
みてはいかがでしょうか。

サンドイッチに最適、熟成したチーズ
味の幅は多種多様ですが、おだやかで食べやすい
ものが多いです。日持ちがして扱い易いところも
嬉しい特徴です。ナッツのような熟成したチーズ
のコクが味わえるため、合わせる畜肉はしっかり
塩気のあるものがおすすめ。
パンは真っ白のものでも良いですがより熟成し
たものであれば、雑味があるパンと合わせるこ
とで味に深みが出ます。

熟成ロースハム×コンテ×クルミパン
■材料…１組分
クルミパン １個
バター（食塩不使用） ４ｇ
グリーンリーフ ６ｇ
熟成ロースハム （Ｂ３８７） １.５枚
コンテ ５ｇ
アプリコットジャム ６ｇ

マヨネーズに少量
のわさびを加える。

タイプ：セミハード

クルミの自然な甘みとこっくりとしたナッツの香りが
漂うコンテは相性抜群。そこに旨味たっぷりの熟成
ロースハムとアプリコットジャムが合わさり奥深い味
わいのサンドイッチに仕上がりました。

サムソーはサンドイッチにとても使いやすいチーズ。
クロワッサンのほのかな甘味とサムソーのコクがパ
ストラミビーフの肉の旨味を引き立てます。最後に紫
玉ねぎとわさびの風味が後味さっぱりとしてくれま
す。

セミハード

A

B

A

パストラミビーフ×サムソー×クロワッサン
■材料…１組分
クロワッサン １個
バター（食塩不使用） ４ｇ
わさびマヨネーズ ６ｇ
グリーンリーフ ６ｇ
紫玉ねぎ ５ｇ
パストラミビーフ （Ｐ２０９） ２５ｇ
サムソー ７ｇ

B

この冬はチーズにうっとり
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タイプ：ウォッシュ

タイプ：白カビ　

特有の香りがやみつきに
個性が強いウォッシュチーズは食べる前の香り
で敬遠してしまうひとが多いでしょう。熟成させ
る時に塩水で何度も洗うため表皮から独特の臭
いが放たれます。しかし中身はおだやかで食べや
すいものが多いです。パンはレーズンなどの甘味
がある種物が入ったものや、ライ麦パンもおすす
め。甘さと絡むと美味しさが引き立ちます。

ウォッシュ

熟成したとろみのあるウォッシュチーズに、ほくほくのジャガイ
モが良く合います。乾塩ベーコンの程よい塩味とジューシーな脂
を合わせることで一層美味しさが増します。レーズンの甘みがア
クセントになりワインだけでなくビールにも合う一品です。

乾塩ベーコン×マンステール
     ×レーズンとクルミのカンパーニュ

ジューシーなパプリカチキンに、気品のある白カビに覆わ
れたチーズのブリ・ド・モーを合わせました。バランスが
取れていて、そのままでも食べやすい上品なチーズです。サ
クサク食感のデニッシュとの相性もよく、味に深みが増し
ます。また、ローズマリーを加えるとクセのある香りを和ら
げ、消化を助けてくれます。

パプリカチキン×ブリ・ド・モー×デニッシュ

■材料…１組分
レーズンとクルミのカンパーニュ １枚
バター（食塩不使用） ５ｇ
男爵いも（塩茹で） ４０ｇ
マンステール １０ｇ
乾塩ベーコン （Ｄ２４６） １枚
塩・ブラックペッパー 適量
パセリ（生） ２ｇ

■材料…１組分
パイシート ７０ｇ
マッシュポテト １０ｇ
パプリカチキン （Ｓ３１３） ３０ｇ
ブリ・ド・モー １８ｇ

ローズマリー（生） 適量
ピンクペッパー 適量
溶き卵 適量

とろっとマイルドで食べやすい
クリーミーでクセが強いものが少ない
ので、初心者にもおすすめのチーズの
一つです。外側から熟成が進み、最終的
には中心部まで柔らかくなるという変
化が楽しめます。パンは食パンやバ
ゲットと相性が良く、りんごや洋ナシなどの酸味の少ないフルーツやナッツと
合わせて食べると一層深みが増します。ミルクにクリームを加えたより濃厚な
味わいの白カビチーズもあり、デザート感覚でも食べられます。

