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パンづくりの楽しさをさらに広げる、

こだわりの１００レシピをお届けします。

素材の配合、ねりや発酵の時間や温度、

そのちょっとしたバランスで、

様々なパンが焼きあがります。

生地に手で触れるところから、

焼きたてパンの風味や食感まで、

パンづくりの楽しさを心ゆくまで味わってください。

さらに、あなたのアイデアでアレンジを加えれば、

オリジナルのおいしさにも出会えます。

このレシピブックをきっかけに、

パンづくりの楽しさが、どこまでもふくらみますように。
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材料 （7個分）

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 135g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.8g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g

〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）

②ふたを開けて、バターを入れる。

③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】5分（合計11分）

④【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、7個に分割する。

⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

⑦ひとつずつ手のひらで押してガス抜きし、めん棒を使って、だ円形に広げる。

⑧広げた表面（あとで内側になる部分）に、食用油（分量外）を薄く塗る。

⑨二つ折りにする。そのとき、下になる部分が少し見えるように折る。

⑩約35℃で約45分発酵させる。

焼く
⑪表面にドリールを塗る。

⑫200℃に予熱したオーブンで、180℃で約12分焼く。

1

2

3

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

テーブルロール生地

パーカーハウスNO.003テーブルロール生地

クレセントロールNO.001

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑦手で生地を押さえ、めん棒でだ円に薄く伸ばす。
⑧手前にくるくる巻き、左右の先が細くなるようにして、三日月の形に整える。
⑨約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑩生地表面に、溶かした有塩バターを薄く塗る。
⑪霧吹きをする。
⑫230℃に予熱したオーブンで、180～200℃で約13分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】5分（合計11分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （10個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥150g
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥100g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g

ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
スキムミルク ‥‥‥‥‥5g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
有塩バター ‥‥‥‥‥‥適量

テーブルロール生地

ブロートヒェンNO.002

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦ひとつずつ丸めなおして強力粉（分量外）をふる。
⑧めん棒で中心部をしっかりと押し、両端をつまんで形を整える。
⑨約30℃で約40分発酵させる。

焼く
⑩予熱したオーブンで、180～200℃で約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】2分（合計8分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （８個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥165g
ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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材料 （２個分）

〈生地〉
強力粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥180g
薄力粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70g
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥130g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45g

〈前ねり後〉
たまねぎ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g

〈トッピング〉
こしょう

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分（合計8分）

②ふたを開けて、下調理したたまねぎを入れる。

③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：2】1分→【ねり：4】4分（合計5分）

④【発酵：3】で約45分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、２個に分割する。

⑥手で押さえてガス抜きし、だ円形に伸ばしたあと、端から丸めて俵型にする。

⑦約30℃で約30分発酵させる。

焼く
⑧表面にオリーブ油を塗る。

⑨全体のふくらみ具合を均一にするために、指で数か所穴を開ける。（ピケする）

⑩こしょうをトッピングする。

⑪予熱した180～200℃のオーブンで、約20分焼く。
　焼いている途中、適宜オリーブ油を塗る。

1

2

3

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④たまねぎは、繊維を断つように薄切りにして、
　キッチンペーパーに並べ、ラップせずに
　レンジで約２分加熱する。

玉ねぎフォカッチャNO.006テーブルロール生地

バンズブレッドNO.004

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦丸めなおしをする。バンズ用のセルクルに入れてもよい。
⑧約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑨表面にドリールを塗り、白ごまをトッピングする。
⑩予熱したオーブンで、180℃で約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）
②ふたを開けて、ショートニングまたはバターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】2分（合計8分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

テーブルロール生地

イングリッシュマフィンNO.005

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。
⑥ひとつずつ丸め、全体にコーンミールをまぶし、型に入れる。
⑦約35℃で約40～45分発酵させる。
　型の8分目になるまで発酵させる。

焼く
⑧天板を2枚重ねて、間にオーブンペーパーを敷く。
⑨予熱したオーブンで、180℃で約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）
②ふたを開けて、ショートニング（またはバター）を入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】5分（合計11分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （10個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥175g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g

スキムミルク ‥‥‥‥‥5g
〈前ねり後〉
ショートニング
またはバター ‥‥‥‥‥10g
〈トッピング〉
コーンミール ‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

ピザ系生地

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥13g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥170g
ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
スキムミルク ‥‥‥‥‥5g

〈前ねり後〉
ショートニング
またはバター ‥‥‥‥‥15g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量
〈トッピング〉
白ごま ‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④サラダほうれん草、ベーコン、オリーブ、
　ドライトマトを適宜切る。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
オリーブ油‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 135g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.2g

〈具材〉
サラダほうれん草 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
チーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
ベーコン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
オリーブ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
ドライトマト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

★具材はお好みに合わせて変えることができます。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】6分（合計14分）

