パンでつながる情報案内
イッキンくんの
くんの

★★★

グランプリ
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ぬりえコンテスト
審査結果発表号

金 賞
粕谷

銀 賞

11さい

9さい

銀 賞

谷 奏音さん

夢愛さん

森元きりん賞
いとう みことさん

6さい

ささの りんなさん 7さい
銅賞

8さい

銅賞

山田 凪紗 さん

銅賞

今 年も「イッキンくん・ぬり
えコンテスト 2017」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

ごとう りかさん

知らせいたします。

さわい りょうへいさん 10さい
やすい あやりさん

8さい

5さい

ぬりえコンテスト2017・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

新しい次の5年へ向けてスタート!!
６年目突入の「イッキンくんぬりえコン

エースベーキング本社で

テスト２０１７」に、たくさんのご応募い

は特設コーナーでみなさん

ただきありがとうございました。今年も全

の応募作品を展示させて

国各地からなんと１６Ｏ点以上の作品をご

いただいています。

応募いただきました。

来年のぬりえコンテス

ぬりえコンテスト事務局では８月末に作
品の応募締め切りをさせていただき、９

トもたくさんのご応募お
待ちしています♪どうぞお楽しみに!!

月初旬に応募作品の審査を開始してい
ます。すべての作品を見せていただき審
査していますので、少し時間がかかって
しまいますが、じっくりと作品の審査して
受賞作品を決定しました。

作家のひとこと。

view!

Designer’s Re

「がんばれイッキンくん」
、ぬりえコン
テストで原画デザインをさせて頂いている
今回のテーマは「平和と希望」
。国や

森元きりん賞!!2017!!
直筆イラストフレームプレゼント

個人がいがみ合う話題を耳にしますが、

今年もイラストレーターの「森元きりん

イラストレーターの「森元きりん☆」です。

information!!!

☆」さんの特別賞が、ぬりえコンテスト森

やっぱり平和で仲良しが一番っ!!
今年の作品の中には、新

掲載記事募集のお知らせ

元きりん賞として用意されました。

しい画材を使って製作して

今年は机の上にピッタリサイズ。イッキ

身の回りで開催される、さまざまなイ

ある作品が増えていて感

ンくんと仲間たちのかわいいイラストに直筆

ベントや催し物・新規開店されるお店紹

激、 私自身もすごく刺激

サイン入りのプレミアム・イラストフレーム

介など、地域に根付いて活動されるみな

をもらえました。ありがと がプレゼントされました。

さんの情報発信の応援をしています。

うございました♡

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

おめでとうございます(*´∪｀*):+。..*・

「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。

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

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.43

2017 年今年もクリスマスの定番、
ドイツ伝統のパン「シュ

ILEランGプP
SMイル
リ
・グ
スマ

トーレン」の限定販売は、販売開始から大好評をいただき、
限定数完売。昨年からの新ケースも話題になっています。
今年も商品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

★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。

ILEランGプP
SMイル
リ
・グ
スマ

お客様アンケートのご紹介
★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。

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。

アンケート回答、貴重なご意見・ご要望ありがとうございました。
今年もたくさんのご回答をいただきまし

ト」すべてに目を通し、参考にさせていた

た。弊社ではいただいた「お客様アンケー

だいております。今後もお客様にご満足い

※工 場 直 販ご 利 用のお

株式会社

客 様 に 、本 社 受 付 に て

ただけるようサービスに努めてまいります。
貴重なご意見・ご要望本当にありがとう
ございました (*´∪｀*):+。..*・

「おいしい」へ、ひたむきに。
「ありがとう」へ、ひたむきに。

「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
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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。

★★★

グランプリ

パンでつながる情報案内
イッキンくんの
くんの

金 賞
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ぬりえコンテスト
審査結果発表号

イッキンくんぬりえコンテスト2 018
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。
今年は今までにない画材や手法で描
かれた作品があり、森元きりん特別賞
も設 定されるなど、審 査 員も絶賛のコ
ンテストとなりました。

