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今こそ、その時のために。バイフューエル配送車運用開始!
バイフューエル配送車
エースベーキングでは平成25年10月か

導入のメリット
導入したバイフューエル車の主なメリット

距離が長いため、災害時でもLPガス自動車
が被災地まで走行し、支援物資の輸送に

ら、LPGAS-HYBRID SYSTEM（エルピーガス・ハイ

は3つあります。

大きな貢献をした、災害時に強い車という

ブリッド・システム）を配送車に搭載した、バイ

1) 燃料費が安く経費削減に繋がります。

実績があります。

ヒューエル車を一部に導入しました。

2) ＬＰガスとガソリンを併用する走行なの

これはいままでのガソリン車にLPガスタ
ンクを取り付け、メインの燃料をLPガス予

で、1回の給ガス・給油で1000㎞以上の長
距離走行が可能になります。

企業としての社会貢献
当社が食品を扱う会社として地域社会に

備燃料としてガソリンを使用し走行できる 3) メイン燃料のLPガスは二酸化炭素の排

対してできる事を深く考えた時、環境と災

ように改造した車です。

害対策という２つがキーワードでした。

世界ではすでに1500万台を超えるLPガス
車やバイフューエル車が走行しています。
日本国内でももちろん多くのLPガス車が

出量が少なく環境に優しい燃料を使用で
きます。

LPガスを利用したバイフューエル車はま

今こそ災害への備え

さにこの両面を備えていることから、導入を
決定しました。

運用されていますが、システムの搭載費用

東日本大震災の時ガソリンの流通が止ま

そして昨年11月には、本社所在の清須市

や給ガススタンドの数などインフラの整備

り、壊れていなくてもガス欠で走行できな

と災害応援協定を締結。災害時の地域社

の事情もあり、業務用のタクシーや一般車

いトラックや自家用車が多数ありました。

会貢献へのお約束を取り交わすことで、また

両も含め28万台程度にとどまっているのが
現状です。

そんな中、LPガスは震災時でも供給可能
になるまでの復旧期間が比較的短く、1回
の給ガスで走行航続

一歩前進することができました。
今後も地域皆様と共にエースベーキング
は歩んで参ります。

※外装デザイン時のイメージです。実車両と違いがあります。

限定プレミアム商品のご案内

今だけの美味しさをお届けします !!

・４月から発売の期間限定・数量限定販売商品です。・お渡し確実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。
ご予約 tel. 052-400-1251

宇治抹茶あずきローフパン
★日本茶の高級ブランドで名高い宇治抹茶。
上品な香りとまろやかな味わいのこの宇治抹
茶を使用したクリームと、抜群に相性の良い
あずきを一緒に包み込み、丁寧に焼き上げ
1本

450

1袋5個入

350

たローフ型のパンです。

(税込)

円

ごろごろ果肉の白桃スイートパン
★白桃の果肉が入ったクリームを、スイート
なパン生地に乗せて焼きあげました。
大きめに切った果肉の食感と白桃のさわや
かな酸味と甘味が特徴の、ティータイムにお
すすめのスイートパンです。

伊豆桜あんスイートパン

(税込)

円

４月
限定販売

★春と言えば桜の季節。
スイートなパン生地に、桜あんをふんだん
にのせて焼きあげました。
４月だけの期間限定パンです。どうぞお
1袋5個入

見逃しなく(*´∪｀*):+。..*・

350

(税込)

円

うぐいすあんデニッシュ
5-6月
限定販売

★とてもまろやかな味わいで、色合いも爽や
かな「うぐいすあん」を、デニッシュの生
地に巻き込んで焼き上げました。
毎回ご紹介する季節限定商品の中でも、
1袋5個入

大好評の人気の高い逸品です。
information!!!

350

(税込)

円

掲載記事募集のお知らせ

みなさんの身の回りで開催される、さまざまなイベントや催し物・新し
く開店されるお店のご紹介など、エースベーキングでは地域に根付いて
活動されるみなさんの情報発信の応援をしています。

イッキンくんスタンプカード!!

掲載記事は随時募集しております。本社受付までお
気軽にご相談・お問合せください。

株式会社

ウエブサイトからもお問い合わせいただけます。
本社お問合せ窓口 : tel.052-400-1251
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メールでお問合せ : mail@acebaking.jp
kirin
c morimoto

CARD

今すぐ直販受付で

GET!!

※工場直販ご利用のお客様に、受付窓口にて
「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

こんがり !
NEWS

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
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東海エコフェスタ
東海エコフェスタ
2DAYS
2DAYS

TOKAI ECO FESTA

春日五条川さくらまつり2014開催レポート!!
春日五条川さくらまつり2014開催レポート!!

東海エコフェスタは、
「オシャレな
エコ」をテーマに、愛知・長久手

春休みの期間を利用して、名古
屋リビング新聞社主催のリビング
バスツアー「おいしい工場見学会」が 3 月
28 日に開催され、15 組の親子のみなさんに
はじめに、当社の会社の概要や仕事の内
容をお話しさせていただき、つづいて「当
社のパンの美味しさの秘密」をお聞きいた
日五条川さくらまつり」が開催され、
参加出展させていただきました。
当日は朝から晴れ渡り少し汗ばむ程の天
候に恵まれて、今年は例年以上の人出で会
場は賑わっていました。
会場は地元企業が中心となって様々な出

に盛り上がりました。
当社出店ブースでは工場直販でプロ仕様

りアート」を融合したイベントです。
今年は晴天の 3 月 12 日（土）
、
13 日（日）
トも開催されたこともあり、来場者もとても
多くお越しいただき大盛況でした。
当社はガスとガソリンで走る、環境に優
しいバイヒューエル車を導入した際お世話に

