サンドウイッチランチ

ドリンク）
サラダ、
スープ、
（本日のサンドウイッチ、

イッキンくんの
くんの

beatnik cafe（ビートニックカフェ）

パンでつながる情報案内

こんがり !

Tel : 052-726-6729
名古屋市名東区八前 2-1608
営業時間 : 8:00 〜 18:00
定休日：木曜日

NEWS

季節のお店おすすめ
メニュー

モーニング : 8:00 〜 11:00

31

SP!! vol.

980 円 ( 税別 )

ランチ : 11:30 〜 14:30

とろとろの 2 種
類のチーズが癖

になり、パルメザンのカリカリチーズの焦
げた香りが食欲をそそります。とろけ出す

café & wine 池戸
Tel : 058−214−8136

表 面 のパルメザ ン

岐阜市玉井町 36−1

チーズのサクサク感

営業時間 : 9:00 〜 22:00

がとにかく絶品ポイン

定休日：不定休

トです!!

岐阜、長良川沿い
の古い町並み通称川

グルメチーズサンド

原町（カワラマチ）に、

レラチーズ・
（パルメザンチーズ・モッツァ
チェダーチーズ）

築約１４０年の古民家を改装して５
月末にオープンしたばかりの赴きあ
る店舗です。
バゲットを1/3 本たっぷり使用し
て、ベーコン・レタス・トマト・エッ
グをバゲットに挟んだＢＬＴＥサン

西尾ナポリタンのソースは

ド。ジャンボでボリュームたっぷり、

日本一を誇る三河湾産あさ

食べごたえもあり満足感十分です。

り、西尾産トマトとえびせん

ディナーセット前菜３種

（サラダ、
スープ、
パン、
コーヒー / 紅茶）

べい使用が原則の今話

シャローム

題のソース。
て 3 種盛りは、手作り

※アルコール類のお供にご注文
されるお客様もみえます。
食事よりも軽いので少しだけ食べた
い方にもおすすめです。

のソースを具材と絡め見

ディナーセット 780 円

そのパスタの前菜とし

tel : 052-899-3231
名古屋市緑区大形山 309-1

た目も素敵。

カフェ エナ

具材とソースをベースのパンに添えて一緒にいた

Tel : 0563-77-0805

だきます。あさりのダシ、本来はパスタに使用す

西尾市一色町味浜上長割５４−１

るソースをアレンジ。それぞ

定休日：月曜日、第１, 第３火曜日

れのソースがパンに染みて最
後まで楽しめます。

営業時間 : 8:00 〜 20:00

外はサクサク、中はもっちり、全粒食パン
でしか出せない食感。見た目はこってりしてい
ますが、表面にかかったコーンフレークで
サクサクした軽い食感が特長です。
珈琲は光サイフォンを使用して、１杯ずつ
大切に入れています。

パスタランチ
サラダ、
（日替わりパスタ、
パーネット他）
小鉢 2 ケ、

６月１５日からスタートした人気のランチ
は、メインの日替わりパスタに小鉢が二つ
セット、野菜たっぷりでとってもヘルシー。
パーネットも 2 枚ついてボリューム大満足。
食後はジェラートで、お口サッパリ！！

グ
スペシャルモーニン

トースト
オリジナルフレンチ

café de Ra Ra ( カフェド ララ )
Tel : 0566−91−1515
愛知県刈谷市高須町 1−2−4
駐車場 5 台
営業時間 : 8:30 〜 17:00 / 定休日：月曜日

モーニング : 8:30 〜 11:00

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

大人気!!今年も「ぬりえコンテスト2015」好評開催中です!!
今年も恒例の「がんばれ !! イッキンくん・ぬりえコンテスト
2015」を開催中です。小学生以下を対象に夏休みのお楽しみ。
応募用紙は本社・各営業所受付にて無料配布中。ウエブサ
イトでもダウンロードできます。どしどしご応募ください。
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
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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

第0031号初版 / 2015年 8月 15日発行

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。

★銀 賞

★銀 賞

★ グランプリ

谷 かのんさん

9さい
かすや れむさん

★ エースベーキング賞

イッキン

vol.32

★金 賞

きのう いずみさん 6さい

9さい

パンでつながる情報案内
くんの
くんの

こんがり !
NEWS

ぬりえコンテスト2015
受賞者発表特別号
今年もまた「がんばれ !! イッキンくん・ぬりえ
コンテスト 2015」を開催させていただき、全国
からたくさんのご応募、あり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

ながた りょうへいさん 5さい

★銅 賞

はその結果をお知らせいたします。

西川 侑那さん

★銅 賞

★銅 賞

安井 萌里さん

9さい

10さい
みずむかい ことのさん 3さい
ごとう けんたさん

8さい

ぬりえコンテスト

作家のひとこと。

審査結果発表

view!

Designer’s Re

今年で４回目となる

エースベーキング・イメージキャラクター

「ぬりえコンテスト 2015」

「イッキンくん」や、ぬりえの原画デザイ

に、みなさんたくさんの

ンをさせていただいてるイラストレーターの

ご応募ありがとうございました。

「森元きりん★」です。

東海地方を中心に全国各地から１５Ｏ点
を超えるご応募があり、応募作品の中か

今回のぬりえコンテストは、今年３月に
開通した北陸新幹線がテーマです。

らぬりえコンテスト事務局で厳正に審査を

今年のぬりえは少し年上向けに制作し

させていただき受賞作品が決まりました。

た難しい原画でしたが、小さいお子さんも

今年は丁寧に彩色されたカラフルな作品

頑張って塗ってもらえて、すばらしい作品

が多く審査に大変時間がかかりました。

がたくさんありました。

発表が遅くなりましたが、グランプリ作

皆さんの作品制作の楽

品をはじめ、エースベーキング賞も出るす

しさが伝わって、自分も

ばらしい作品が目白押しでした。

楽しくなりました。すて

来年のぬりえコンテストもどうぞお楽し

きな作品ありがとうござ
いました。

みにしていてくださいね (^ ー ^*)♪

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

つぶつぶいちごのローフパン
★いちごのつぶつぶがアクセントになった
ジャムを、生地に巻き込み焼き上げました。
定番のローフパンと定番のイチゴジャム、
王道のコラボレーションで、間違いない美味
1本

