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　喫茶店やカラオケ店などでパンメニューを

よくオーダーしますが、パンを美味しく食べ

るには、パン自体が美味しい事が大前提。

　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

い水分が蒸発し、いつしかパサついてしま

います。できるだけ早く食べることがおいし

く食べるコツですが、他にも美味しく食べら

れる要素はあります。例えば、バターやジャ

ムなどで味をアレンジすることです。

　そして一番大切な事がもう一つあります。

それはパンを焼く「トースター」です。

　今回のこんがり特集は「時間の経過した

パンを蘇らせると言われている話題のトース

ター２台を徹底検証!!」してみました。　
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　まずは以前こんがりニュース特集

した、パナソニック製のNB-DT50（価

格15000円前後）をご紹介。

　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。

　この機種の一番の特徴は、遠赤

外線と近赤外線ヒーターのダブル加

熱（メーカー独自の技術）により、

表面だけでなく中にも熱を通す事が

可能なところです。加えて焼きムラも

少ないこともお勧めな点です。

　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

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

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。

　まずは以前こんがりニュース特集

した、パナソニック製のNB-DT50（価

格15000円前後）をご紹介。

　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。

　この機種の一番の特徴は、遠赤

外線と近赤外線ヒーターのダブル加

熱（メーカー独自の技術）により、

表面だけでなく中にも熱を通す事が

可能なところです。加えて焼きムラも

少ないこともお勧めな点です。

　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

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

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。

パナソニック /NB-DT50パナソニック /NB-DT50

バルミューダ /ザ・トースターバルミューダ /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

格25000円前後）をご紹介します。

　この機種今までのトースターとは操作手順

がちょっと違います。焼く前に水５ｃｃを本

体に注水するのです。運転が始まると庫内

にスチームが発生し充満し、このスチームに

よりパンの表面が水分で覆われるため、パ
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　もう1つの特徴として挙げられるのが完璧

な温度制御です。開始からスチーム調理の

間は60℃～160℃で焼きます。この60℃前

後は、パンの中の柔らかさと風味がよみがえ

る温度帯。焦げ目がつき始めるのが 160℃

前後なのです。スチーム調理が終わり、焼

き上げ段階に入ると 220℃の温度とな

ります。こうしたスチームの効果と

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

がり、小麦本来の甘みを感じら

れる「感動のバタートースト」

と呼ばれるのも決して大げさで

はありません。チーズトーストや

フランスパンやクロワッサンなど

パンによってモードを使い分ける

ことも可能です。
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　さて、比較して分かったことがあります。

特にこの２台は、トースターの中でも高価な

カテゴリーで、個性的な仕様のものです。

　NB-DT50 は、トーストしたときパンの中心

温度がより高く感じ、焼けてる感は抜群で

す。また、ザ・トースターは、蒸気の効果

で焼き上がりがよりフワッと感じられます。

◎お店で使用する場合

　焼く度に水を入れる手間がない

　導入時の設備投資にやさしい

　　 NB-DT50　・　ザ・トースター˚

◎家庭で美味しいパンを食べ対場合

　導入コストは高めでも所有する満足感

　水入れの手間があっても毎日感動したい

　　 NB-DT50　・　ザ・トースター˚

　総合的に見てお店で使用する場合、バラ

ンスが良いのはやはり NB-DT50 ではないで

しょうか。いかがですか、これを期にちょっ

とイイトースター(*́ ∪` *):+。..*・
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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(*́ ∪` *):+。..*・

★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。

　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、

おやつにも大変おすすめです(・ω・)ノ
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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、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

今すぐ直販受付で
株式会社株式会社
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パンでつながる情報案内パンでつながる情報案内

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。
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information!!!information!!!information!!!

掲載記事募集のお知らせ掲載記事募集のお知らせ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を

応援しています。記事掲載のご相談・お

問合せは本社までお気軽にどうぞ。

お問合せ tel.052-400-1251

今だけの美味しさをお届けします !!限定プレミアム商品のご案内

・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

バナナデニッシュ

1袋5個入1袋5個入
(税込)(税込)
円円350350

　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

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

商品の配送ルートに同行していただき、弊

社の仕事を体験していただくとともに、「働

くこととは？」「仕事とは？」を、感じて考

えていただけたのではないかと思います。

　参加いただいた４名のみなさんの、希望

に満ちた明るい未来を祈念しております。

　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

ぞお楽しみに。

1本1本
(税込)(税込)
円円450450

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。
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インターンシップ実施 !!インターンシップ実施 !! ぬりえコンテスト2016ぬりえコンテスト2016