だきました。

そのあと実際に工場に入っていただき、 なった、位田モータースさんと共同でイベン
工場の中で一体どんな風にパンが作られて
いるのかを見学していただきました。

トブースを出展させていただきました。
ブースでは運用中のバイヒューエル車の

小さなお子さんはもちろん、お父さんお母

展示と、当社が開発した賞味期限 5 年の非

さんもみなさん興味津々で、一般の店舗の

常食用防災パンの販売をはじめ、人気のパ

ベーカリーとは違う業務用として製造される

ンを即売させていただき大好評でした。

店が楽しめ、ステージではいろいろなイベン パンの製造工程の迫力を体感していただけ
トや催しが次々と開催され、みなさん最高

で開催される「オシャレなエコ」と「手作

の 2 日間開催され、様々なステージイベン

本社にお越しいただきました。

4月5日
（土）
快晴。毎年恒例の
「春

の『愛・地球博記念公園モリコロパーク』

それでも会場の長久手市では当社の知名
度はまだこれからだと実感し、改めて今後

たのではないでしょうか。
お帰りの際には、当社自慢の最高級食パ

営業努力をしていこうと決意できました。

ンをお土産にお持ち帰りいただきました。

の食パンを即売。毎年これをお目当てにお
越しいただける方も多く、バラエティに富ん
だ商品ラインアップに抱えきれない程お買い
求め頂く方もみえました。お陰さまでお昼過
ぎには予定した商品を完売となりました。
本当にありがとうございました。
お祭り当日せっかくお越しいただいたのに
買いそびれてしまったみなさんには、本社受

名古屋リビング新聞社主催・リビングバスツアー

付で工場直販をしていますので、どうぞお

親子で
親子で「おいしい工場見学会」
「おいしい工場見学会」にでかけよう!
にでかけよう!

気軽にお越しください。

限定プレミアム商品のご案内

今だけの美味しさをお届けします !!

・４月から発売の期間限定・数量限定販売商品です。・お渡し確実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。
ご予約 tel. 052-400-1251

宇治抹茶あずきローフパン
★日本茶の高級ブランドで名高い宇治抹茶。
上品な香りとまろやかな味わいのこの宇治抹
茶を使用したクリームと、抜群に相性の良い
あずきを一緒に包み込み、丁寧に焼き上げ
1本

450

1袋5個入

350

たローフ型のパンです。

(税込)

円

ごろごろ果肉の白桃スイートパン
★白桃の果肉が入ったクリームを、スイート
なパン生地に乗せて焼きあげました。
大きめに切った果肉の食感と白桃のさわや
かな酸味と甘味が特徴の、ティータイムにお
すすめのスイートパンです。

(税込)

円

うぐいすあんデニッシュ
5-6月
限定販売

★とてもまろやかな味わいで、色合いも爽や
かな「うぐいすあん」を、デニッシュの生
地に巻き込んで焼き上げました。
毎回ご紹介する季節限定商品の中でも、
1袋5個入

大好評の人気の高い逸品です。

新人さん★いらっしゃい !!

350

(税込)

円

SuperRookie!!

2014 年 4 月に入社したフレッシュなスーパールーキー、新入社員の紹介です。
上口 隼人（かみぐち はやと）
笑顔を届けられるよう頑張ります！
趣味：海釣り

(●>∀<) ノ☆+゜

舟橋 祐輔（ふなはし ゆうすけ）
全力で生きる！
趣味：スポーツをする事（野球）
鈴木 夏実（すずき なつみ）
感謝の気持ちを忘れずに頑張ります！
趣味：食べ歩き（パンケーキ）

イッキンくんスタンプカード!!

金井 拓磨（かない たくま）
一流の社会人目指して頑張ります！
趣味：J-POP 中心に音楽鑑賞

株式会社
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CARD

今すぐ直販受付で

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

これからの 4 人の努力と頑張りにどう
人の才能と頑張りにどうぞご期待ください。

「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

こんがり !
NEWS
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喫茶店で注文する王道メニューといえば…「トースト」
。
今回のおすすめメニューはトーストで話題の二店舗をご紹介します。

バタートースト
東海地方を中心に店舗展開をされているチェーン店・支留比亜珈
琲店

( しるびあこーひーてん )

さんは、美味しい珈琲と美味しいパンで

名高い珈琲専門店です。
そんなお店のダントツおすすめメニューが「厚切りトースト」
。
日比野店の「厚切りトースト」はテレビやネットなどいろいろなメディ
アで紹介されるぐらい有名絶品なんです！！

厚切りトースト

こんがりきつね色のベストな焼き具合、表面の切り込みの中に味わ
い深いバター（マーガリン）がじわ～っと沁み渡る瞬間！！これぞトース
トの食べごろの瞬間、最高の状態ですっ。
この切り込みを入れることでトーストすると
き余分な水分を飛ばし表面がカリッ、パン
の中に熱が伝わり、中はふわっとした食感
に焼き上がるのです。
このトーストこそパン本来の美
味しさを最高に引き出してくれる
秀逸な厚切りトーストなのです。

支留比亜珈琲店 日比野店 ( シルビアコーヒーテン )
〒456-0062 名古屋市熱田区大宝 3-10-8
名古屋市営名港線日比野駅 5 番口 徒歩 5 分
tel.052-671-1866

超絶おすすめ

トースト!!
バタートースト VS フレンチ

逸品メニュー!

フレンチトースト

フレンチトーストといえば、一般的に食パンやバケットなどのプレー
ンタイプのものをベースに使います。ところが、カフェ Suginoki（スギ
ノキ）さんのフレンチトーストは、
当社のメープルラウンドをベースに使っ

た、贅沢で豪華なフレンチトーストなのです。
当社商品の中でトップクラスの人気、メープルラウンドのふわふわ
な生地に、
熱を加えることでよりいっそうメープルのいい香りが際立ち、
すてきなアクセントになってフレンチトーストにベストマッチしています。
トッピングのソースは４種類。
「２種類のベリーベリーソース」
「メー
フレンチトースト（抹茶小倉）

プルバター」
「キャラメルマンゴー」
「抹茶小倉」から選べます。
しかもトッピングが超豪華で高級デザートの様です。その日の気分
に合わせて選べば、毎日違う味が楽しめちゃいますね。
オーソドックスなフレンチトーストとはまたひと味違う、進化したフレ
ンチトーストをぜひ一度お召上がり
ください。(●>∀<)ノ☆+゜

落ち着いた空間でゆったり過ごせます。

café Suginoki ( カフェ スギノキ )
〒444-0205 岡崎市牧御堂町炭焼 24
tel.0564-83-8815 / 火曜定休日
営業時間 ：8:00 〜 19:00
モーニング：8:00 〜 11:00
ラ ン チ ：11:00 〜 15:00

2014

新川うかいまつり開催レポート!!