うえむら りおんさん 6さい

ささの りんなさん

8さい

銀 賞

銅賞

銀 賞

銅賞
なかむら あかりさん 5さい

まっなみ ちひろさん 7さい

銅賞

森元きりん賞

粕谷

玲夢さん

12さい

森元きりん特別賞

かみとり きょうさん 7さい

すばらしい

作品たちで

いっぱいだね！

くにい つぐみさん 11さい

沢井 優夢さん

12さい
もりしま なつこさん 11さい

ぬりえコンテスト2018・開催レポート!!
「イッキンくんぬりえコンテスト２０１８」も今
森元きりん特別賞

年で７年目。今年も全国各地からたくさんのご
応募いただきありがとうございました。
ぬりえコンテスト事務局では８月末に作品の
応募締め切りをさせていただき、９月中旬に応
募作品の審査を開始しています。すべての作
品に目を通し審査していますが、今年は素晴ら
しい作品が本当にたくさんあり、審査結果を
決定するまでに時間がかかってしまいました。
みなさんのぬりえが上達しているのがよくわか
るコンテストになりました。
来年のぬりえコンテストも沢山のご応
募お待ちしています♪どうぞお楽しみに!!

作家のひとこと。

view!

Designer’s Re

「がんばれイッキンくん」の原画デザ

森元きりん賞!!2018!!
直筆イラストフレームプレゼント

インをさせて頂いているイラストレー
ターの「森元きりん☆」です。

今年はイラストレーターの森元きりん☆

今回のテーマは「ハッスル・ベースボー
ル」
。大リーグで大活躍の話題の選手や、

さんの「森元きりん賞」に加え、
「森元き

日本の野球も盛り上がっています。

りん☆特別賞」が用意されました。

今年の応募作品の中には、私が使って

机の上にピッタリサイズ。イッキンくん

いる同じ画材もあり、初めて使った瞬間の

のかわいい直筆イラストに直筆サイン入りの
プレミアム・イラストフレー

ことを想い出して 感動しました。

ムがプレゼントされました。

毎年作品を見るたびに、すごく刺激をも

おめでとうございます

らえます。ありがとうございました。

(*´∪｀*):+。..*・

来年もとても楽しみにしています。

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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限定プレミアム商品のご案内
本社予約 tel.

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。

11月〜12月発売の期間限定・数量限定販売商品のご紹介。

今だけの美味しさをお届け !!

２営業日前までにご予約頂くと、確実にお渡しできます!! 限定品の予約もお電話でOK!!!(・ω・)ノ

052-400-1251

フレッシュバナナのローフパン

味わい深いパンプキンペーストを、相性抜群

アプリコットジャムのスイートパン

の当社自慢のデニッシュ生地と合わせて焼き上
げました。午後のティータイムに、紅茶などと
ご一緒にお召し上がり下さい。

パンプキンデニッシュ
1本

450

(税込)

1袋5個入

円

(税込)

円

あんず

爽やかで甘みがあるバナナペーストをマーブ

アプリコット ( 杏 ) の豊かな甘みが味わえる

ル状に巻き込み焼き上げたパンです。

ジャムを、軽やかでスイート生地の中心に乗せ

芳醇な香りと生地の滑らかさのハーモニーを
お楽しみ下さい (*´∪｀*):+。..*・

350

1袋5個入

350

(税込)

円

焼き上げた一品です。お子様のおやつに、お茶
請けにもおすすめです (・ε・)/

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.45

クリスマスといえばドイツ伝統のパン「シュトーレン」。
おかげさまで今年も季節限定・数量限定販売のシュトー
レンは、大好評完売させていただきました。感謝を込めて、
どうぞ2018年こんがりニュース特別号お楽しみ下さい。

★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。

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。

アンケート回答、貴重なご意見・ご要望ありがとうございました。

限定プレミアム商品のご案内
本社予約 tel.

1月〜2月発売の期間限定・数量限定販売商品のご紹介。

今だけの美味しさをお届け !!

２営業日前までにご予約頂くと、確実にお渡しできます!! 限定品の予約もお電話でOK!!!(・ω・)ノ

052-400-1251

ガトーキャラメルのローフパン

深い味わいの濃 厚ホワイトチョコレートク

シャキシャキリンゴスイートパン

リームを当社自慢のデニッシュ生地と共に焼き
上げました。何層にも重なった生地のサクサく
感を味わい、ティータイムにご利用下さい。

ホワイトチョコデニッシュ
1本

450

(税込)

1袋5個入

円

350

(税込)

円

濃厚なコクと、香ばしくビターな味わいのガ

リンゴの爽やかな食感と風味を、存分に生か

トーキャラメルを使用したローフパンです。芳

した生かしたクリームを、スイート生地の上に

醇な香りは大人の方も、少し背伸びしたい年頃

1袋5個入

もきっとおいしく召し上がっていただけます。
工 場 直 販ご 利 用のお 客
様に、本社・各営業所受
付にて「スタンプカード」
を配布しています。

今すぐ直販受付で
・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

GET!!

