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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夏本番! 暑いときにこそ食べたいおすすめパン!!
角食パンを使った老舗の逸品 フルーツサンド
東京・新宿の老舗フルーツ専門店“ 新
宿高野 ”さんのお店です。厳選された素
材とフルーツ専門店ならではのノウハウは、
最高のメニューを生み出しています。
おススメのフルーツサンドは、素材自体
が極上かつ新鮮で、甘さ控えめの生クリー
ムがよりフルーツの味を引き立てています。
使われるパンも冷やされていて、これか
らの時期にぜひ食べていただきたい極上

フルーツサンド

の逸品です。

タカノフルーツパーラーJ
R 名古屋高島屋店
ジェイアール名古屋タカシ
マヤ 4F
tel. 052-566-3984

COOL!でHOT!!な クレマポアン
岐阜県各務原市で知らない人はいない
名店“YAZAWA2”
。夏におススメの一品はク
レマポアンを使用したメニューです。
熱々デニッシュ生地の香りを豊かなパン
と冷たいソフトクリームが食欲 MAX!! メー
プルシロップをかけて食べるとより一層味
わい深くなります。これからの時期が一番
（ヤザワツー）
YAZAWA２
3
岐阜県各務原市三井町 2-6
日：無休
定休
555
2-0
3-8
058
tel.

クレマポアン

美味しく食べられると思います。
どこかで見たことあるって方…味を感じて
いただくと違いが分かりますょっ!!

限定プレミアム商品のご案内 ・７月〜１O 月発売の期間限定・数量限定販売商品のご紹介。お渡し２営業日前までにご予約を!!
・お問合せ・ご予約はお気軽にお電話ください。

今だけの美味しさをお届けします !!

ラズベリーローフパン

ネーブル&カレンズのスイートパン

★ラズベリー独特の甘酸っぱさと、鮮や

★香り豊かなネーブルと、暑い時期には

かな色が特徴です。爽やかなラズベリー

ピッタリの爽やかなオレンジで作ったマー

ご予約 tel. 052-400-1251

バナナ&カレンズのスイートパン

ジャムに歯切れのよい食感の生地がより マレードのハーモニー。スイートなパン生
一層美味しさを際立たせています。

地との相性が抜群です。

＊昨年度季節限定商品販売量№1
★バナナの果肉とピューレで作った、風味

1本

￥450

(税込)

1袋5個入

￥300
(税込)

豊かなバナナジャムと、
スイートなパン生地との
相性が絶妙なパンです。

1袋5個入

￥300
(税込)

教えてっ職人さん!
Q. 職人さんおすすめのパンを教えてください。
A. わたしがお答えします !!(仲藤係長 )
★私がお薦めしたいのはなんと言っても、

「ハイジ」
ですっ !!
白くて丸くてとてもかわいらしい「ハイジ」 系のパンのように噛めば噛むほど、小麦本来
は、ソフトな食感の甘みのあるパンです。

の味をしっかりと楽しめる、毎日食べても飽き

甘味があるにもかかわらず低カロリーで、 のこないシンプルなパンです。
ソフトな食感でありながら、あたかもハード

実はこのパン「ハイジ」は、名古屋市内の
超有名シティーホテルで、お客様のお食事に
お出しするパンとして長年ご愛顧いただいてい
る商品なのです。
見た目もかわいく、シンプルで味わい深い
パンだからこそ、料理を引き立てるのに最高
で、いろいろなソースをつけても、スープなど
に合わせて食べても、お楽しみいただけると
思います。(*´∪｀*):+。..*・

イッキンくん・ぬりえコンテスト開催中!!