本社の近くに流れる新川。

の新入社員が地元の皆様に喜んでいただけ

今年もそのほとりで「新川うかいまつり」 る様に奮起して企画させていただきました。
が開催されました。汚れてしまった新川に

そしてなんと新企画の商品は完売！！

もっと鮎が泳げるきれいな川にすることを希

お越しいただいた方、ご購入いただいた

望に、清掃活動やイベントで社会へアピール 皆様、本当に有難うございました！！！
できるように開催されています。

会場では工場直販のお知らせもたくさん

今年ももちろんブース出店しました！

配布させていただき、今後もますます当社

昨年の「エビフライドック」は大好評い

の味をこういったイベント以外の場でも楽し

ただきました。今年も４月に入社したばかり

んでいただければと思います(*Θ_Θ*)/

限定プレミアム商品のご案内

今だけの美味しさをお届けします !!

・６月発売の期間限定・数量限定販売商品です。 ・お渡し確実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。
ご予約 tel. 052-400-1251

宇治抹茶あずきローフパン
★日本茶の高級ブランドで名高い宇治抹茶。
上品な香りとまろやかな味わいのこの宇治抹
茶を使用したクリームと、抜群に相性の良い
あずきを一緒に包み込み、丁寧に焼き上げ
1本

450

1袋5個入

350

たローフ型のパンです。

(税込)

円

ごろごろ果肉の白桃スイートパン
★白桃の果肉が入ったクリームを、スイート
なパン生地に乗せて焼きあげました。
大きめに切った果肉の食感と白桃のさわや
かな酸味と甘味が特徴の、ティータイムにお
すすめのスイートパンです。

イッキンくんスタンプカード!!

(税込)

円

うぐいすあんデニッシュ
6月
限定販売

★とてもまろやかな味わいで、色合いも爽や
かな「うぐいすあん」を、デニッシュの生

株式会社

地に巻き込んで焼き上げました。
毎回ご紹介する季節限定商品の中でも、
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CARD

今すぐ直販受付で

1袋5個入

大好評の人気の高い逸品です。

GET!!

※工場直販ご利用のお客様に、直販受付にて
「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

350

(税込)

円

「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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モーニングセット
Ａセット
Ｂセット
Ｃセット
Ｅセット

目玉焼き、トースト、ゼリー
スクランブルエッグ、トースト、ゼリー
胚芽パン、ヨーグルト
目玉焼き、サンドイッチ

ドリンク代+200円

イッキンくんの
くんの

パンでつながる情報案内

こんがり !

ブランチメ二ュー
ドリンク+週替わりブランチ

NEWS

2014年、夏…。
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550円

暑い季節こそ、ガッツリ、たっぷり、モリモリ食べてスタミ

トーストやサンドイッチをメインに、ボ
リューム満点サラダたっぷり、フルーツも
付いてドリンク代に２ＯＯ円アツプで食べ

ナ不足の解消 !! 今回はおすすめ夏メニューをご紹介します。

シェフのアイデアで週替わりのブランチ
が楽しんでいただけます。

クレマポワン(黒蜜ソース)

今回は夏野菜の定番、トマトとナスをソ
テーし、玉子をベースにしてトッピングした

られてお得感充分（*^_^*）

ピザトーストです。ボリュームたっぷりで、

内容の違う４つのセットから選べます。
パラパウント
各務原市那加日新町6−55
tel. 0583-89-3738
定休日：毎週木曜日、第3・5水曜日木曜連休

ドリンク込みのバリュー価格でどうぞ。
アイスSサイズ 420円
アイスMサイズ 450円

温ったかパンに、ひんやりアイスのステ
ふんわり玉子の
オムレツサンドイッチBOX

ドリンク料金+480円

キなハーモニー。１Ｏ種類のソースから選
んでいただけます(*´∪｀*):+。..*・

イースタンバンク（バンク上山店）
多治見市上山町1−89（19号線修道院前）
tel. 0572-23-8338
営業時間：8：00〜18：00
定休日：木曜日（祝日は営業）

モーニングセット

café Ena カフェエナ
愛知県西尾市一色町味浜上長割54−1
tel. 0563-77-0805
営業時間：8：00〜20：00
定休日：月曜日、第一第三火曜日

オーダー11:00〜ラスト
通常モーニングセット ドリンク+200円

８種類の野菜をたっぷりと混ぜ込み、

塩豚とリンゴのサンドイッチ

オーブンでじっくり焼いた自家製オムレツ

サンドモーニングセット+100円

クルミカンパーニュを使ったサンドです。

が主役。ふんわりオムレツと、とろーりチー

赤みそとクリームチーズの組み合わせが新

ズのボリュームのあるサンドイッチです。

しい驚き！！トマトの酸味もアクセントに

珈琲家牧歌
愛知県岡崎市美合町入込8−2
tel. 0564-58-7867
定休日：無休

なって、新感覚のおいしさです。新規オー
プンでメニューもオリジナリティ満載。
豚肉の塩加減とリンゴの酸味が絶妙に
マッチした一品。夏の暑い時期に是非とも

モーニングセット

さっぱりとしたサンドイッチを！
５５カフェ
四日市市富州原町２−４０ イオンモール四日市北
営業時間：9:00〜21:00（日・祝日は20:00閉店）
モーニング：9:00〜12:00 / 定休日：無休

500円
パンは玉子と小倉からセレクト。フルー

SOL café（６月９日OPEN）
名古屋市瑞穂区惣作町1丁目-27
tel. 052-977-6782
定休日：不定休

バジルチキンとトマトのパニー二

モーニングセット
6 月中旬からの新メニュー！

ツ、
茶椀蒸し、
ドリンクセットで楽しめます。

380円

コーヒーを凍らせた氷を使用し、アイス
外はカリカリに焼かれたパ二―ニにサン

コーヒーを最後までおいしくいただけます。
夏用としてスカッシュフロートも取り揃え

ドリンク+70円

ています。２階ギャラリーは、無料でご利
用していただけます。
一休庵
岐阜市世保南107
tel. 058-229-6366
営業時間:8：30〜17：00
定休日：水曜日