白カビ

参考文献：主婦の友社「チーズの選び方・楽しみ方」、小学館「チーズの教本 2016」 13



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。

■材料…２人分 ■作り方

梅干しの酸味と焼豚の旨味を蕪が良い塩梅にまとめた一品。アクセントのフライドごぼうの味わいが滋味深く、口中に季節
を感じさせてくれます。　　　

Daisen's

Healthy
(コリをほぐすレシピ)

kitchen その不調もしかするとコリの原因を治すと解決するかも…。
旬の恵みを味わいながら疲労回復、血流改善を促進すること
で身体もココロもほぐれるレシピをご紹介致します。

梅と焼豚と蕪のサラダ仕立て梅と焼豚と蕪のサラダ仕立て

ばら焼豚（Ｆ１３３） 100ｇ
カリカリ梅 30ｇ
マヨネーズ 10ｇ
クリームチーズ 10ｇ
ブラックペッパー 0.2ｇ
蕪のスライス（時期であれば千枚漬けでも可） ６枚
フライドごぼう 12ｇ
ベビーリーフ 10ｇ

①焼豚とカリカリ梅を５㎜角の角切りにし、マ
ヨネーズとクリームチーズで和え、ブラック
ペッパーで味を調える。
②器にベビーリーフを盛る。塩揉みした蕪で①
の具を包み、フライドごぼうをトッピングす
る。

Healthy
Food
梅干し

調理時間

15分

1人分

187Kcal
塩分（１人分）

2.5g

A
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■材料…２人分・１０個分

じっくりとソテーしたベーコンと白ネギをワンタンの皮の
巾着でまとめました。カラッと揚がったら直ぐに食べたい
一品です。

乾塩ベーコン（Ｄ２４６） 70ｇ
白ネギ 30ｇ
バター 15ｇ
クリームチーズ 20ｇ
塩・ホワイトペッパー 各0.5ｇ
ワンタンの皮 10枚
揚げ油 適量 

■作り方

①フライパンにバターを引き、１㎝幅の短冊状に切っ
たベーコンと輪切りにした白ネギをとろけるまで炒
め、塩・ホワイトペッパーで味を調える。粗熱が取
れたらクリームチーズを合わせる。
②ワンタンの皮で①の具を包み、180℃に熱した油で
揚げる。

Healthy
Food
大豆

Healthy
Food
白ネギ

調理時間

15分

1人分

384Kcal
塩分（１人分）

1.0g

きのこの豆乳エスプーマ カリカリサラミ添えきのこの豆乳エスプーマ カリカリサラミ添え

■材料…２人分

泡立てることでより口当たりがなめらかに仕上がったきの
この豆乳ポタージュ。クルトン代わりに添えたカリカリに
焼いたサラミのアクセントも一緒にどうぞ。

マッシュルーム 50ｇ
舞茸 50ｇ
バター 10ｇ
コンソメスープ 200ml
豆乳 100ml
塩・ホワイトペッパー 各0.3ｇ
（浮き具）ハワイアンサラミ（Ｍ００１） 20ｇ
　　　　　素焼き舞茸 15ｇ

■作り方

①鍋にバターを引いて、きのこ類をソテーし火が通った
らコンソメスープを加えてひと煮たちさせる。豆乳を
加え、塩・ホワイトペッパーで味を調える。

②①をフードプロセッサーにかけて、鍋に戻し更に温め
る。泡だて器で泡立てたポタージュを器に盛る。
③スライスしたハワイアンサラミをカリカリに素焼きに
し、舞茸と共に器に盛る。