450

1袋5個入

350

1袋5個入

350

しさをお届けします。

(税込)

円

まるごとブルーベリー&カシスのスイートパン
★ブルーベリーとカシスをまるごとのせて、
芳醇な香りと個性的な酸味が味わえます。
デニッシュパンの生地との相性も抜群で、
午後のひとときに紅茶などと一緒に召し上
がっていただくのもおすすめです。

イッキンくんスタンプカード!!

(税込)

円

濃厚マロンクリームデニッシュ
★
「実りの秋」
。いよいよ栗の美味しい季節
本番を迎えました。栗本来の香りと濃厚さが

株式会社

特徴のマロンクリームをふんだんにパン生地
に巻きつけ焼き上げた、この時期ならでは

N
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の食べておきたい逸品です(●>∀<)ノ☆+゜
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。

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。

こんがりNEWS!
33

vol.

ikkin-kun!
c morimoto kirin

イッキンくんの
くんの

プロ仕様だからできること。

「ハーフリング」はその特徴の通り、器
として使えるパンです。例えばシチューや

いよいよ冬本番 !! 今回はちょっと珍

サラダなどを入れて盛りつけ、中身と一

しいサラダボールのような形をしたパン

緒につけパンして食べられる便利なパ

「ハーフリング」を使って、寒い日にお

ンなのです。洗い物も減って大助かり。

すすめの温ったかメニューをご紹介しま

ぜひ一度お試しください。

す。 →

白のきのこのクリームスープ
温かいスープをひと口食べれば、気
持ちもほっこり、きのこのクリームスー
プです。スープが染みたハーフリング
が絶品の定番の組み合せです。

ビーフシチュー
ハーフリングの超定番、ビーフシ

めニュー!
超絶おすリす
ングメ

。ハーフ
冬の温ったか

チューとの組み合せは確実に一推し！

逸品メニュー!

いつものビーフシチューも器を変えるだ
けで一気に特別な一品に変身します。

ほうれん草とベーコンのキッシュ
シチューなどをそのまま入れるだけでは

なく、好きな生地や具材を入れてオーブン
で焼けば、可能性は無限大！
今回はほうれん草とベーコンのキッシュ

フルーツあんみつソフト

をご提案。

あんみつ×小倉トースト。。パンの内側
にバターを塗り、軽くトーストした後に、小
倉とあんみつを入れた新感覚。ボリューム
たっぷりで軽食にもおすすめ。
お好みで生クリームやソフトクリームを
トッピングすればもう無敵スイーツの完
成です。

エビチリサラダ

赤のトマトチキンシチュー

中華にも意外と合うんです。
お好きな野菜と組み合わせて盛り付
ければ、中華風のサラダボウルもあっと
いう間に完成。食卓がオシャレなカフェご

お肌にも良いリコピンたっぷり、真っ
赤なトマトチキンシチューです。
こんな煮込み料理にもハーフリングは

飯へ大変身！たまごサラダやコールスロー

ベストマッチ。チーズをのせて軽くオーブン

と合わせても美味しくいただけます。

するのも美味しいですょ。

information!!!

スタッフ紹介

Hello!STAFF

シュトーレン完売御礼!!

初めまして。

今年もクリスマスに合わせ、予約注文さ

本 社営業部の

せていただいておりましたドイツの伝統的

寺澤透です。

なパン
「シュトーレン」
は、おかげさまで早

桑名、四日市を

期完売させていただきました。

中心に担当して
います。

残念ながらお届けできなかった皆様
に、来年はぜひお早めご予約下さい。

エースベーキ

お問合せ tel.052-400-1251

ングには、地元
に深く根付いて
いる喫茶店文化に興味があり、何か携わ
る仕事に就きたくて就職しました。
趣味はスポーツ観戦と旅行です。
これから、先輩たちが築いてこられた
伝統に恥じないよう、自分らしさを忘れ
ずに志をもって業務に精励いたします。

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 !!

・10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

つぶつぶいちごのローフパン
★いちごのつぶつぶがアクセントになった
ジャムを、生地に巻き込み焼き上げました。
定番のローフパンと定番のイチゴジャム、
王道のコラボレーションで、間違いない美味
1本

450

1袋5個入

350

1袋5個入

350

しさをお届けします。

(税込)

円

まるごとブルーベリー&カシスのスイートパン
★ブルーベリーとカシスをまるごとのせて、
芳醇な香りと個性的な酸味が味わえます。
デニッシュパンの生地との相性も抜群で、
午後のひとときに紅茶などと一緒に召し上
がっていただくのもおすすめです。

イッキンくんスタンプカード!!

(税込)

円

濃厚マロンクリームデニッシュ
★
「実りの秋」
。いよいよ栗の美味しい季節
本番を迎えました。栗本来の香りと濃厚さが

株式会社

特徴のマロンクリームをふんだんにパン生地
に巻きつけ焼き上げた、この時期ならでは

N
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の食べておきたい逸品です(●>∀<)ノ☆+゜
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
〒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
完売感謝特別号

vol.34

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、おかげさまで今年も大好評。
予定限定数の早期
完売をさせていただきました。
リニューアルした包装ケース
デザインも好評。
皆さんに楽しんでもらえてスマイル満開。

★たくさんの方に撮影にご協力いただき、本当にありがとうございました。誌面の関係で掲載出来なかった皆様にも、心から感謝いたします。

お客様アンケートのご紹介

シュトーレン

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。

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。

新パッケージ登場 !!