某「秘密のケン○ンＳＨＯＷ」で、話
題になったアーモンドトーストです。
ブラウン珈琲
緑区篠の風2-251 平和堂グリーンプラザ1Ｆ
tel. 052-838-8366
営業時間：8：00〜21：00 / 定休日：年中無休

ドされた、ジュ―シーなバジルチキンと夏
野菜の王様トマトの食感が最高。
酸味の効いたさわやかなソースで、清涼
感もアップ。食欲が加速します!!
ビックキャビン（キャビン瑞浪店）
瑞浪市和合町2−216−1
tel. 0572-68-1933
営業時間：7：30〜22：00 / 定休日：無休

限定プレミアム商品のご案内

今だけの美味しさをお届けします !!

・７月〜発売の期間限定・数量限定販売商品です。・お渡し確実２営業日前までに予約ごを!!
・お問合せ・ご予約はお気軽にお電話ください。
ご予約 tel. 052-400-1251

グレープフルーツのローフパン
★暑い夏にはさっぱりした柑橘系のくだもの
が、食欲を刺激する最高の組み合わせです！
グレープフルーツのローフパンは、さわやか
なグレープフルーツの甘酸っぱさで生地との
1本

450

1袋5個入

350

1袋5個入

350

相性が抜群です(●>∀<)ノ☆+゜

(税込)

円

アジアンマンゴーのスイートパン
★味わい深いアジアンマンゴーをふんだんに
使用し、スイートなパン生地の上に乗せて大
切に焼きあげました（*^_^*）
味のアクセントに種なしの小粒のレーズ
ン・カレンズを添えてあります。

(税込)

円

富良野メロンクリームデニッシュ
★北海道富良野のメロンを使用したクリーム
を、当社自慢のデニッシュ生地に巻き込んで
焼き上げたパンです。
風味豊かなメロンクリームとデニッシュ生
地のハーモニーをお楽しみください。
in fo rm at

io n! !!

(税込)

円

がんばれ!イッキンくん・ぬりえコンテスト2014

8月
月1日〜
日〜8月
月31日
日まで
まで

作品受付期間
作品受付期間
c morimoto kirin

今年も「ガンバレイッキンくん・ぬりえコンテスト」
が開催されます。応募期間は8月1日から8月31日(必

パリジャン・
フランシスくん

着)です。応募用紙は本社・各営業所で配布中。弊
社オフィシャルウエブサイトからもダウロードしてい
あずまさん

ただけますのでどうぞご利用ください。
2012年第一回開催からもう、3回目となりますが、
回数を重ねるたび、たくさんのちびっ子からすばらし

イッキンくん

い作品を数多く応募していただいています。
information!!!

今年の夏休みも宿題の休憩時間、
リラックスタイ

メロリーナちゃん

掲載記事募集のお知らせ

ムに、気軽にぬりえ作品を描いて応募してみてはい

カロリンチョくん

ねんれい

さい

かがでしょうか?

なまえ
株式会社

身の回りで開催される、さまざまなイ

優秀作品には、ステキな賞品も用意しています

ベントや催し物・新規開店されるお店紹
介など、地域に根付いて活動されるみな
さんの情報発信の応援をしています。
掲載記事は随時募集しております。本
社受付までお気軽にご相談・お問合せ
ください。ウエブサイトからもお問い合
わせいただけます。
お問合せ窓口 : tel.052-400-1251
メールお問合せ : mail@acebaking.jp

お問合わせ窓口 : tel.052-400-1251
メールお問合せ : mail@acebaking.jp

ので、みんなどしどし応募してくださいね。
どんな作品が見られるかとても楽しみですね。

「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

こんがり !
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オフィシャルウエブサイトもどうぞご覧ください。

★ グランプリ

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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ぬりえコンテスト2014・受賞者発表特別号
今年で第３回目となりました「がんばれ !! イッ
キンくん・ぬりえコンテスト 2014」に、今 年も
全国から本当にたくさんのご応募をいただきあり

ikkin-kun!
c morimoto kirin

がとうございました。
ご応募いただいた作品は弊社ぬりえコンテスト事務局に
て厳正な審査をさせていただき、各賞が決まりました。今
回のこんがりニュースはその結果をお知らせいたします。

★金 賞
11さい

ふじい りくとさん

11さい

★銀 賞

★銀 賞

でぐち ようたさん

あさの まむさん

7さい

★銅 賞

★銅 賞

★銅 賞

なかにし ゆめかさん 5さい

わたなべ まなはさん 9さい
こざき さらさん

3さい
ごとう けんたさん

7さい

本社特設会場で応募作品の展示開催!!
※写真はイメージです

本社にてぬりえコンテスト応募作品特別展示させていただきました

しぃ!!

すばら
今年で３回目となりました、
夏の恒例「が

知らせし、作品は

んばれ！イッキンくんぬりえコンテスト2014」 本社の特設会場
が 8 月1日から開催され、全国各地からた

でも展示させてい

くさんのご応募をいただき、ぬりえコンテ ただきました。
スト事務局にて９月中旬から厳正な審査を
させていただきました。

受賞された方おめで
とうございます!!

今年の応募作品は、昨年までの応募作

残念ながら受賞をのがした方も、ありが

品とはひと味違った彩色をしてある作品や、 とうございました。次回開催にまたぜひご
中にはちよっと脱線して残念ながら審査対
象から外れてしまった作品もありましたが、
応募したみなさんのバラエティ豊かな感性
がキラリ☆と光る作品が数多くあったよう

応募くださいね (*´∪｀*):+。..*・

作家のひとこと。
view!
Designer’s Re
イメージキャラクターのイッキンくんや、
ぬりえのデザインなどをしている、イラスト

に思います。

なお審査結果はこのこんがりニュースを レーターの「森元きりん★」です。
はじめ、オフィシャルウエブサイトなどでお

今回は今年開催されたサッカーのワール
ドカップ「みんなで日本チームを応援しよ

イッキンくんスタンプカード!!