350

(税込)

円

乗せ焼き上げた一品です。クリームの質感に目
からも美味しさが伝わる逸品です。

「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
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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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春日五条川さくらまつり 2019.4.6
晴れ渡ったさくら満開の４月６日 ( 土 )、今年も当社近隣の
はるひ夢の森公園で「春日五条川さくらまつり」が開催されま
した。最近は朝夕の気温差が大きくなって、春の足音が少しづ
つ近づいて来てると感じ始めていましたが、それにしても清洲
市五条川周辺の桜は、今まさに満開、見頃のど真ん中と言っ
た感じです。こんなに素晴らしいベストタイミングは、ここ何
年の中でも一番で、今年会場におこしになった方は本当に見
応えのある桜をご覧いただけたのではないでしょうか。
今年の会場は恵まれた天候と満開の桜に誘われて、例年
にもまして、多くのイベント参加者やたくさんのご来場者の
みなさんで前が見えないほどの大にぎわいでした。

大にぎわいに完売連発 ! テンション↑↑
当社の本社工場がまつり会場に近いことから、毎年このイ
ベントに参加させていただき、当社おすすめ商品を数量限定
で販売させていただいています。これは一般のお客様へ幅広
く販売させていただけるよい機会になっています。お越しい
ただいた何人ものお客様に「ここのパンは人気で、早く来な
いと売り切れちゃうのょ。
」などと言葉をいただき、販売担当
者のテンションもマックス。
。でもそんな方にも、朗報 !!
エースベーキングの工場直販で、プロ仕様の食パンを手に
入れていただけます。裏面の情報を今すぐチェック !

→

工場直販のお知らせ
ご注文・お問合せ・お渡し場所

ご予約・ご注文・お問合せは
本社・各営 業所受付にて承っ
ております。
9:00〜17:00(水・日曜を除く)

今年も大盛況だった「春日五条川さくらまつ
り」では、お客様から「当社のパンがなかな
か手に入らない」というご意見を数多くいただ
きました。そこで弊社では少しでもお客様のご
要望にお応えできるよう、数量限定・ご予約
にてご購入いただける、一般販売窓口をご用意

本

社

清洲市春日社子寺62番地

052- 400-1251
岐阜営業所

岐阜県岐阜市東明見町7-2

058-274-2381
南営業所

名古屋市南区鶴田町1-8-8

させていただいております。
あのパンが忘れられない。あのパンを使った
レシピで料理がしたい。そんなあなたは、ぜ
ひ一度、当社「工場直販窓口」までお気軽に
お電話下さい (●>∀<)ノ☆+゜

限定プレミアム商品のご案内

052-822-0991
岡崎営業所

岡崎市大樹寺1-1-23

0564-24-4416
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

ほうじ茶のローフパン

季節期間
限定販売

★香り豊かで香ばしいほうじ茶のクリーム
を、パン生地に巻いて焼き上げたローフパン
です。ボリューム感もありちょっとした軽食
にもおすすめです。珍しいほうじ茶の風味を
1本

450

1袋5個入

350

試してみませんか ?(*´∪｀*):+。..*・

パッションオレンジデニッシュ
★柑橘系の甘酸っぱいパッションオレンジ

(税込)

円

季節期間
限定販売

ペーストと、当社のデニッシュ生地と合わせて
焼き上げた相性抜群の商品です。

イッキンくん スタンプカード!!

軽い食感のデニッシュ生地を一口食べる
と、さわやかなオレンジの香りが広がります。

ジューシーパインのスイートパン

(税込)

円

季節期間
限定販売

★味わい深いパインクリームをスイート生地
の中心に乗せた、期間限定にふさわしい、
この時期ならではの一品です。
スイート系のやわらかな食感はお子様のお

無料配布中!!
※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

やつや、午後のティータイムにおすすめです。

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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1袋5個入

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。

350

(税込)

円

イッキンくんの
くんの

域のおすすめトースト特集です。
エースベーキングのスタッフが見つ
けたバリエーション豊かなトーストの
数々をご紹介します。気になるトース

パンでつながる情報案内

こんがり ! 47

今回のこんがりニュースは、東海地

ースト特集
おすすめト

かりです。ちょっと足を伸ばしてみては
いかがですか ?(^ ー ^*)

加熱して両面を軽く焼くこと。
また，その焼いたパンのことである。

NEWS vol.