た。今回は新パッケージの説明とともにお
答えします (*´∪｀*):+。..*・

今までの取っ手付きケースのご要望もご

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弊社のシュトーレンは、しっとり味をなじ

ませるため製造時ラップに包み、その状態
でお届けしています。これは、熟成を安定
させ外気に触れない様保護するためです。
お手元に届いてからは、時間を置いてお
召し上がりになる方もございますので、十分

kirin

・ポイントゴールで500円分のサービス

ておりますが、冷蔵庫派の方にも箱のまま入
れられとても便利です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イッキンくんの
くんの

今すぐ直 販 受 付で

GET!!

パンでつながる情報案内

こんがり !
NEWS

第0034号初版
2016年 2月 15日発行

今年から採用の新しいパッケージはいか 「おいしい」へ、ひたむきに。
がでしたでしょうか ?
「ありがとう」へ、ひたむきに。

そしてシュトーレンは一気に食べずに、時

考にして、よりよい商品をお届け出来るよう

らに保管用の袋に入れています。

c morimoto

・お買い上げ500円毎に1ポイント

ました。また、冷暗所での保管をお勧めし

これからも皆様にいただいたご意見を参

でもあります。そのため、乾燥しない様さ

CARD

ド」を配布しています。

ざいましたが、商品をあえて両手で大切に イッキンくんスタンプカード
もっていただける形として、四角い箱型にし

に熟成させるための保護としても重要です。
間をかけて熟成具合を楽しんでいただく商品
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パッケージは開きやすく、保管する際に

材についてのご要望やご質問が多くありまし も入れやすい形状を検討しました。

客 様 に 、本 社 受 付 に て
「サービススタンプカー

搬送・保管時の商品保護をしています。

皆様からいただいたアンケートに、包装

※工 場 直 販ご 利 用のお

株式会社

その後、形状のしっかりした箱に入れ、

努力して参ります。
貴重なご意見、ご要望をいただき本当に
ありがとうございました (*Θ_Θ*)/

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。

報案内
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第７回春日五条川さくらまつり 2016.4.2
桜満開の４月２日、弊社近隣のはるひ夢
の森公園で「春日五条川さくらまつり」が
開催され、地域のみなさんと触れ合えるま
たとない機会に弊社も例年通りイベントブー
スを出店しパンを販売させていただきまし
た。今年入社した新入社員の二人も、声掛
けを中心に精一杯奮闘してもらいました。

ブース店頭では１１時半頃にはほぼ完売

8 時ごろから出店準備を始めましたが、 となりました。せっかく足を運んでいただい
開会前にもかかわらず、待ちきれないお客 たのに、商品を手にしていただけなかった方
様が 1 人また 1 人とお越しいただき、イベン には、次回はぜひいろいろなパンを召し上
ト開始時には人だかりができる大盛況です。 がっていただけるように十分に準備をさせて
ここ数年工場直販をさせていただき、随分
「エースベーキングのパン」が地域の皆様の
間に浸透してきている事を体感します。
今年は定番商品に加え、季節商品や新

いただこうと思います。
さくらまつりでお聞きする皆様からのうれ
しい言葉に、これからも、いつまでも「美
味しいパンのエースベーキング」と思ってい

商品も織り交ぜたラインナップを揃えまし ただけるよう精進してまいります。
た。お買い求めいただく際には、みなさんそ
れぞれに好きな弊社のパンがあって、日常
の幸せに少しづつ「エースベーキングのパン」
が、お役に立てているんだと感じます。
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ントの準備に臨みたいと思います。

名鉄ハイキング 2016.4.3

年は対応にも慣れてきた２年目３人の社員を

昨年２月につづき、名鉄主催のハイキング 中心に販売をさせていただきました。
イベントの中継所・休憩地点として弊社をリ
レーポイントに選んでいただきました。
今年企画させていただいた商品は、焼き
立てのメロンパン・小倉デニッシュ・パイン
デニッシュ・クロワッサン、またデニッシュ

当日は雨の予報でしたが、開催中は何と
か降らなかったことも好影響。予想を大きく
上回る３１９１名がハイキングに参加されたと
発表されました。晴天桜パワー恐るべし。
イベントの性質上、先着順での対応をさ

食パン、イギリス食パン、ブルーベリーロー せていただくことになりますが、今年も予想
フパンの工場直販、そして無料ドリンクコー

外のイベントの盛況ぶりに、またも準備した

ナーでコーヒーをご提供しました。

パンは早期完売。間もなく無料コーヒーも

昨年あまりの参加者の多さに、準備した
パンはわずか 1 時間余りで完売。店頭でも
清算をお待たせする場面もありましたが、今

予定数の配布が終了しました。
次回また機会がございましたら、お客様
に充分におもてなし出来るよう、リレーポイ

ハイキング参加者のみなさん、弊社にお
立ち寄りいただき誠にありがとうございまし
た。

新人さん★いらっしゃい !! SuperRookie!!
★新入社員の今枝明憲 (いまえだあきのり) です。 ★新入社員の山本新 ( やまもとあらた ) です。
好きな言葉は「継続は力なり」
。
趣味は料

何にでもコツコツと地道に取組むことが
大切だと考え、日々

理作りと野球観戦です。
人前で話すことが苦手で、その苦手を克服

の積み重ねで完
成に近づいて

するために営業職を志願しました。
会社内は社員同士の仲がとてもよく、頑張

いくことが好
きです。
趣味は読書

り次第ではどこまでも
目指せるのが魅

や料理、絵を描く 力です。
本社営業部

今枝 明憲

ことも好きです。

十年後、幸

好きな言葉は「とりあえずやってみる」で

せな人生を

す。
やってみてどんな結果になっても、経験値

送っていられ

になって生かされると信じています。
今は、パ

るよう日々成

ンの種類をもっと覚え、美味しいパンをたく 長することが目
さんの方に知ってもらうために頑張りますっ。 標です。

限定プレミアム商品のご案内

本社営業部

山本 新

今だけの美味しさをお届けします !!