う」をテーマに原画制作させていただきま
した。今年の日本チームはちょっと力を発

株式会社

揮できず残念な結果でしたね。
その分サポーターの応援の思いを、ぬ

N
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information!!!

りえ作品にぶつけていただけたみたいで、
kirin
c morimoto

CARD

掲載記事募集のお知らせ
今すぐ直販受付で
身の回りで開催される、さまざまなイ

GET!!

※工場直販ご利用のお客様に、本社受付にて

ベントや催し物・新規開店されるお店紹

「サービススタンプカード」を配布しています。

介など、地域に根付いて活動されるみな

・お買い上げ500円毎に1ポイント

さんの情報発信の応援をしています。
掲載記事は随時募集しております。本
社受付までお気軽にご相談・お問合せ
ください。ウエブサイトからもお問い合
わせいただけます。
お問合せ窓口 : tel.052-400-1251
メールお問合せ : mail@acebaking.jp

すばらしい作品がたくさんありました。
思いもしないアイデアで彩
り豊かなみなさんの応募作
品を見せてもらいとても刺
激を受けワクワクさせても
らいました。ありがとうご

・ポイントゴールで500円分のサービス

ざいました。

「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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オフィシャルウエブサイトもどうぞご覧ください。

内

報案
パンでつながる情

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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ikkin-kun!
c morimoto kirin

イッキンくんの
くんの

coco de café

カフェ・ド・いな

フレンチトースト

今年8月6日にオープンしたばかりの

寒い冬こそ最適のあったかメニュー。

フルーツソースでデコレーション!

さわやかな自家製サラダ、やっぱりうれしい茶わん

とってもおしゃれな「ココデカフェ」。

蒸しと一緒に、ボリュームたっぷりのホットプレスサ

おすすめの熱々フレンチトーストは、

ンドをどうぞお召し上がりください。

盛りつけもおしゃれで、食欲が加速しま
す。独特のふわふわ食感で、まるでク

tel.0564-57-4848
愛知県岡崎市下青野町太田川原 25−1
営業時間：8:30 〜 21:00/ モーニング：8:30〜10:45
定休日：月曜日、第三火曜日

リームを食べているような感覚です。
寒い日にもおすすめのホッとメ
ニューをどうぞっ(*´∪｀*):+。..*・

ホットプレスサンド

tel. 0568-84-0013
愛知県春日井市岩野町 2 丁目 12−24
定休日：毎週水曜日

モーニングメニュードリンク込 700円
ハム・チーズと玉子から選べます

め
超絶おすトす
・セレクト!!

モーニングタイム：8：00 〜 14：00
ランチタイム：12：00 〜 14：00

かかホット
温った
冬の暖

逸品メニュー!

モーニングセットは、
ドリンク代 + セット代となります。
ホットドッグ、
エッグトースト、
サンドウイッチなど、
平日は８種類、
土・日曜日は６種類から選んでいただけます。

beatnik cafe
（ビートニックカフェ）

ホットサンド ( フィッシュ & エッグ )

ほどよくさっくり焼いた
ランチ
（スープ・ドリンク付）1080 円
※ランチの内容は不定期に変わります

珈琲 蔵人珈蔵 岐阜店
この季節、特におすすめのホットサンドの
セットです。具は日替わりで毎日おいしく、

ンドに、みんな大好きなエ

ベーコン＆スクランブルエッグサンド

ビやほうれん草など具だくさ

エビのクリームソース添え

んの温かーいクリームソー
スがかかって、サクサクトロ

今回はフィッシュ＆エッグをご紹介。
単品メニューやランチのパンメニュー、デザー
ト類も豊富なラインアップが充実。ボリューム
→

たっぷりの「味噌カツサンド」も絶品です。

tel.058-247-9582
岐阜県岐阜市前一色西町 7-30
営業時間：8:00 〜 23:30
定休日：３,６,９,１２月の第 4 火曜日

リの絶妙なハーモニーを楽しめます。
tel. 052-726-6729
愛知県名古屋市名東区八前 2-1608

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ドイツ伝統のパン
シュトーレン限定販売!

●●●●●●●●●●●●●

様々なメディアでも紹介さ

慣があります。シュトーレンは焼いてすぐに食

れ、名前を知っている方も増え

べるのではなく、ドライフルーツやラム酒の

てきているドイツの伝統的なパン

風味などが日々生地に馴染んでいき、日ごと

「シュトーレン」をご紹介します。

に熟成する風味を毎日楽しんでいただける逸

シュトーレンの生地にはドライフルーツやナッツ
が何種類も練りこまれていて、表面はシュガー
コーティングされています。本場ドイツではクリ
→

スマスまでの間、少しずつスライスして食べる習

品です。
エースベーキング・オリジナルのシュトー
レンをどうぞお召し上がりください。
お問い合わせ tel.052-400-1251

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

トーストを使ったトーストサ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

和の風情。抹茶メロンパン新発売 !!
いよいよ今年の

の香りが漂う抹茶

１１月から、新

の生地と深い味

商 品が 登 場で

わいの抹茶クリ

す。根強い人気

ームが一推しの

のメロンパンと、

特徴的なメロン

大人気の抹茶を

パンです。

コラボした、
「抹

しっとり系のシ

茶メロンパン」が新

ンプルな食感で、そ

発売になります。

のままおいしくお召し

パン生地に抹茶を入れて

上がりいただけます。

丁寧に練り込んで仕上げ、生産限定

静岡メロンパン・ミカンパンなど

の西尾抹茶粉末を使用して、なめらかな抹

いろいろなバリエーションを販売していまし

茶クリームを包み込んで焼き上げた和の風

たが、このメロンパンもヒット間違いな

味豊かなメロンパンです。

しっ。自信をもっておすすめする逸品をど

太陽の光を浴びて育った香り豊かな茶葉

うぞお楽しみください (●>∀<)ノ☆+゜

限定プレミアム商品のご案内

今だけの美味しさをお届けします !!