7月
月20日〜
日〜8月
月31日
日まで
まで

作品受付期間
作品受付期間

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

紙
えコンテスト応募用
イッキンくん・ぬり
応募資格

。
限らせていただきます
小学生までのご応募に

応募期間

日到着分まで有効。
〜 2012 年 8 月 31
2012 年 7 月 20 日

から応募
、当社ウエブサイト
」をご利用いただくか
えコンテスト応募用紙
ださい。
配布しております「ぬり
刷したものをご利用く
本社 2F 事務所にて
リンタで A4 サイズに印
い。
をダウンロードし、プ
ますのでご注意くださ
用紙 (PDF データ )
全作品が無効となり
ます。複数のご応募は
ださい。)
1 点まで直筆に限り
の出る画材は控えてく
ご応募はお一人様
問いません。( 特殊な厚み
ン、クレヨン等種類は
画材は色鉛筆、水性ペ
イッキンくん
い。
了承くださ
せんのであらかじめご
応募作品は返却できま
持ちいただくか、下記
事務所受付まで直接お
記入の上、本社 2F
」裏面に必要事項をご
「ぬりえコンテスト応募用紙
ます。
までご郵送ください。
れ、ご郵送をお願いし
「ぬりえコンテスト事務局」
だけ折らずに封筒に入
ございます。
スト応募用紙」はできる
除外させて頂く場合が
作品の「ぬりえコンテ
むを得ず応募作品から
な場合、や
事項が読み取り不可能
ご記入いただいた必要
せていただきます。
は応募者のご負担とさ
ご応募に関する諸費用

応募要項

応募方法

コンテスト事務局」までご応募ください。

市春日社子地 62 番地
〒452-0962 愛知県清須
ト事務局」宛
ング「ぬりえコンテス
株式会社エースベーキ
あずまさ

応募先

ん

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

イッキンくんスタンプカード!!

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。

審査発表

各

バゲット・
フランシスくん

賞

問い合わせ

掲
定しています。
設展示会場などで展示
9 月下旬〜10 月上旬を予
エブサイト、本社特
審査結果の発表は
す。
審査し、入賞作品はウ
ただくことがございま
スト事務局」にて厳正に
案内にも掲載させてい
作品は「ぬりえコンテ
般のメディアや、情報
です。また、作品は一
載し結果発表する予定
ます。
なまえ は 10 月中旬〜下旬頃を予定しており
入賞者への賞品の発送
ています。
ねんれい
キング賞などを用意し
銀賞 / 銅賞 / エースベー
最優秀賞 / 金賞 /
株式会社
さい。
までお問い合わせくだ
ください。
コンテスト事務局」
できませんのでご了承
ご不明な点は「ぬりえ
い合わせには、お答え
考基準等に関するお問
なお、作品の審査・選
ト事務局」
ング「ぬりえコンテス
baking.jp
:
株式会社エースベーキ
mail@ace
5300 / メール
/ FAX : 052-409TEL : 052-400-1251

アンコちゃん

c morimoto kirin
さい

ん。
的には利用いたしませ
テスト関連の発送以外の目
ーポリシーに
の個人情報は，当コン
びに、弊社プライバシ
ご応募いただいた皆様
て、個人情報保護法並
個人情報の
た個人情報につきまし
ストに応募いただきまし
取扱いについて このコンテ
ていただきます。
基づき厳重に管理させ
その他

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

入ください。）
各項目をていねいにご記

。応募者とご一緒に以下の

応募用紙は本社事務所 2F 受付出配布して

株式会社

（保護者の方へお願い

応募者記入欄
ヨミガナ

ヨミガナ

保護者氏名

応募者氏名
T E L
〒

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

N
IK KIN -KU
S E RVIC E
STAM P

ヨミガナ

都道
府県

ご意見・ご要望

株式会社

ていただけます。
c morimoto

kirin

CARD

今すぐ直販受付で

ご 住 所

GET!!

※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

「おいしい」へ、ひたむきに。
「ありがとう」へ、ひたむきに。
イッキンくんの
くんの

パンでつながる情報案内
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株式会社
〒452-0962 愛知県清須市春日社子地62番地

tel. 052-400 -1251 fax. 052-409-5300
URL : http://acebaking.jp/
mail@acebaking.jp
オフィシャルウエブサイトもどうぞご覧ください。