・5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

トロピカルマンゴーのローフパン
★初夏の気配がする季節にもぅ夏先取りっ!
常夏のマンゴーをペーストにして、マーブル
状に焼き上げたローフパンです。
芳醇な香りと口当たりの滑らかさのハーモ
1本

450

1袋5個入

350

1袋5個入

350

ニーをお楽しみ下さい (^ ー ^*)

(税込)

円

イタリアン・レモンデニッシュ
★日に日に暖かくなるこのシーズンに、イタ
リアの風にのり、イタリアンレモンペースト
の酸味と爽やかな香りが届きます。
デニッシュ生地と相性も抜群で、午後の
ティータイムのお供に超絶おすすめです。

イッキンくんスタンプカード!!

(税込)

円

チョコバナナのスイートパン
★スイーツの王道チョコバナナがテーマ。
軽い食感が自慢の丸いスイーツ生地に、バ

株式会社

ナナペーストを乗せ、チョコチップをアクセン
トにトッピングした、おやつにちょうどいい
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スイートパンです。お子様にも大人気 !!
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

(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 !
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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。
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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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パナソニック /NB-DT50

おすすめトースター再び。
喫茶店やカラオケ店などでパンメニューを

まずは以前こんがりニュース特集

よくオーダーしますが、パンを美味しく食べ

した、パナソニック製の NB-DT50（価

るには、パン自体が美味しい事が大前提。

格 15000 円前後）をご紹介。

弊社はもちろん味には自信があります。
ですが、どんなパンでも時間の経過に伴

ボタンが多いので電子レンジのよ
うな外観ですが、トースターです。

い水分が蒸発し、いつしかパサついてしま

この機種の一番の特徴は、遠赤
います。できるだけ早く食べることがおいし 外線と近赤外線ヒーターのダブル加
く食べるコツですが、他にも美味しく食べら 熱（メーカー独自の技術）により、
れる要素はあります。例えば、バターやジャ 表面だけでなく中にも熱を通す事が
ムなどで味をアレンジすることです。
可能なところです。加えて焼きムラも
そして一番大切な事がもう一つあります。 少ないこともお勧めな点です。
それはパンを焼く「トースター」です。
また、温度調節は 8 段階のデジタル式。常温 / 冷凍などパンの状態によって、焼き方
今回のこんがり特集は「時間の経過した を使い分けることも可能です。その上パンの発酵モードもついており、様々な温度帯でパ
パンを蘇らせると言われている話題のトース ンに関わるいろいろな場面で利用出来る、秀才タイプのトースターです。
ター２台を徹底検証 !!」してみました。
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ミューダ / ザ・
トースター
NB-DT50

パナソニック /

バル

なるほど ! 比べて分かった !

バルミューダ / ザ・トースター
最近もっとも話題になっている 1 台と言え
ばこれっ!バルミューダのザ・トースター。
（価

さて、比較して分かったことがあります。

ンの表面だけが軽く焼け、パンの中に水分

特にこの２台は、トースターの中でも高価な

が閉じ込められます。

カテゴリーで、個性的な仕様のものです。

もう1 つの特徴として挙げられるのが完璧

NB-DT50 は、トーストしたときパンの中心

この機種今までのトースターとは操作手順

な温度制御です。開始からスチーム調理の

温度がより高く感じ、焼けてる感は抜群で

がちょっと違います。焼く前に水５ｃｃを本

間は 60℃～160℃で焼きます。この 60℃前

す。また、ザ・トースターは、蒸気の効果

体に注水するのです。運転が始まると庫内

後は、パンの中の柔らかさと風味がよみがえ

で焼き上がりがよりフワッと感じられます。

にスチームが発生し充満し、このスチームに

る温度帯。焦げ目がつき始めるのが 160℃

おすすめシチュエーションは !?

よりパンの表面が水分で覆われるため、パ

前後なのです。スチーム調理が終わり、焼

◎お店で使用する場合

格 25000 円前後）をご紹介します。

き上げ段階に入ると 220℃の温度とな

焼く度に水を入れる手間がない

ります。こうしたスチームの効果と

導入時の設備投資にやさしい

時間と温度制御を行う事で、表
面がカリッと中がフワッと焼き上

NB-DT50 ・ ザ・トースター˚
◎家庭で美味しいパンを食べ対場合

がり、小麦本来の甘みを感じら

導入コストは高めでも所有する満足感

れる「感動のバタートースト」

水入れの手間があっても毎日感動したい

と呼ばれるのも決して大げさで

NB-DT50 ・ ザ・トースター˚

はありません。チーズトーストや

総合的に見てお店で使用する場合、バラ

フランスパンやクロワッサンなど

ンスが良いのはやはり NB-DT50 ではないで

パンによってモードを使い分ける

しょうか。いかがですか、これを期にちょっ

ことも可能です。

とイイトースター (*´∪｀*):+。..*・

インターンシップ実施 !!