the Toast

トがあれば、今食べにいけるお店ば

トーストとは、食パンを薄くスライスし、

ザ・トースト

きんぎょ茶屋

きんぎょ特製小倉トースト

深めのカットを入れたトーストに
ユートピア

たっぷりのあんこ、バニラアイス、

自家製あんの厚切り小倉トースト

生クリームがドーンと乗っていてとて

税込み単品700円

もボリュームがあり食べ応え十分で

セット700円+(ドリンク代金-100円)

す。甘さ控えめのあんこは冷たいア
イスとマッチして、桜花粉を混ぜた粉糖とフルーツで見た目にもさわやかで清
涼感も漂わせる一品です。特に女性のお客様に大人気のメニューです。
お店の外装は黒塗り、入り口はオーナーのこだわりで店名にちなんで鮮やか
な赤色。店内は木調で落ち着いています。
税込み 420 円

きんぎょ茶屋
多治見市光ヶ丘 3−46−1
tel. 0572−23−8787
営業時間：9:00 〜 18:00
定休日 ：金曜日 / 駐車場 : 有

極厚切りトーストの上に、北海道
産の大納言小豆を使用した自慢の自
家製あんこと、ふわふわ生クリーム

まず最初に目が奪われるのは、

をトッピング、おまけにお腹も満足

何と言ってもトーストの高さです。3

なフライドポテト付きです。

斤食パンを 1/4 も使ったスーパー

あんこもたっぷり乗っているので、

インパクト !!! 上からかかったはち

とてもボリュームがあり食べ応え十分

とと丸水産

みつとアイスクリームの甘味、バター

です。あんこは甘さを控えめにして

ハニー＆バターブレッド

の塩味が絶妙に絡んで最高 !

いるので、多いかなっと思える量で

トーストの温かさにアイスクリー

もペロリと食べられます。
オアシス

オープン厚焼たまごトースト

ユートピア
岐阜県関市円保通り 1−3−16
tel. 0575−23−2596
営業時間：7:00 〜 17:00
定休日 ：月曜日 / 駐車場 : 25 台

海鮮うまいもんや とと丸水産
愛知県岡崎市上六名町字林 20-1
tel. 0564-83-6007
営業時間：月〜金 17:00 〜 23:00
土日祝 16:00 〜 23:00
定休日：年中無休 / 席数 : 140 席
駐車場 : コムタウン共同駐車場

480円

ムが溶け込み、生地が程よく柔らくなりス
イーツ感も演出。パンとスイーツのふたつを
楽しめちゃうお得なメニューです。
一人では食べ切れないので取り分けても
十分な量です。居酒屋さんで、この感じの
メニューはホント珍しいです(*Θ_Θ*)/
ブラウン珈琲

アーモンドトーストセット

最近ちまたで注目されている
アーモンドを使った、香りがとても

食パンの上にふんわり感のある玉子焼きがのせ

豊かで甘さもほどよい、見た目も

てあり、ケチャップの酸味と塩味のアクセント。

豪華なトーストです。これから流

玉子のジューシー感が良く食べ応えもあります。

行するメニュー間違いなしっ!

厚焼き玉子の中にからしを入れて焼いてあるの
で、この 刺 激
と風味で大人が
ついつい癖にな
る味です。

オアシス
名古屋市南区寺崎町 3-9
tel. 052-821-9505
営業時間：7:00 〜 19:00
定休日 ：無休 / 駐車場 : 30 台

ドリンク代金+90円(ゆで玉子付き)
写真のセット490円

お店は平和堂の中にある喫茶店
で、木造風で暖かみのある雰囲気で居心地
がとてもよく、入り口にはケーキも売ってお
りきらびやかで入店するのがワクワクするよう
なお店です。パンケーキもおすすめです。

ブラウン珈琲 平和堂グリーンプラザ店
愛知県名古屋市緑区篠の風 2-251
tel. 052-838-8365
営業時間：8:15 〜 20:30
定休日 ：年中無休 / 駐車場 : 有

「パンと納豆は合うのか？ 合わないの

パピヨン

なっトーストセット

か？」その答えがこのメニュー !
納豆好きが一度は試してみたい組み合
せ。納豆の好きな方にオーダーしてもら
えるメニューはないかと納豆好きのご夫
婦が考案しました。納豆そのものの味を
消さないようシンプルに、あえて調味料