・10月〜発売の期間限定・数量限定販売商品です。 ・お渡し確実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。
ご予約 tel. 052-400-1251

マロンクリームのローフパン
★栗が美味しい季節を迎えました。
このパンは栗独特の甘みが特徴のマロンク
リームを、ふんだんにパン生地に巻き込んで
仕上げた、この時期ならではのおすすめの一
1本

450

1袋5個入

350

1袋5個入

350

品です(*´∪｀*):+。..*・

(税込)

円

プレミアムベルギーチョコのスイートパン
★日本でも人気が高く、濃厚な香りと味わい
のスペシャルなベルギーチョコのペーストをス
イートなパン生地と共に焼き上げました！
ベルギーチョコの深く高貴な味わいがパン
生地との絶妙にマッチします。

イッキンくんスタンプカード!!

(税込)

円

鹿児島焼きいも餡(あん)デニッシュ
★寒くなる時期にぴったりな焼き芋。
鹿児島産の焼き芋を餡にして贅沢にデニッ

株式会社

シュ生地の中に入れて焼きあげました！
口の中に広がる何とも言えない焼き芋の
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IK KIN -KU
S E RVIC E
STAM P

ほっこり感がたまらない逸品です。
kirin
c morimoto

CARD

今すぐ直販受付で

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

(税込)

円

「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

こんがり !
NEWS
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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。

イッキンくんの
くんの

パンでつながる情報案内

こんがり !
NEWS

シュトーレン販売
完売感謝特別号

vol.27

毎年クリスマスの定番、ドイツ伝統のパン「シュトーレン」
の限定販売は、おかげさまで今期も大好評いただき限定数
を完売させていただきました。ありがとうございました。
今号は商品をお渡しした際のスマイル特別号です。

お客様アンケートのご紹介

※工 場 直 販ご 利 用のお

株式会社

客 様 に 、本 社 受 付 に て

シュトーレンご購入のお客様にアンケートをさせていただいた、その一部をご紹介したします。いただいたご意見・ご要望を参考に、よりよい商品をご提供できるよう努力してまいります。

Q) 食べた感想について率直なご意見をお書きください。

Q) 来年に向けてのご意見ご要望などございましたら
自由にお書きください。

「おいしい」へ、ひたむきに。
「ありがとう」へ、ひたむきに。

「サービススタンプカー
IKK IN- KU N
SE RVICE
STAM P
CARD

ド」を配布しています。
c morimoto

kirin

・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

イッキンくんスタンプカード

今すぐ直 販 受 付で

GET!!

イッキンくんの
くんの

パンでつながる情報案内

こんがり !
NEWS
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〒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。

内

報案
パンでつながる情

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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イッキンくんの
くんの

ikkin-kun!
c morimoto kirin

プロ仕様のパンが欲しいっ!
以前から一般のお客様に、業務用の美
味しいパンを手に入れたいとのお問い合わ

スタンプ

甘党推しメンセット

2

バゲット

コ

ピッタンコ

イチゴ・チョコ・カスタード
すいぜん

の三重奏。甘党垂涎のスウ

ミニクロワッサン

せを多くいただき、 ィートハーモニー。
本 社・各 営 業

★いちごミルクデニッシュ・

所の窓口で工場

1 袋 5 個入り・250 円

直 販 で お 応え ★チョコマーブルＢＨ・1 本・420 円
し、業務用食パ
全粒角食パン

ンをご提供させ
ていただいています。

★ロンプル・1 袋 5 個入り・330 円
《合計 1,000 円》

スタンプ

4

大人気定番セット (A)

今ではたくさんの方にご利用いただき、
プロ仕様のひと味違う業務用食パンが手
に入ると大好評です。
キンくんのスタンプカード」を

組合せてパズルの楽しみ!

ピッタンコ

説明不要の大人気定番商品のセットです。

モーニングロール

その工場直販のサービスでは「イッ

クレマポワン

コ

ここにご紹介した以外にも、いろいろ

★S山食パン・2 本・1480 円

な商品でスタンプピッタンコな組み合わせ

★デニッシュ食パン S・

がたくさんありますので、パズルのように

1 本・520 円

無料で配布して

楽しんで、試したことのなかった新しいパ

《合計 2,000 円》

います。500 円

スタンプ

4

大人気定番セット (B)

で 1 個押してもら

ンにもぜひ挑戦してみてくださいね。
コ

いままで知らなか

ピッタンコ

った、新しい美味

人気のパンを極めるとこれに決まり。

えるスタンプ。

しさが隠れてるかも

★S 山食パン・2 本・1,480 円

今回はいろいろ

しれませんょ。
。

★メープルラウンド・

な商品を組み合わ
せてスタンプをピッ

1 本・520 円

タンコセットでご紹介します(・ε・)/

《合計 2,000 円》

個人で一度に買うにはちょっとボリュー
ムのあるセットもありますが、ご近所やお

くさん掲載されている、工

スタンプ

おいしい朝食セット

3

場直販のご案内広告も本社・各
コ

営業所の受付窓口にて用意してありますの

ピッタンコ

友達の分もいっしょにして、スタンプをピ ホテルの朝食でご利用いただいている、
ッタンコ。これが意外ときもちいい ww

おすすめの商品がた

メープルラウンド

まさにプロ仕様の目覚める美味しさです。

で、お気軽にお問い合わせください。
tel.052-400-1251

★S 食パン・1 本・770 円
★モーニングロール・1 袋 10 個入り・350 円
★クロワッサン F・1 袋 10 個入り・380 円
《合計 1,500 円》

スタンプ

デニッシュ食パンS

おしゃれサンドイッチセット

2

コ

THE「和」セット

スタンプ

3

コ

ピッタンコ

ピッタンコ

イチゴミルク
デニッシュ

黒糖のパンをメインに、小倉・メロンパ

いつもの薄切り食パンとはひと味違う、 ンなど日本発の和のパンを集めました。
レシピ本にでてきそうな、おしゃれなサン ★黒大・1 本・800 円
ドイッチを作るのに最適です。

★小倉デニッシュ・1 袋 5 個入り・270 円

★バゲット・1 本・280 円

★メロンパン・1 個・100 円

★全粒角・1 本・720 円

★フレーズ (ジャム )・1 袋 5 個入り・330 円

《合計 1,000 円》 メロンパン

《合計 1,500 円》

S山食パン

パンのご案内をさせていただきました。

名鉄沿線ハイキング

中継点でサポート !!