ぬりえコンテスト 2016
開催中の「ぬりえコンテスト 2016」は、
8 月 31 日にて応募締め切りとさせてい
ただきました。今年もたくさん
のご応募ありがとうございま
した。審査結果発表をどう

今年で５年目になるインターンシップは、
８月３O 日から９月２日までの 4 日間、大学

ぞお楽しみに。
information!!!

掲載記事募集のお知らせ

生 4 名の方を受け入れさせていただきました。
参加された皆さんには実際の製造現場や

みなさんの身の回りで開催されるさまざ

商品の配送ルートに同行していただき、弊

まなイベントや催し物、新しく開店される

社の仕事を体験していただくとともに、
「働

お店のご紹介など、エースベーキングで

くこととは？」
「仕事とは？」を、感じて考

は地域に根付いて活動されるみなさんを

えていただけたのではないかと思います。

応援しています。記事掲載のご相談・お

参加いただいた４名のみなさんの、希望

問合せは本社までお気軽にどうぞ。

に満ちた明るい未来を祈念しております。

限定プレミアム商品のご案内

お問合せ tel.052-400-1251
今だけの美味しさをお届けします !!

・９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

アジアンマンゴーのスイートパン
★夏を感じさせる常夏のマンゴーのペーストをほ
んのり甘い軽めの生地に乗せたパンです。
午後のティータイムにはおすすめ。マンゴーの
芳醇な香りと舌触りの滑らかさのハーモニーを
お楽しみ下さい (*´∪｀*):+。..*・

1袋5個入

350

1本

450

1袋5個入

350

(税込)

円

イタリアンレモンのローフパン
★イタリアンレモンペーストを練り込んで焼いた
人気のローフパンです(*Θ_Θ*)/
ひとくち食べればレモンの爽やかな香りが口
いっぱいに広がり、酸味があと一口、あと一
口と誘うおいしさです。

イッキンくんスタンプカード!!

(税込)

円

バナナデニッシュ
★何層にも重ねた当社自慢のデニッシュ生地
に、バナナペーストを練りこんだ一品です。

株式会社

大人もお子さんたちも大好きな、バナナの風
味が味わい深いデニッシュ生地と一体となり、

N
IK KIN -KU
S E RVIC E
STAM P

おやつにも大変おすすめです(・ω・)ノ
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

(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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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

★ グランプリ
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今年も夏休みの期間に「がんばれ !! イッキンくん・
ぬりえコンテスト 2016」を開催。今年５年目とな
るぬりえコンテストに、全国からたくさんの作品を
応募いただきあり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。

ikkin-kun!
c morimoto kirin

★金 賞

安井 萌里さん

★銀 賞

★銀 賞

松浦 羽菜さん

11さい

11さい

くぼた ひろとさん 7さい
小田 ひかりさん 10さい
★ 森元きりん賞

★銅 賞

★銅 賞

★銅 賞

粕谷 玲夢さん
いながき のあさん 4さい

吉川 星来さん

10さい

10さい
谷 奏音さん

10さい

ぬりえコンテスト2016・特別展示開催中!!
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

毎年増える応募作品に感謝!!
今年は節目となる５回目の「イッキンく
んぬりえコンテスト２０１６」に、みなさん

が決まりました。
今年は 5 年目

たくさんのご応募ありがとうございました。 の記念に原画を
今年も東海地方を中心に全国各地から

描いていただいた

なんと１６Ｏ点以上のご応募をいただきま

イラストレーター

した。おかげさまで少しづつですが、年を 「森元きりん☆」さんの特別賞も用意され
追うごとに応募作品が増え大盛況。最近

副賞とともに直筆のでっかいイラストカード

ではお客様からもぬりえコンテストを楽し

がプレゼントされました (*´∪｀*):+。..*・

みにしているとお声をいただいたりします。

来年のぬりえコンテストもご応募お待ち
しています。どうぞお楽しみに (^ ー ^*)♪

そんなたくさんの応募作品の
中からぬりえコンテスト事務

作家のひとこと。

今年も「イッキンくん」や、ぬりえコン

ただき、いよいよ受賞作品

テストで原画デザインをさせて頂いているイ

information!!!

掲載記事募集のお知らせ
身の回りで開催される、さまざまなイ

株式会社

何と言っても今年はリオオリンピック開催。

介など、地域に根付いて活動されるみな

地震とその復旧復興に頑張っている方々

さんの情報発信の応援をしています。

に、精一杯のエールを贈りたい。
ぬりえを通してみんなが頑張れる元気を

社受付までお気軽にご相談・お問合せ

もらえる。そんな素晴らし

ください。ウエブサイトからもお問い合

い作品がたくさんあり、

わせいただけます。

私自身もたくさんの元気

メールお問合せ : mail@acebaking.jp

をいただいた気がしま
す。たくさんの作品あり
かとうございました♡

kirin
c morimoto

CARD

今すぐ直販受付で

今回のテーマは「頑張る日本応援隊 !!」
そして残念ながら九州地方を襲った熊本大

お問合せ窓口 : tel.052-400-1251
N
IK KIN -KU
S E RVIC E
STAM P

ラストレーターの「森元きりん☆」です。

ベントや催し物・新規開店されるお店紹

掲載記事は随時募集しております。本

イッキンくんスタンプカード!!

view!