ドリンク込み

450円

見た目も豪華!! 金箔がちりばめられて
いてゴージャスな盛り付け。秘伝の独自

はマヨネーズと油のみにしてあります。
CAFE Suginoki

抹茶小倉フレンチトースト

製法で作ったフレンチトースト液に浸し、
オーブンんで焼き上げてあるので表面は
パリッとして中はふわっと柔らかです。小
倉と抹茶の組み合わせもよく合います。
グラスには、これまたおしゃれな盛り

880円

つけの抹茶アイスがついています。

トースト特集なのですが、ぜひ紹介

CAFE Suginoki

したい逸品。一見カレーグラタンです

カレーパングラタン

が、チーズとカレーの隙間からバケッ
トがちらり。オーブンで焼き上げてあ
るので、焼き加減も抜群。
スパイスの配合もオリジナルのこだ
わりカレールーが、バゲットに染み込

880円

んでしっとり。女性のお客様にも好評
で人気メニューのひとつです。

パピヨン
半田市洲の崎町 2-141
tel. 0569-29-2100 / 駐車場 : 12 台

CAFE Suginoki
営業時間：8:00 〜 19:00
岡崎市牧御堂町炭焼 24 席数 : 39 席 ( 貸切可 )
tel. 0564-83-8815 定休日：水曜日 / 駐車場 : 14 台

工場直販のお知らせ

ご注文・お問合せ・お渡し場所

9:00〜17:00(水・日曜を除く)
本

社

清洲市春日社子寺62番地

052- 400-1251
イッキンくん スタンプカード!!

岐阜営業所

岐阜県岐阜市東明見町7-2

058-274-2381
南営業所

名古屋市南区鶴田町1-8-8

お客様のご要望にお応えできるよう、数量
限定・ご予約にてご購入いただける、一般販
売窓口をご用意させていただいております。

無料配布中!!
※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

「工場直販窓口」までお気軽にお電話下さい。

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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052-822-0991
岡崎営業所

岡崎市大樹寺1-1-23

0564-24- 4416

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

暑さも和らぎ、風も秋の気配を感じられるよう

こんがり !

になってきました。そんな秋に食べたい東海地域のおすすめほかほか温っかメ

ー特集
秋のあったかメニュ

肉汁がしたたり、ペアロー
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ほっかほか。

ニュー特集です。今回も気になるメニューは、今すぐに食べにいけるお店ば
かりです。今あなたが食べてみたい一品は、どのメニューですか ?

ルからはみ出る大きな自家製

自家焙煎珈琲ごりら

自家製ソーセージのホットドック

ソーセージは、スーパービッ
グインパクト。野菜スープと
サラダもついて 600 円は、お

支留比亜珈琲 蓮華北方店

得感も申し分なし。食欲の秋、

鉄板ふれんちとーすと

ボリューミーで熱々のホットドッ
クは、軽食に、コーヒーのお

野菜スープ、サラダ、ホットドック

供に最高の一品です。

600円

そしてそのコーヒーといえば、
自家焙煎の豆を注文を受けてか
ら抽出する香り豊かな自慢の一杯。アイスコー
税込み

880円

フライパンに盛りつけされて、雰囲気も満点の
焼きたてじゅわとろフレンチトースト。3 種のミック

ヒーも手間ひま掛けて作られています。

自家焙煎珈琲ごりら
愛知県東海市大田町寺下 93-1
tel. 090-9935-1381
営業時間 : 07:00 〜 19:00
定休日 : 水曜日、不定休 / 駐車場 :5 台

アポイント

Mixピザ

アポイント (Appoint)
愛知県西尾市法光寺町五反田 33-2
tel. 0563-54-7788
営業時間 : 8:00 〜 20:00
定休日 : 水曜日 / 駐車場 : 20 台

スベリーがふんだんにトッピングされて、甘さと酸
味がベストマッチしています。フレンチトーストは
濃厚なのにベリーの酸味でさっぱりとした味わい
です。冷たいアイスとホイップクリームが、見た目
だけじゃない、お口へもアクセントを添えてくれて
います。熱つ熱つと冷え冷えの波状攻撃。最高の
支留比亜珈琲 蓮華北方店
岐阜県本巣郡北方町高屋白木 3-87
tel. 058-322-3655
営業時間 : 6:48 〜 18:00
定休日 : 水曜日 / 駐車場 : 20 台
席 数 : 店内全席禁煙

980円

おいしさをぜ
ひ一度味わって

トロ〜リとしたチーズとたっぷりの具材

み て 下 さ い。

を、どう食べようか悩むくらいてんこ盛り。

(`・ω・´)ゝ ”