即売コーナーでは 5 種類のパンを販
売させていただき、ピーク時には長蛇
の列ができるほど大好評をいただきまし
た。用意させていただいた販売予定数
はお昼前には全て完売 !! 特にミニあん
ぱんは、歩きながらもお土産にもご好
評いただきました (`・ω・´)ゝ ”

1月 25日 (日 ) 名古屋鉄道
（株）
様主催の
「名
鉄電車沿線ハイキング」が開催されました。
名鉄西春駅をスタート地点に、ゴールの新
清洲駅までのおよそ１Ｏkm のコースを、グルメ

完売に伴いご案内できなかった皆さんには、
本社各営業所の窓口でも工場直販をしておりま
すので、お気軽にお問い合わせください。

やショッピングを楽しみながらウオーキングで
きるイベントです(^ ー ^*)♪
当日は晴天に恵まれ暖かなハイキング日和と
なり、約３ＯＯＯ名の方が参加されました。
弊社はハイキングコースの中継点・グルメス
ポットとして、休憩場所のご提供とプロ仕様の

限定プレミアム商品のご案内

今だけの美味しさをお届けします !!

・２月〜発売の期間限定・数量限定販売商品です。 ・お渡し確実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。
ご予約 tel. 052-400-1251

チーズクリームのローフパン
★おだやかで優しい味のチーズクリームとパ
ン生地をあわせ、じっくりとローフパンに焼き
あげました(*´∪｀*):+。..*・
スイーツのような感覚で食べられる、食欲を
1本

450

1袋5個入

350

1袋5個入

350

そそる仕上がりになっています。

(税込)

円

バナナ＆カレンズのスイートパン
★毎年定番のバナナジャムとカレンズ(レーズ
ン)の組み合わせに、少し甘さのあるパン生地
にのせて焼き上げました。
幅広い年代のどなたにも美味しくお召し上
がりいただける一品です。

イッキンくんスタンプカード!!

(税込)

円

カフェオレデニッシュ
★甘くほのかな苦みが特徴のカフェオレク
リームを、自慢のデニッシュ生地で包み大切

株式会社

に焼き上げました(^ー^*)♪
ストレートティーやコーヒーにも相性抜
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群、午後のティータイムにおすすめです。
c morimoto

kirin

CARD

今すぐ直販受付で

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

(税込)

円

「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

こんがり !
NEWS
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株式会社
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tel. 052-400 -1251 fax. 052-409-5300
URL : http://acebaking.jp/
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オフィシャルウエブサイトもどうぞご覧ください。

内

報案
パンでつながる情

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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ikkin-kun!
c morimoto kirin

イッキンくんの
くんの

春日五条川さくらまつり2015開催レポート!!

さくらまつり会場周辺の満開の桜並木を楽しめます。

す。
社 員 が 頑 張りま
今 年入社の 新入

. .

行 列が できるほ
どの大 盛 況 !!

もすごい人出です。
イベントステージ周辺

当社出展ブースでは、プロ仕様の食パ

晴れ。さくらまつり !

らが舞うと、五条川も水面一面ピンク色

ンや菓子パンを販売！さくらまつり限定の

4 月 4 日 ( 土 )、
今年も待ちに待った
「春

に染まってとてもキレイです。

商品もご用意して、おかげさまでお客様

日五条川さくらまつり」が開催されました。
弊社も毎年参加・出展させていただい
ているさくらまつり。お祭り会場にお越し
になる皆さんと、出店ブースを通じて一緒

に大変ご好評をいただきました。中には

イベント山盛り、盛り沢山。 両手いっぱい買い求めていかれる方もみ
毎年会場は地元企業を中心とした出展

ブースが軒を並べ、常設ステージではキッ 本当にありがとうございました！

に桜を楽しむことが出来るのを心待ちにし ズダンスコンテストなど、バラエティに富
ていました (*Θ_Θ*)/

え、お昼過ぎに販売予定数は全て完売。

んだたくさんのイベントが行われます。

当日せっかく足を運んで頂いたのに、
「売
り切れで買えなかった！」
「もっといろん

今年は前日の天気予報で、雨の予報が

毎年お客さんの多さに驚きますが、天

な種類を買いたかった！」という方にも朗

でていたものの、一転ぽかぽかの気候で

候の後押しもあって、今年は例年以上の

報 !! 本社 2F 受付・工場直販でお求めい

とても暖かい快晴になりました。

たくさんの方で賑わい行列が出来ている出

ただけますので、どうぞお気軽にお問い

会場周辺・五条側の河川敷の桜並木

展ブースも多く、弊社をはじめ特に食品

合せご予約いただき、プロ仕様の味を存

も、この日を待ちわびていたかのように見

を提供するお店は大人気です。お友達や

分にお楽しみください♪

事な満開で迎えてくれました！

家族連れでお越しになる方々で、たいへ

エースベーキング本社お問合せ・ご予約

ん盛り上がっていました (●>∀<)ノ☆+゜

tel. 052-400-1251

時折そよぐ春風に桜の枝が揺れ、花び

新人さん★いらっしゃい !! SuperRookie!!
２０１５年４月入社のフレッシュな新入社員。
スーパールーキー 3 名の紹介です。
寺西 裕貴（てらにし ひろき）
趣味/旅行・スポーツ観戦
座右の銘/小さな親切からも大きな幸せ・笑顔が生まれる
目標/お客様から信頼される仕事ができるようになる

武野 晃典（たけの こうすけ）
趣味/読書、音楽鑑賞、ライブに行く
座右の銘/勝利の女神は、正しいか否かよりも、
笑いがあるか謙虚であるかを重視している
目標/お客様との信頼関係を築き、頼りにされるひととなる

三浦 佳彦（みうら よしひこ）
趣味/野球
座右の銘/挑戦
目標/お客様から信頼される仕事ができるようになる

これからの 3 名の努力と才能にどうぞご期待ください。
information!!!