Designer’s Re

局で厳正に審査をさせてい

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

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 !
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シュトーレン
完売感謝特別号

vol.38

毎年恒例クリスマスの定番、ドイツ伝統のパン
「シュトーレ
ン」の限定販売は今年も大好評。
限定数を完売をさせていた
だきました。
新バージョンの包装ケースのデザインも話題。
今年はお渡し写真のスマイルグランプリ開催です。

ILEランGプP
SMイル
リ
・グ
スマ

ILEランGプP
SMイル
リ
・グ
スマ

ILEランGプP
SMイル
リ
・グ
スマ

★たくさんの方に撮影にご協力いただき、本当にありがとうございました。誌面の関係で掲載出来なかった皆様にも、心から感謝いたします。

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) 今年のシュトーレンをお召し上がりになった、
率直なご感想をお聞かせください。

Q) 今後に向けご意見ご要望など、
お気づきの点がございましたら自由にご記入下さい。

「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 !
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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。

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。

こんがりNEWS!
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vol.

ikkin-kun!
c morimoto kirin

イッキンくんの
くんの

キャロットハウス

DAIKOKU cafe

当社の中バンズを使用したメニューです。

ピクニックサンド

表面にオリーブオイルを塗り、黒ゴマのトッピングで高級感アップ。バ
ンズに挟むベースは、濃厚でこってりした食感のアボカドを塩レモンでさっ
ぱりとした味わいにしたパティで、豆腐を混ぜ込んであってジューシー &
ヘルシーに召し上がっていただけます。
そしてワンプレートにサラダとポテトもついて、
ランチとしてしっかりたっぷ
り食べられます。ドリンク
単品 700 円
ドリンクセット 900 円

もプラス 250 円で付けられ
てとってもお得です。

すめ
超絶おす
!!
品スペシャル
逸
の
こ
!
め
春におすす
逸品メニュー!

DAIKOKU cafe

キャロットハウス
〒443-0045 蒲郡市旭町 9-17
蒲郡駅北口出口から徒歩約 7 分
tel. 0533-67-6990
営業時間 ：平日 7：00 〜 16：00
土・日・祝日 7：00 〜 20：00
定休日 ：不定休 / 駐車場 : 10 台

キャロットハウス
風が暖かくなっ
てきたこの季節に
もってこい、まさに

ダ、から揚げ、おまけにポテトま

ピクニックのお弁当

でついていてボリューム満点。

として持って行きた

ー
ランチバーガ
バーガー・サラダ付)
(塩レモンアボカド

他のサンドメニューもとっても
くなるような内容の当社のＳ食パンを使っ お値打ち、500円で提供中です。
た、ベストサンドイッチセットです(/・ω・)/
そして、ランチメニューも人気があり、洋食系の
メインは厚めのパン3枚のハムサンド、サラ

メニューもたくさんある人気店です。

さざん珈琲店
当社パリジャンを使用した、見た目にも華やかでリゾート感あふれる一品。

単品 1080 円
ドリンクセット +250 円

DAIKOKU cafe
名古屋市瑞穂区東栄町 8-17-2
シャトレ瑞穂 1F
tel. 052-893-6288
営業時間 ：10:30 〜 21:00
定休日 ：年中無休

フレンチトーストのしっとりさと、
メープルの奥深い甘さが、添えら
れたフルーツとすごくマッチします。
厚切りのフレンチトーストはフルー

さざん珈琲店

ト
トース
フルーツフレンチ(メー
プル添え)

ツもたっぷりで食べごたえ十分、
外はカリッと中はふわっと、熱くて
冷たい感じも絶品です。
また、 期間限定のデザートもあ
り、洋風でシックな造りのお店で
す。ランチ表には載っていませんが
週替わりのメニューもあります。

700 円

さざん珈琲店
岐阜市茜部菱野 3-218
tel. 058-214-2558
営業時間 ：7:00 〜 23:00
定休日 : 年中無休

限定プレミアム商品のご案内

SuperRookie!!

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

抹茶金時のスイートパン
★柔らかくほどよい口溶けの生地の上に、芳
醇な香りの抹茶クリームをのせて、トッピング
は金時（あずき）
。和風テイストに仕上げたス
イートパンは、コーヒーにも紅茶にもベストマッ
1袋

350

1本

450

1袋5個入

350

チする仕上がりです(*´∪｀*):+。..*・

(税込)

円

ピーナツクリームのローフパン
★あの日の懐かしさを感じられるピーナツク
リームを生地に塗り、焼き上げたローフパンで
す。王道のピーナツクリームとパン生地との相
性は絶品です。少しトーストするといっそう香
ばしい香りが食欲をそそります(*Θ_Θ*)/

(税込)

円

カマンベールチーズクリームデニッシュ
★チーズ、好きですか ? チーズ好きの方に朗
報 !! 当社自慢のデニッシュ生地に爽やかなカ
マンベールチーズクリームを巻き込んで、ふわ
ふわサクサクに焼き上げました。チーズの風
味とデニッシュのコラボをお楽しみ下さい。
プ チ

THE

ものしり倶楽部

petit

4月12日は、
「パンの日」。
1840 年（天保 11 年）に、中国ではアヘン

イッキンくんスタンプカード!!

in format io

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

時代。日本にも外国軍が攻めてくることを

など、エースベーキングでは

恐れ、戦争になった時の備蓄食料として、パ

地域に根付いて活動されるみ

ン作りが始まりました。兵士のご飯を炊く

なさんの情報発信の応援をし

時の煙で、敵に居場所が分かってしまうの

ています。

を恐れたからです。この頃の固いパンは保

掲載記事は随時募集してお

存性携帯性もよく、1842 年 4 月 12 日、江川

ります。本社受付までお気軽

太郎左衛門という代官が、
「兵糧 (ひょうろう)

にご相談・お問合せください。

格的に製造しました。

株式会社

円

n!!!