オーブンで焼き上げているので、安定の
熱々ピザです。ベースにピザパンを使用し
てあり、ふっくらやわらかで女性でも気軽にまるまる1 枚食べられそうです。

パピヨン

ひとくちトーストセット

お店は洋風な外観で道から入りやすい店舗です。店内はカウンター席、テー
ブル席、２階にはカラオケルームがあり憩いの場所として親しまれています。

ひと口サイズのサイコロ状にカットした食パンを鉄板に乗せて、ミートソース、
ホワイトソースとチーズで焼き上げたグラタンのようなメニューです。オーブン
で焼き上げているので、めっちゃ熱々！！油断す

680円
ミートソース 650円

ホワイトソース

ると口の中をやけどします( 笑 )。
一般的なペンネやマカロニなどのパスタを使っ
たグラタンほど重くなくて、サックリ食べられて

パピヨン
愛知県半田市州の崎町 2-141
tel. 0569-29-2100
営業時間 : 不定期
駐車場 : 15 台
ＪＲ武豊線亀崎駅 徒歩 19 分

しかも満足感のあるこのメニュー。ぜひ一度試し
てみて下さい。(*´∪｀*):+。..*・
お店はクリーム色の外観に瓦屋根が特徴
の店舗で、店内は昔ながらの喫茶店といった
趣です。手作りのハンバーグも逸品です。

あらびきウインナーのプチプチし

やまざき珈琲店

チーズの旨みたっぷり

た歯ごたえと、シャキシャキピーマ

あつあつピザドッグ

ンがふわとろチーズと絡み満足感十
ピザドッグセット

プレーン
チ

リ

ピリ辛チリ
ハムカツ
(税込み)

単品

430円
450円
500円
450円
500円

分。秋にピッタリのできたて熱々ドッ
グを、どうぞお召し上がり下さい。
やまざき珈琲店
岐阜県岐阜市三田洞８９８−１
tel. 058-237-2301
営業時間 : 7:30 〜 19:00
モーニングサービス : 7:30〜11:30
定休日 : 水曜日 ( 祝祭日営業 )
駐車場 : 30 台

パニーニクッカーを使用したパンは温か
いのに表面がカリカリにならず、野菜もシャ

珈琲家牧歌 美合店

キシャキでフレッシュ、チーズも入って味の

厚切りBLTサンドセット

バランスも絶妙。14 時までのモーニングも
豊富なメニューでおすすめです。
珈琲家牧歌 美合店
岡崎市美合町入込 8-2
tel. 0564-58-7867
営業時間 : 8:00 〜 22:00
定休日 : 無休 / 駐車場 : 共同駐車場

600円
支留比亜珈琲 名東若葉台店

ハンバーガー

特大バンズは存在感メガマックス !! 牛肉 100%
のハンバーグは、注文を受けてから焼いているの
で、食べた瞬間に肉汁が溢れ出すほど、旨味が
凝 縮されていて
とってもジュー

600円
支留比亜珈琲 名東若葉台店
名古屋市名東区若葉台 1524
tel. 052-774-6699
営業時間 : 7:00〜21:30（LO.21:00）
定休日 : 年中無休 / 駐車場 : 25 台

シー。野菜をた
テリタマバーガー
610円
ローストチキンバーガー
630円

工場直販のお知らせ

くさん使用して、
女性にも好評で
ヘルシーに仕上
げてあります。

ご注文・お問合せ・お渡し場所
本

社

清洲市春日社子寺62番地

052- 400-1251
イッキンくん スタンプカード!!

岐阜営業所

岐阜県岐阜市東明見町7-2

058-274-2381
南営業所

お客様のご要望にお応えできるよう、数量限定・
ご予約にてご購入いただける、一般販売窓口をご

052-822-0991

用意させていただいております。

岡崎営業所

「工場直販窓口」までお気軽にお電話下さい。

無料配布中!!
※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

名古屋市南区鶴田町1-8-8

お問い合わせ : 9:00〜17:00(水・日曜を除く)

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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岡崎市大樹寺1-1-23

0564-24-4416

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。

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 !
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今年もイッキンくんぬりえコンテスト 2019 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
決定いたしました。
今回のこんがりニュースはぬりえコンテスト特集号 !! 子供たち
が末永く、ぬりえのできる平和な環境でいられますように、
エースベーキングは食を通して応援させていただきます。