調理時間

15分

1人分

121Kcal
塩分（１人分）

1.7g

白ネギとベーコンの巾着　白ネギとベーコンの巾着　B C
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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。

Backstube Zopf

入店時の光景。たくさんのパンの奥には、厨房への
通り道とパン棚。おとり置きのパン等が並んでいる。

メディア等でもよく取り上げられる人気のカレーパン。
5分ごとに出来立てが登場し、店内を盛り上げている。

店外の入り口に掲げられた看板にも
こだわりが。

鉄で作ったロゴを浮かせて立体的に
している。

トレーを手に取りまず目に飛び込んで
くるのは、食パンやあんぱん等の

馴染みのあるパン。

ひしめき合うように並ぶ種類豊富なパンたち。
黄色いプライスカードは縦長で埋もれずに見やすい。惣菜系から

デニッシュなどの甘い系まで各2～3個ずつ並び、売れると追加される。

背の高いバゲットなどのリーンなパンは
カゴやバスケット等

ナチュラルな入れ物に入っている。

第14回目は、千葉県松戸市の住宅街の中、
早朝から列が出来る“バックシュトューベ
ツォップ”へ。地元の方を中心に、週末は遠
方からもパン好きが集まります。家業を継
ぎ、“ツォップ”としてリニューアルオープ
ンしてからおよそ16年。長く愛される人気
店を夫婦で協力し合って支えてきた、伊原
靖友シェフにお話を伺ってきました。

　太陽が昇り、少しひんやりとした空気が心地よく、思わず深呼吸したくなる
朝。せっかく早起きをしたら、心がほっこりするような美味しい朝食がほしく
なりますね。
　北小金駅からバスで10分、閑静な住宅街にそれはあります。まるで森の中に
ある小屋のような、木の温かさに包まれたお店です。朝6時半、開店と同時に
焼き立てのパンを求めて人が訪れます。

　中の様子は窺えず、こぼれる美味しそうな香りに誘われて扉を開けると、落ち
着いた照明の中でパンがキラキラと並んでいます。これは伊原さんのこだわり。
お父様からお店を受け継ぎ、ツォップとして改装する際、奥様がデザインされま
した。そこで伊原さんが伝えたイメージが、「パンにスポットが当たるような暗さ
で、時間が経っても古く感じないようなお店」でした。外から見えなくても良いか
ら入った時に驚きがあるようなお店にしたいという想いがあったそうです。実際
に、扉を開けると嬉しい驚きに出会えます。また、扉や小窓にあるステンドグラス
に目が行きますが、これは奥様のこだわり。店内に外の光を優しく迎え入れま
す。心温まるステンドグラスは奥様のデザイン。当初改装には費用や時間がかけ
られなかったといいますが、随所にこだわりが感じられ、見事に落ちついた空間
を演出しています。毎年夏に少しずつ改装しながら今日に至るそうです。

　店内は8人でいっぱいになるほどの広さ。その中でたくさんの種類のパンが次々
と焼き上がります。焼き立ての香りに食欲をそそられます。パンは全部で約300
種類もあるのだとか。今日はどんなパンに出会えるでしょうか。近くにあったら
嬉しいラインナップですね。地元の方が家族でよく通うというのも納得です。
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伊原靖友氏

〒270-0021
千葉県松戸市小金原2-14-3

大山ハムとの出会い

何かを感じる感性を失わないこと

　実家の家業を継ぐ形でパン屋さんになられた伊原さん。パン作りにおい
て、毎日同じことをする為の努力や気付きを大切にされています。何十年と
同じものを作っていても時々新たな発見をすることがあります。それを取り
こぼさないことが大事と言います。積極的に何かをしていくのではなく、何
かを感じる感性を失わないこと。安定した品質を維持するだけではなく、
日々成長していきます。これが地元の方を中心におよそ16年、長く愛されて
いる理由のひとつなのでしょうか。