戦争が起こり、その頃の日本は徳川幕府の

パン」というパンを初めて本

(税込)

ウエブサイトからもお問い
合わせいただけます。

この日を記念してパン
食普及協会が 1983 年「パ

N
IK KIN -KU
S E RVIC E
STAM P

ンの日」
を制定しました。
c morimoto

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

メール問合せ : mail@acebaking.jp

kirin

CARD

今すぐ直販受付で

お問合せ : tel.052-400-1251

「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。

パンでつながる情報案内
イッキンくんの
くんの

Café Style(カフェ スタイル)

こんがり !
NEWS
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おすすめメニュー
三河特集号

東海地方には、全国でも話題の喫茶店のモーニングメ
ニューや、贅沢な素材を使ったニューがたくさんあります。
今回のこんがりニュースは、おすすめしたい逸品メニュー
をドドーンとご紹介します (*Θ̲Θ*)/
まずは三河地域を中心に当社担当者が地域で見つけた、
ついつい食べたくなるメニュー、独断と偏見でセレクトし
たおすすめの逸品を特別編集でお届けいたします。
お近くにお越しの際はぜひ一度、お立ち寄りいただき、
自慢の逸品メニューをお試しください。

カフェ・スタイルさんの

ピザトーストセッ
ト

フレンチトーストセット
ドリンク代+350円

モーニングセットは、ピザトーストセット、トースト
セット、フレンチトーストセットの各トーストをメイン
に、サラダ、アイスクリーム、ヨーグルトなどが付

使い勝手がよく美味しい食感に仕上がるため、バッ

いてきます。中でもフレンチトーストはフレンチ液に

ケットでなくてはダメと、こだわりを教えて頂きまし

しっかり浸かり、生地の中がムースの様な食感で、
� た。どのセットも丁寧に盛り付けしてありどれを選ん
フチかり中トロが最高です。そして西尾市の特産を

でも目も満足、

活かして、トッピングは西尾産の抹茶なのです。

ボリュームも
あってお 腹も

お店の方に、バケット使用のピザトースト、フレン

Café E'na(カフェ エナ)

Café Style( カフェ スタイル )
西尾市今川町大城 43-2
tel.（0563）54-8317
営業時間 ：8：30 〜 22：00
定休日 ：水曜日 / 駐車場 : 17 台

満足です。

↑

チトーストは、食パンよりも

カフェ・スクルージ

プレミアムモーニング
円
540円
ドリンク代+540
ドリンク代+
ブランチセット
ドリンク代+450円

エーゲ海のカフェをイメージした店舗の外
観が目を引くカフェ・エナさん。
メインのパンメニューと、スープ、サラダ、

カフェ・スクルージさんは住宅

卵料理、デザートをベースにコーヒーのおかわ

街に建つガレージ風の造りで、店

りもあってお得感 MAX のプレミアムモーニング。

内は大きな窓から自然の光が差し

パンは厚切りトースト、アンチョビトースト、日替りサンドから選べます。

日替りおやつ
小倉のホットサンドセット
ドリンク込み 700円

プレミアムを謳うだけあってかなりのボリューム。今回の卵料理は目玉焼
き、スープはマスターが材料から仕込んだ自家製のミネストローネです。
デザートも日替りで楽め、厚切りトーストもバケットもひと手間加えたこ

す。それぞれのトーストセットによってサラダ

ボリュームがあるので常連さんのご年配のご夫婦は、いつもふたりでシェ
せたい方には、ご夫婦やお友達でシェアし
てもちょうど良い量のようです。シェアの
オーダーも OK の納得メニューです。

の内容や、付け合わせが変わります。

Café E'na( カフェ エナ )
西尾市一色町味浜上長割 54-1
tel.（0563）77-0805
営業時間 ： 8：30 〜 20：00
定休日：木曜日、第一・第三金曜日
駐車場 : 10 台

咲ら珈琲
白い洋風の建物、咲ら珈琲さんは周りを芝
生に囲まれた緑の多い店舗です。店内は木目
を多く使用した内装で落ち着いた雰囲気。優
しい季節の風が心地よい日には、テラス席も
あるので、こちらもおすすめです。
咲ら珈琲さんのパンメニューの中でも人気の
メニュー咲らドッグは、お好みのドリンクと、

咲らドッグ

530円(税別)

ご紹介するメニューは、ブランチ
セットと、日替りおやつのセットで

だわりの焼き方でとてもおいしくいただけます。
アされています。世代に関わらず軽くすま

込みとても明るい店舗で、とても
ゆっくりとくつろげる感じがします。

ホットドッグ、サラダに自家製のポテトチップ

ブランチセットはカンパーニュ食パンを薄
めにスライスして焼き上げることで、サクサ
クの食感が楽しめます。また、スープは時
間を掛けて煮込まれて、野菜が舌の上で溶けていく、と
ても柔らかい食感が楽しめます。シフォンケーキも添えら
れていて見た目以上の食べ応えがあります。
今回の日替りおやつは、小倉のホットサンドとアイスク
リームが付いています。熱々のホットサンドに添えられた
アイスクリームを、一
緒に食べると口の中
で、熱さと冷たさが
混ざりあい、絶妙な
温度の触感です。

カフェ・スクルージ
額田郡幸田町芦谷伯楽 5-8
tel.（0564）62-5494
営業時間 ：8：00 〜 19：00
定休日：日曜日午後、月曜日
駐車場 : 8 台

がワンポイント。ソーセージのボリューム感抜

パンの中の生地をくり貫いて、サイコロ状にしたハニー

群、冷えてシャキシャキのサラダに、クルトンの歯応

トーストも大人気のメニューでおすすめ。

ジの加熱具合が絶妙でとっても

モーニング以外のパンメニューには自家製のポテト

チップが添えられています。揚げたてを提供されるの
ジューシーなホットドッグです。 で、市販のポテトチップでは味わえない食感が楽しめ
そして、他にもデニッシュ食 ます。ぜひ一度お試し下さい (*´∪｀*):+。..*・
↑