金 賞
まつなみ ちひろさん 8さい

銀 賞

銀 賞

くにい つぐみさん 12さい

銅賞

小川 結衣さん

たなせ ともみさん

10さい

5さい

銅賞

森元きりん賞

銅賞

島崎 陽史さん

9さい

つきだ みりさん

6♡さい
沢井 梨羅さん
きのう いずみさん 10さい

9さい

ぬりえコンテスト
開催レポート!!
今年で８年目となった「イッキ
ンくんぬりえコンテスト２０１９」
は、毎年全国各地からたくさん
のご応募いただいています。今
年は１ＯＯ作品を超えるたくさんの
ご応募をいただきました。
本当にたくさんの応募
ありがとうございました。
ぬりえコンテスト事務局
では８月末に応募締め切り
をし、９月中旬に応募作品の審査を開始
しました。すべての作品に目を通し審査し

作家のひとこと。
view!

ていますが、昨年にも増して今年も素晴

Designer’s Re

らしい作品のオンパレードでした。

「がんばれイッキンくん」の

今年はこんがりニュースをご覧いただい

原画デザインをさせて頂いてい

ているみなさんだけに、ぬりえコンテスト

るイラストレーターの「森元きりん☆」です。

の受賞賞品をちょっとだけご紹介します。

今回のぬりえ原画のテーマは「新しい
時代、新しい未来へ」です。

毎年賞品は変わりますが、
毎年もらってうれしい楽しい賞

「平成」から「令和」へ元号が変わり、

品を、事務局で吟味して選ん

新元号で新しい未来に向かって、みん

でいます。いかがですか ?

なが平和で穏やかに暮らせる日が続くよ

さて、来年はぬりえコンテストは、ど

うに願いを込めました。自然災害も多い昨

んなテーマのぬりえになるのか、今から

今ですが、子供たちがゆっくりぬりえをで

楽しみです。来年のぬりえコンテストも

きる毎日を過ごせるのが一番です。たくさ

沢山のご応募お待ちしています んの作品の応募ありがとうございました。
来年もとても楽しみにしています。

♪どうぞお楽しみに!!

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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限定プレミアム商品のご案内
本社予約 tel.

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。

11月〜12月発売の期間限定・数量限定販売商品のご紹介。

今だけの美味しさをお届け !!

２営業日前までにご予約頂くと、確実にお渡しできます!! 限定品の予約もお電話でOK!!!(・ω・)ノ

052-400-1251

清涼感のあるレアチーズクリームを当社自慢

和栗あんローフパン

サツマイモのスイートパン

のデニッシュ生地に入れ焼き上げた逸品です。
何層にも重なったデニッシュパンは、食べ応
えもありおすすめの一品です (*´∪｀*):+。..*・

レアチーズクリームデニッシュ
1本

450

(税込)

1袋5個入

円

秋本番、この時期ならではの風味の良い和栗

(税込)

円

サツマイモの甘くて深い味わいと、スイート

をあん状にしてパン生地に塗り、ローフパンに

パン生地が相性抜群の一品です。

焼き上げたました。少しトーストするとより香り
が引き立ち美味しくお召し上がり頂けます。

350

1袋5個入

350

(税込)

円

午後のひととき、紅茶やコーヒーと一緒にお
やつタイムはいかがでしょう。

パンでつながる情報案内

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。

こんがりNEWS!
50
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ikkin-kun!
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イッキンくんの
くんの

#01

パンのことを・・
エースベーキングのことを
もっと知ってもらいたい!!

こんがりニュースはここから始まりました。
第 1 号の特集は「工場直販開始のお知らせ」と、
「東日本大震災への義援金」を寄付させていた
だいたご報告でした。

こんがりニュースは 2011 年、エー

#11

スベーキングの会議室のこんな打ち

11 号の特集は夏休みのお子さんに「ぬ

合わせから始まりました。

りえコンテスト」を開催。グランプリをは

「お客様に弊社の仕事や商品、いろ

じめ、各種受賞作品にを紹介させていただ

いろな活動を、もっともっと知って

き、恒例の特集になりました。

もらいたい。
」
・・・

#04

お客様や取引先のみなさんに取材の
ご協力いただき、社員スタッフとの手探

４号からはカラー印刷にな

り見やすさも抜群。

りの編集作業に入りました。

初めて人気商品のシュトー

そして 2011 年 7 月 15 日なんとか「こ

レンを特集。お客様に笑顔で

んがりニュース 1 号」を発行することがで

参加いただき

きました。1 号発行のその瞬間から、この

ました。

こんがりニュース 50 号まで、8 年半の間
いろいろな方にお世話になりました。

#33

33 号では

号
50
こんがりニュース
行
発
号
ュース50
がりニ
イッキンくんのこん

発行記念特別号
器の形をしたパン「ハー
ちょっと変わった、

#15
15 号は毎年開

フリング」を使って、おす

催されるさくら

すめのメニューを紹介しま

まつり特集。

した。どれも美味しそうで、

五条川の満開

全部食べたら太っちゃいそ

の桜をお目当てに、みなさんお花見とイ

うですね ( 笑 )