　伊原さんは出来る範囲内で効率よくパン作りをされています。今の時代、
製法や仕込みには色々な方法が溢れています。以前に比べて時短に出来た
り、手間が軽減されます。それらをうまく活かし、たくさんの種類のパンを
毎日焼き続けていらっしゃいます。朝6時半のオープンなので始業もとても早
いかと思いきや、夜中に出社するのは1名のみ。それはどうしても時短に出来
ない焼成の為だといい、それ以外の工程は前日や当日朝に行います。ドウコ
ンやプルーファー各1台、冷凍庫2台で全てのパンを回しているそうです。買
い物中、随時焼き上がるパンに終始ワクワクしますが、その裏ではスムーズ
な作業が行われていたようです。

本当の意味でのコスパは単なる低価格ではない

　伊原さんは、本当の意味でのコスパというのは単なる低価格ではなく、モノの価値と実際の
価格がどのような関係にあるかだと言います。お客様の目はごまかしが効かないし、敏感。
500円だから買わないのではなくて、500円だけど600円かかってそう、という商品は手に取
ります。実際にツォップには原材料費が販売価格を上回っているものが2品あるそうですが、
それらはよく売れるのだとか。原材料に関して「高いから使えない」ではなくて「高いから使
う」、というスタンスだと商品自体を高く売ることが出来ると伊原さんは言います。世の中で
はレベルが高いものが溢れ、お客様の選択の仕方も変わってきているのかもしれません。

　今後について伺うと、10年後には今のお店を次の世代へ引継げるようにしたい、と言いま
す。その日に向けてバトンタッチ出来るよう、少しずつ次へ向かっていくそう。今後も楽しみ
ですね！

　15年程前に本社にお問い合わせを頂いたことがあり、
その頃から長くお世話になっています。現在はペッパー
シンケン、カントリーロースト、ハーブソーセージ、レ
バーケーゼ等、他にも定番以外のスポットでも数種類ご
使用頂いています。伊原さんがよく開催されているチャ
リティー講習会でも、サンプルをご依頼頂いています。
今後とも様々な形で、宜しくお願い致します。

住  所

047-343-3003T E L

6：30～18：00営業時間

無休（ただし夏期冬期休暇を除く）定休日

１.カスクルート　290円（税抜）ペッパーシンケンに2種類のチーズを合わ
せている。食べやすいリーンなパンにシンプルな組み合わせがよく合い、リッ
チな味わい。（大山ハム ペッパーシンケン使用）
２.ハーブウインナーとザワークラウトのサンド　310円（税抜）爽やかな
ハーブソーセージに、酸味が控えめの自家製ザワークラウトを合わせたドッ
グサンド。食べ応えがありながら後味すっきり。（大山ハム ハーブソーセージ
使用）
３.焼豚と人参のサンド　320円（税抜）厚めのパンにたっぷりの具材でボ
リューム感のあるサンドイッチ。人参と生姜のソテーがシャキシャキと食べ応
えがある。少し甘めに仕上げてあり、大人から子供まで食べやすい味わい。
４.鶏のマスタードソース　220円（税抜）鶏肉にクリームソースの美味しい
組み合わせ。クリームソースに粒マスタードでアクセントをつけている。

５.ブルフィグコンプレ　260円（税
抜）くるみ入りのパンの中にブルーチー
ズといちじくのコンポートがたっぷり
と。
６.カレーパン　210円（税抜）自家製
のカレーがクセになる味わい。衣が
しっかりとしていて食感が良い。これは
出来立てを頬張りたい。

１.

３. ４. ５. ６.

２.

