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株式会社エースベーキング発行・パンのおりこうさん情報案内 ちょっともの知り、もっと身近に、私たちとパンの情報をご案内。
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　本社事務所勤務

の田中和枝さんがこ

の度、定年退職を

迎えられました。

　２４年もの長い間

勤務していただき、

当社の事務関係全般の仕事を支えていた

だきました。当社営業マンをはじめお客

様からの信頼も厚く、その仕事は丁寧か

つ正確で素晴らしいものでした。

　本当にお疲れ様でした。そしてありが

とうございました。

田中さん24年間、お疲れさまでした。はじめまして。Super Rookie!! 毎日が初体験、がんばりますっ!!!

　一般のお客様にも当社の商品や仕事への

取り組みをアピールしようと、2O12 年 4 月か

ら一部の配送車両のウインドガラスの部分に

デコレーション・デザインを施しました。

　デザインはいろいろと検討し、左側面には

パンが製造される過程をイメージしました。

　わたしたちの仕事を、職人のパンに対する

姿勢も含め、お客様にお届けしたいという想

いが込められています。

　また、右側面には「私たちの仕事の先にあ

る輝きとは何か？」という成功のイメージを

表現しています。子供たちが安心してパンを

食べ、“ 美味しい ”と言える。その周りで家

族のみんなも幸せな気分になれ

る、“私たちの仕事により皆様の幸せを彩る”

そんな想いが込められています。

　そして、後部ハッチの部分には、パンが一

番美味しい瞬間をイメージしています。また、

ここには「美味しい」と実感できる商品を提

供したいという強い想いが込められています。

　こちらの車両は主に名古屋市中区を走って

います。随時、デザイン車の台数も増やして

いく予定です。
問合せ予約 tel.052-400-1251

★弊社商品は工場直販しております

詳しくはお電話にてお問合せ頂けます

NEWデザイン配送車。発進!!!NEWデザイン配送車。発進!!!NEWデザイン配送車。発進!!!NEWデザイン配送車。発進!!!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　地元西尾張のケーブルテレビ「クロー

バーテレビ」の番組“ 街のがんばる企業 ”

で弊社を紹介していただきました。

　5月16日～5月31日に放映されました。

メディア情報

media information!

営業に配属の三品です。　

趣味は、野球観戦。将来の夢は、独立してお店を開業すること

です。毎日一生懸命取り組んで一日でも早く仕事を覚えていき

たいです。

よろしくお願いします。

本社事務所勤務の村岡です。

趣味は、ピアノ演奏、音楽鑑賞、読書。将来の夢は、これから先いろ

いろなことを経験して視野を広げることです。

入社してまだまだわからないことや慣れない部分がありますが自

分なりに小さな努力をコツコツと重ねつつ慣れていきたいです。



イッキンくん・ぬりえコンテスト開催中!!
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イッキンくんスタンプカード!!

※工場直販ご利用のお客様に、本社受付にて 
「サービススタンプカード」を配布しています。
・お買い上げ500円毎に1ポイント
・ポイントゴールで500円分のサービス

今すぐ直販受付で
株式会社株式会社

→
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tel. 052-400-1251   fax. 052-409-5300
 愛知県清須市春日社子地62番地〒452-0962

mail@acebaking.jp
URL : http://acebaking.jp/

「おいしい」へ、ひたむきに。「ありがとう」へ、ひたむきに。

イッキンくん・ぬりえコンテスト開催中!!イッキンくん・ぬりえコンテスト開催中!!

第0007号初版 / 2012年 7月 15日発行 オフィシャルウエブサイトもどうぞご覧ください。

　もうおなじみ !? 当社のイメージキャラク

ター「イッキンくん」とその仲間たちをテー

マに「がんばれ !! イッキンくん・ぬりえコン

テスト2012」を開催中です。

　6月から応募用紙の配布を開始しています。

じっくりバッチリ作品を完成して、7 月 20 日

から 8 月 31 日の応募期間内に当社「ぬりえ

コンテスト事務局」までご応募ください。

　もしかしてもしかすると、この応募が芸術

家への第一歩。。大チャンスかもしれません

よっ (̂ _̂ ;) ぜひぜひ、たくさんの方のご応募

をお待ちしています。

　応募用紙は本社事務所 2F 受付にて配布し

ています。また、オフィシャルウエブサイト

(http://acebaking.jp) からもダウンロードし

ていただけます。

イッキンくん・ぬりえコンテスト応募用紙
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応募資格

応募期間

応募要項

応募方法

応 募 先

審査発表

各　　賞

問い合わせ

個人情報の
取扱いについて

そ の 他

小学生までのご応募に限らせていただきます。

2012年 7月20日 ～ 2012 年 8月 31日到着分まで有効。
本社 2F 事務所にて配布しております「ぬりえコンテスト応募用紙」をご利用いただくか、当社ウエブサイトから応募