ベントで楽しんでいます。

ありがとう!!
これまでも、これからも。
#36
話題になっている有名
メーカーのトースターを購
入し、自社のパンとの相
性や焼き具合を検証。
興味深くとても楽しい
企画でした。

#49

#47

パンと言えばトースト。

今までのこんがりニュースをまとめてご
紹介した、この記念のこんがりニュース第
50 号いかがでしたか ?
こんがりニュースは、お客様や地域の皆
様に「パン」を通して楽しく読み応えのあ
る内容を目指して、これからも頑張ってま
いります。どうぞお楽しみに(*Θ_Θ*)/

無料で全部読めちゃう!!

最 新 号は 毎年 恒 例となった

東海地方の店舗を中心

「イッキンくんぬりえコンテスト

に、トーストメニューを

QR コードをスマホで読み

取材。美味しさもインパ

取ってアクセスすると、「イッ

全国からたくさん応募をしてい

クトも抜群のトーストを

キンくんのこんがりニュース」

ただき、傑作・迷作 ? で楽しい

集め、一気に紹介させて

コンテストになりました。

いただきました。

2019」の審査結果発表号 !!

スペシャルダウンロード。

のバックナンバーが読めます。
(※スマホご契約条件によって、
アクセスにはパケット料金がかかる場合があります。)

限定プレミアム商品のご案内

ご予約 tel. 052-400-1251

・12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営業日前までご予約OK!!
今だけの美味しさをお届けします !!
・お問合せ・ご予約はお気軽にお電話ください。

カフェラテローフパン

季節期間
限定販売

★本場ブラジル産のコーヒーの微粉末を使
い、コク深く香り高い本格的な味わいのカ
フェラテクリームをローフパンにしました。
カフェラテ好きには持ってこいの、カフェ
1本

450

1袋5個入

350

ラテと一緒にダブルで楽しみたい一品です。

(税込)

円

レアチーズクリームデニッシュ

季節期間
限定販売
★清涼感のあるレアチーズクリームを、何層
にも重なった当社自慢のデニッシュ生地に入
れ焼き上げた逸品です(*´∪｀*):+。..*・
ほんのり甘い生地とレアチーズクリームの味わ
いは、おやつやティータイムにおすすめです。

サツマイモのスイートパン

(税込)

円

季節期間
限定販売

★この季節の食べ物と言えば、ホッカホカの
焼き芋。そんなサツマイモの風味をつめ込ん
だクリームをのせ焼き上げました。
サツマイモの甘くて深い味わいと、スイー
1袋5個入

トパン生地の相性が抜群な一品です。

350

(税込)

ご注文・お問合せ・お渡し場所

工場直販のお知らせ

本

社

清洲市春日社子寺62番地

052- 400-1251
岐阜営業所

岐阜県岐阜市東明見町7-2

058-274-2381
南営業所

お客様のご要望にお応えできるよう、数量限定・

052-822-0991

用意させていただいております。

岡崎営業所

!!
format ion!

「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

0564-24-4416

掲載記事募集のお知らせ

お問合せ : tel.052-400-1251
メール : mail@acebaking.jp

みなさんの身の回りで開催される、さ

掲載記事は随時募集しておりま

まざまなイベントや催し物・新しく開店さ

す。本社受付までお気軽にご

れるお店のご紹介など、エースベーキング

相談・お問合せください。

では地域に根付いて活動されるみなさん

※工場直販ご利用のお客様に、直販受付にて

岡崎市大樹寺1-1-23

お問い合わせ : 9:00〜17:00(水・日曜を除く)
in

無料配布中!!

名古屋市南区鶴田町1-8-8

ご予約にてご購入いただける、一般販売窓口をご
「工場直販窓口」までお気軽にお電話下さい。

イッキンくん スタンプカード!!

の情報発信の応援をしています。

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

円

ウエブサイトからもお問い
合わせいただけます。

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0050号初版 / 2020年 1 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。