掲載記事募集のお知らせ

みなさんの身の回りで開催される、さまざまなイベントや催し物・新し
く開店されるお店のご紹介など、エースベーキングでは地域に根付いて
活動されるみなさんの情報発信の応援をしています。

イッキンくんスタンプカード!!

掲載記事は随時募集しております。本社受付までお
気軽にご相談・お問合せください。

株式会社

ウエブサイトからもお問い合わせいただけます。
本社お問合せ窓口 : tel.052-400-1251

N
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メールでお問合せ : mail@acebaking.jp
c morimoto

kirin

CARD

今すぐ直販受付で

GET!!

※工場直販ご利用のお客様に、直販受付にて
「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

こんがり !
NEWS

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

第0029号初版 / 2015年 5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。

イッキンくんの
くんの

珈琲待屋

パンでつながる情報案内

こんがり !

tel.0572-26-7868
土岐市土岐津町高山 2−15
営業時間 7：30 〜 17：30
定休日 : 毎週木曜日、第一水曜日

NEWS

夏のおすすめ
メニュー特集号

vol.30

野菜サンド

ふわふわのパンに、よく冷
えた野菜をたっぷり使い、
マ
ヨネーズ風味の中にマスター
ドが程よくピリッ！とアクセ

苺のフレンチトースト

野菜サンド ( 単品メニュー )￥650-

ント。食欲の落ちる夏にも爽
やかに食べられる、お奨めの
一品です。

ビリオン珈琲則武店
tel.058-215-6607
岐阜市則武東 1−8−22

苺のフレンチトースト ￥590-

アミュゼ

爽やかな酸味がアクセントのフレッ
シュなイチゴとベリーが、イチゴソースと

tel.0562-44-7709
大府市桃山町 5-61
定休日：木曜日

生クリームの甘さとハーモニー。

モーニング ( サラダ・コーヒーゼリー )

フレンチトーストと一緒に口の中が美
味しさのトライアングルを奏でます。

お家カフェ寿
tel.0572-44-7732
住所 瑞浪市上平町 4−2
営業時間 8：00 〜 15：00
定休日 : 金曜日

オーソドックスな角食パンとごまの風味
が香ばしい黒ごま食パンのトーストに、
サラ

日替わりランチ

ダとコーヒーゼリーがついたセットです。

チーズ野菜サンド
トマトソースとハーブ
チキンの

ホットサンド
〜 14：00
日替りランチ：11：30

ン付き
ガトーショコラ＋ミニプリ
ドリンク＋自家製ミニ
,000-

￥1

お家カフェ寿の日替わりランチは、サンド
イッチ３種の中からから1つを選べます。ご紹

桜坂珈琲店幸田店
tel.0564-63-0988
愛知県額田郡幸田町
大字大草字下六篠 40−1
営業時間 8：00 〜 21:00
定休日：年中無休

（ハーブグリルチキン
、
チーズ、
オニオン、
完熟トマトソース）

ブランチ B セット ( サラ
ダ、
スイーツ付 )
ドリンクプラス ￥560-

介するのはトマトブレットを使用した、ハム・
チーズ野菜サンド(`・ω・´)ゝ”

濃厚な完熟トマトの酸味と甘さ、ジュー

見た目もカラフルでボリュームたっぷり。ト

シーなグリルチキン、チーズの濃厚さを角食

マトパンとの相性も良く、さっぱりしていて夏

パンで閉じ込めた、食べ応えボリューム感

にもってこいの日替りサンドです。

満載です。セットのサラダとスイーツで後
味もさわやかなバランスが絶妙です。

限定プレミアム商品のご案内

今だけの美味しさをお届けします !!

・６月から発売の期間限定・数量限定販売商品です。・お渡し確実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。
ご予約 tel. 052-400-1251

フレッシュバナナのローフパン
★さわやかなバナナの味のクリームを、食パ
ン生地と合わせて焼き上げました。
いよいよ本格的な夏の暑さの中でも、み
んな大好きなバナナの風味で、さっぱりと食
1本

450

1袋5個入

350

1袋5個入

350

べられるおすすめパンです。

(税込)

円

トロピカルパインのスイートパン
★甘さの中にほのかで独特の酸味があるトロ
ピカルパイン。(*´∪｀*):+。..*・
そのトロピカルパインのジャムを、軽くス
イートなパン生地に乗せてソフトに焼き上げ
た一品です。

(税込)

円

富良野メロンクリームデニッシュ
★北海道富良野のメロンの、みずみずしく
甘さある味を引き出したクリームを、当社自
慢のやわらかデニッシュ生地に巻き上げて焼
き上げた一品です。午後のおやつとして、
紅茶と一緒にお勧めしたい逸品です。

(税込)

円

予告!! 今年もします「ぬりえコンテスト2015」開催!!
今年も恒例となりました「がんばれ !! イッキンくん・ぬりえコンテ
スト」が開催されます。小学生以下を対象に夏休みのお楽しみ。
素敵な景品も企画していますので、どしどしご応募ください。
詳細は後日こんがりニュースやウエブサイトでお知らせします。

information!!!

掲載記事募集のお知らせ

みなさんの身の回りで開催される、さまざまなイベントや催し物・新し
く開店されるお店のご紹介など、エースベーキングでは地域に根付いて
活動されるみなさんの情報発信の応援をしています。

イッキンくんスタンプカード!!

掲載記事は随時募集しております。本社受付までお
気軽にご相談・お問合せください。

株式会社

ウエブサイトからもお問い合わせいただけます。
本社お問合せ窓口 : tel.052-400-1251
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メールでお問合せ : mail@acebaking.jp
kirin
c morimoto

CARD

今すぐ直販受付で

GET!!

※工場直販ご利用のお客様に、受付窓口にて
「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

こんがり !
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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。