用紙 (PDFデータ)をダウンロードし、プリンタでA4サイズに印刷したものをご利用ください。
ご応募はお一人様 1点まで直筆に限ります。複数のご応募は全作品が無効となりますのでご注意ください。
画材は色鉛筆、水性ペン、クレヨン等種類は問いません。(特殊な厚みの出る画材は控えてください。)
応募作品は返却できませんのであらかじめご了承ください。　　　　　　　
「ぬりえコンテスト応募用紙」裏面に必要事項をご記入の上、本社 2F 事務所受付まで直接お持ちいただくか、下記

「ぬりえコンテスト事務局」までご郵送ください。作品の「ぬりえコンテスト応募用紙」はできるだけ折らずに封筒に入れ、ご郵送をお願いします。
ご記入いただいた必要事項が読み取り不可能な場合、やむを得ず応募作品から除外させて頂く場合がございます。

ご応募に関する諸費用は応募者のご負担とさせていただきます。
〒452-0962　愛知県清須市春日社子地 62番地 株式会社エースベーキング 「ぬりえコンテスト事務局」宛
審査結果の発表は 9月下旬～10月上旬を予定しています。作品は「ぬりえコンテスト事務局」にて厳正に審査し、入賞作品はウエブサイト、本社特設展示会場などで展示掲

載し結果発表する予定です。また、作品は一般のメディアや、情報案内にも掲載させていただくことがございます。

入賞者への賞品の発送は10月中旬～下旬頃を予定しております。
最優秀賞 / 金賞 / 銀賞 / 銅賞 / エースベーキング賞などを用意しています。
ご不明な点は「ぬりえコンテスト事務局」までお問い合わせください。なお、作品の審査・選考基準等に関するお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
株式会社エースベーキング 「ぬりえコンテスト事務局」TEL : 052-400-1251 / FAX : 052-409-5300 / メール : mail@acebaking.jp
ご応募いただいた皆様の個人情報は，当コンテスト関連の発送以外の目的には利用いたしません。
このコンテストに応募いただきました個人情報につきまして、個人情報保護法並びに、弊社プライバシーポリシーに

基づき厳重に管理させていただきます。

応募作品の著作権・利用権は、株式会社エースベーキングに帰属するものとします。
応募者多数の場合は受付期間内でも、ご応募を締め切らせて頂く場合がございます。
ぬりえコンテストの内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

保護者氏名

応募者氏名

ご　住　所

応募者記入欄
（保護者の方へお願い。 応募者とご一緒に以下の各項目をていねいにご記入ください。）
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作品受付期間7月20日〜8月31日まで作品受付期間7月20日〜8月31日まで作品受付期間7月20日〜8月31日まで

ぬりえコンテスト開催のご案内

イッキンくんと楽しい仲間たちを紹介しますっ!!イッキンくんと楽しい仲間たちを紹介しますっ!!イッキンくんと楽しい仲間たちを紹介しますっ!!
★夏バテなんかに負けないぞっ!!☆スタミナ補給はまかせなさーぃ!!★夏バテなんかに負けないぞっ!!☆スタミナ補給はまかせなさーぃ!!

★どこから食べても☆カロリーMAX!!高カロリーシスターズ。★どこから食べても☆カロリーMAX!!高カロリーシスターズ。

初めての体験揚げ

クリームパン。

それはもうデザー

ト!?スイーツ感覚

で召し上がれっ。

揚げパンの定番、

揚げあんパン。

甘さ控えめで、あ

んこぎっしりがマス

トなのです。

揚げたてが超おすすめ

の揚げチョコパン。

揚げたてホカホカ中身

トローリ。ビターな大

人味が最高ですっ。
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揚げパンはカレーパ

ン以外ないでしょ。

中辛で食べやすい、

風味豊かなまろや

か仕上げです。