17



サンドイッチの食材 MEMO
最近では通年出回っているネ
ギですが、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ネ
ギ、関西では緑の葉の部分が
多い九条ネギの様な青ネギが
好まれてきました。白ネギは、
盛り土をして日に当たらない
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。

ヨーロッパの西岸地方が原産
で、約 2000 年前から栽培
されていた様です。カリフラ
ワーはブロッコリーと同様
キャベツの変種で、ツボミの
状態で収穫します。生でも食
べられますが加熱すると甘み
が増すので、スープやグラタ
ンにおすすめです。茹でる際、
お酢を加えると白くキレイに
仕上がります。

野菜

ネギ
野菜

カリフラワー

イタリアが原産地。チコリや
エンダイブの仲間でチシャの
一種。加熱すると葉の苦み
が増すので生食に適してい
ます。日本では出回っていな
いそうですが球形でないトレ
ヴィスもあるそう。

春に花を咲かせることからこ
の名前が付いたと言われる春
菊は、11 ～３月に旬を迎え
ます。関西では葉が菊に似て
いることから『菊菜』と呼ば
れています。カロチンやビタ
ミンＣが豊富で、独特の香り
は胃腸の働きを促進し、咳止
め効果があると言われていま
す。

野菜

トレヴィス
野菜

春菊

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。

舞茸の旬は９～10月。『舞茸』
という名前の由来には、『か
さが重なり合って、舞ってい
るように見えるから』、『見つ
けた人が舞い上がるほど喜ん
だから』など、いくつか説が
あります。さらに、舞茸には、
血圧の上昇を抑え高血圧を予
防し、便秘を改善し大腸がん
を防ぐなどの効果が期待され
る他、最近では、ダイエット
食材として注目を浴びていま
す。

野菜

生姜
きのこ

舞茸

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。

フランス東部アルザス地方を
代表するウォッシュチーズの
一つ。外皮を何度も塩水で
洗いながら熟成させるため、
ウォッシュチーズの中でも特
に強烈な香りの持ち主です。
濡れたような外観で色は淡い
オレンジ色をしています。茹
でたじゃがいもとの相性は抜
群です。

チーズ

チェダー
チーズ

マンステール
参考文献：�講談社「料理材料大図鑑　マルシェ」、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」
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大山ハムの商品 MEMO

豚ロース肉を 7 日間以上塩せ
き＊し、特有の風味を醸成さ
せた「熟成」ロースハムです。
熟成により生まれた芳香と旨
味がしっかり感じられます。
特定 JAS 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。

熟成ロースハム

Ｂ３８７
モルタデラスライス 250 ｇ

Ｌ３９３

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。

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。

乾塩ベーコン 500 ｇ

Ｄ２４６
スパイシーソフトサラミ 500 ｇ

Ｍ２３８

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。

バジル、マジョラム等のハー
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。

乾塩ベーコン 8 ミリスライス

Ｄ２５５
ハーブソーセージ　1Kg

Ｗ５１８

塩せき＊した牛のばら肉に、
ブラックペッパーをまぶして
加熱しました。芳醇な味と香
りが特長です。

鶏のもも肉にパプリカとマス
タードシードを加え塩せき＊

後、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。

パストラミビーフスライス 500 ｇ

Ｐ２０９
パプリカチキン

Ｓ３１３

* 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。

保存方法 10℃以下

賞味期限 30日

規格
（1Ｐ）

300g
（約2.6mmスライス）

保存方法 10℃以下

賞味期限 30日

規格
（1Ｐ）

500ｇ
（約2.5mmスライス）

保存方法 -18℃以下

賞味期限 180日

規格
（1Ｐ）

500ｇ
（約8.0mmスライス）

保存方法 -18℃以下

賞味期限 180日

規格
（1Ｐ）

500ｇ
（約1.5mmスライス）

保存方法 10℃以下

賞味期限 40日

規格
（1Ｐ）

250ｇ
（約2.0mmスライス）

保存方法 -18℃以下

賞味期限 180日

規格
（1Ｐ）

500ｇ
（約1.5mmスライス）

保存方法 -18℃以下

賞味期限 180日

規格
（1Ｐ）

1㎏
（24～25本）

保存方法 -18℃以下

賞味期限 180日

規格
（1Ｐ）

220g
（1個入）

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【東京】 赤松未華【神戸】 勝本恵梨【東京】