咲ら珈琲
岡崎市井田南町 9-1
tel.（0564）64-7646
営業時間 ：7：30 〜 24：00
定休日 ：無休 / 駐車場 : 有

えがアクセント。特にソーセー

クォーターズ（Ｂritish ＰＵＢ）

支留比亜珈琲店・豊明インター店
支留比亜珈琲店・豊明インター店さんの今回ご紹介
するパンメニューは日替りおやつセットです。
ハーフシートにアイスクリームを乗せ、フルーツでデ
コレーションしたパンスイーツです。ハーフシートは焼
いて暖かく、冷たいアイスクリームとよく合うので、溶

オリジナルバーガー
クラブハウスサンド

880円
980円

けたアイスがよく絡んでより美味しくいただけます。最
近マストの冷たいと温かいが同時に楽しめる逸品です。
今回はハーフシートでしたが、日替わりのため毎日内
容が変わります。おやつメニューなのにボリュームも満

がっつり食べたい時は、クォーターズのオリ
すすめです。本格的な英国料理から、親しみ

ジナルバーガー ( 写真 )とクラブハウスサンド。

足でき、かなりのお得感があるメニューです。

オリジナルバーガーのパティ( ハンバーグ) は 120ｇも

のある居酒屋メニューまで充実していて、
「砂

ほかにも、当社デニッシュ D を使用したサンドのメ

あり、付け合せのフライドポテトも合わせ満腹。こだわ

肝のペッパーソテー」が絶品。
「ローストビー

ニューも大人気。そしてパンメニューではありませんが、

りのスライスチーズ、特製ドレッシング、大きめのピク

フ＆マッシュ」が一押しメニューです。

昔ながらの鉄板ナ
ポリタンが、これま

ルス完熟トマトで味の深みも抜群です。
クオーターズさんは英国のＰＵＢ風の外観、内装も
とってもオシャレで落ち着いた空間です。カウンター席
が充実していて、一人でふらりと立ち寄って気楽に一杯
だけでも利用できるお店です。

クォーターズ（Ｂritish ＰＵＢ）
岡崎市明大寺本町 4-29
名鉄本線東岡崎駅より徒歩約 2 分
tel. 0564-64-3680
営業時間 ：17：00 〜深夜 2：00
定休日：月曜 / 駐車場 : 無し（近隣にＰ有）

たボリュームと懐か
しい味でとっても美
味しくおすすめです。

↑

また、結婚式の二次会などリーズナブルに出来てお

ーム感もありますので、

ニコカフェ安城店

男性にもぜひ味わって
頂きたいメニューです
(*´∪｀*):+。..*・
店舗はピアゴ安城店
２Fにあり、隣りに本屋

日替りおやつセ
ット
ドリンク代込み
490円

さんがあるので、本を購
入されたお客様がゆったりとに読書をしながら、コ
ーヒーを楽しんでいらっし

ドリンク込み

700円

ゃいます。人気メニューは,
昔ながらの熱々の鉄板に

ニコカフェ安城店は、女性好みのワッフルやパンメ

溶き卵を流し込んだ鉄板

ニューが充実しています。その中でも定番中の定番メ

ナポリタン。愛知県という

ニュー小倉トーストセットは、厚切りトーストを使用し

土地柄欠かせないマストメ

て、とってもボリューム感があります。メープルシロッ

ニューです(・ω・)ノ

プをたっぷり掛けてから食べるのがおすすめ。トロー
リ溶けたマーガリンの程よい塩味が絡み合って、ジュ

ニコカフェ安城店
安城市三河安城南町 1-4-8
ピアゴ三河安城店 2F
tel.（0566）72-6901
営業時間 ：7：00 〜 19：00
定休日：無休（年 2 回ピアゴ休業同様）
駐車場 : あり

ESPRIT(エスプリ)

支留比亜珈琲店・豊明インター店
豊明市栄町元屋敷 55
スパークシティーポルト 1F
tel.（0562）98-1600
営業時間 ：平日 7：00 〜 19：00
定休日：年中無休
駐車場 : あり ( 他のテナント共同 )

エスプリさんの店舗は、クリーム色の洋風な外壁
に、
レンガの柱が特徴の建物です。夜になるとグリー

ーシーで絶妙な甘さがたまりません。

ンのライトに外観が照らされて、暗闇に浮かび上がっ

↑

女性のお客様のオーダーが多いようですが、ボリュ

て見えてとっても幻想的になります。広めの店内は、
二手に分かれていて上手く活用されています。

!
イッキンくんスタンプカード!
株式会社

おすすめのモーニングセットは、充実した盛り合わ

エスプリモーニン
グセット
ドリンク代+ 3
40円

せ多品目で納得の満足感です。メインはチーズトース
ト。コーンポタージュ、サラダ、たまごの定番に加え、
ハッシュポテトに唐揚げとバラエティー豊富。
パンメニュー意
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外では、毎週金曜日に、ケーキセッ
トが、通常ドリンク代＋280 円が
120 円引きの＋160 円で利用出来

oto kirin
c morim

CARD

て、女性のお客様に大好評です。

無料配布

今すぐ直販受付で

GET!!

に、直販 受付 にて
※工 場直 販ご 利用 のお 客様
」を配 布しています。
「サービ ススタンプカード
1ポイント
・お買い上げ 50 0円 毎に
円分 のサービス
・ポイントゴールで500

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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ESPRIT( エスプリ )
西尾市室町波落 31
tel.（0563）52-2958
営業時間 ：9：00 〜 21：00
定休日：木曜日定休
駐車場 : 20 台

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。