②【発酵：3】で約45分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、８個に分割する。

④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。

⑤手で生地を押さえながら、めん棒でだ円に薄く伸ばす。

⑥生地と具材を交互に重ねていく。１個につき、生地を４枚使う。

⑦約30℃で約30分発酵させる。

焼く
⑧表面にオリーブ油を塗る。

⑨全体のふくらみ具合を均一にするために、指で数か所穴を開ける。（ピケする）

⑩塩（分量外）を適宜、トッピングする。

⑪220℃に予熱したオーブンで、190℃で約18分焼く。
　焼いている途中や、焼き上がり後に、適宜オリーブ油を塗る。

1

2

3

材料 （2個分）

ピザ系生地

ミックスフォカッチャNO.007
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
強力粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥175g
薄力粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75g
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6g
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4g
〈トッピング具材〉
ミニトマト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
バジル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
モッツアレラチーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
トマトソース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

★具材はお好みに合わせて変えることができます。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】1分→【ねり：3】5分→【ねり：4】5分（合計11分）

②【発酵：3】で約60分発酵させる。

二次発酵させる
③生地を取り出し、２個に分割し、丸めをする。

④乾燥しないように、冷蔵庫で2～3時間発酵させ、成型する前30分間室温に戻す。

成形する
⑤生地を作業台に出し、軽く押さえてガス抜きし、直径23㎝ぐらいになるよう、
　丸く平たく整える。

⑥外周に厚みをもたせる。

⑦具材を適当な大きさにきざみ、トマトソースを塗る。

⑧モッツアレラチーズと具材を全体にトッピングする。

焼く
⑨最高温度に予熱したオーブンで、約１分焼き、
　その後、250℃で約３～４分焼く。

1

2

3

4

材料 （２枚分）

ピザ系生地

ピザNO.008 ピザ系生地

プロヴァンスNO.009

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦丸めをして、めん棒を使ってだ円形に伸ばし、真ん中に切り目を入れる。
　カットした切り目に、両サイドの生地を入れてひねる。
⑧約30℃で約30分発酵させる。

焼く
⑨表面に薄くオリーブ油（分量外）を塗る。
⑩180℃に予熱したオーブンで約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】１分→【ねり：3】5分（合計6分）
②ふたを開けて、ベーコンとハーブミックスを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：4】５分
④【発酵：3】で約30分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④ベーコンは細切りにする。

材料 （10個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
セモリナ粉 ‥‥‥‥‥‥50g
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥5g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
〈具材〉
ハーブミックス ‥‥‥‥2g
ベーコン ‥‥‥‥‥‥‥75g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

ピザ系生地

カルツォーネNO.010

～作り方～

成形する
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。
④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15～20分休ませる。
⑤生地を軽く押さえながら、めん棒を使って、長さ15㎝×横10㎝ぐらいの
　だ円形に伸ばす。
⑥中央に具材を乗せて包みこみ、折りたたんで半月の形に整えて、
　とじ目をしっかりとじる。

焼く
⑦表面に薄くオリーブ油（分量外）を塗る。
⑧240℃に予熱したオーブンで、180～200℃で約15分焼く。
　生地のふちに焼き色がつくまで焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】１分→【ねり：3】5分→【ねり：4】5分（合計11分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

★具材はお好みに合わせて変える
　ことができます。

材料 （８個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥50g
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155g

ドライイースト ‥‥‥‥1.4g
〈具材〉
トマト ‥‥‥‥‥‥‥‥適量
ハム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
チーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥適量
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準備

 

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④フルーツを乗せる場合は適当な大きさにきざんでおく。

⑤生クリームでホイップをつくっておく（お好みで）。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g

〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

〈トッピング具材〉
フルーツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
生クリーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

★具材はお好みに合わせて変えることができます。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）

②ふたを開けて、バターを入れる。

③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】5分（合計11分）

④【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。

⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

⑦めん棒でひらたく丸く伸ばして、直径11㎝ぐらいにする。

⑧直径8㎝ぐらいの型で抜く。

⑨外枠の生地を手に取り、細く伸ばして、ねじって二重にする。
　型抜きした円形の生地の周りに囲むように置き、お皿のようにする。

⑩約35℃で約30分発酵させる。

焼く
⑪生地の表面にドリールを塗る。

⑫予熱した180℃のオーブンで、約10分焼く。焼き上げたあとに、
　フルーツやホイップなどを乗せる。
　（カスタードクリームなどは焼く前に乗せても良い）

1

2

3

材料 （10個分）

惣菜パン生地

プレートバンズNO.011
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材料 （3個分）

〈生地〉
強力粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g
薄力粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g

（準強力粉250gでも可）
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18g
砂糖‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5g

〈前ねり後〉
シュレッドチーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g

〈トッピング〉
こしょう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）

②ふたを開けて、シュレッドチーズを入れる。

③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】３分

④【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形する
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、3分割する。

⑥手で押してガス抜きしながら、めん棒で薄く伸ばす。

⑦フォークでまんべんなく穴をあけ、カードで３～４か所、切り込みを入れる。

焼く
⑧霧吹きをして、こしょうを散らす。塩は適量ふる。

⑨予熱した200℃のオーブンで約5分焼く。そのあと、150℃で約10分焼く。
　（カリッと焼けるまで低温で焼く）

1

2

3

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

惣菜パン生地

チーズパリパリNO.014惣菜パン生地

じゃがバタチーズパンNO.012

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15～20分休ませる。
⑦めん棒で丸く伸ばして、先にチーズを入れ、その上にじゃがいもを置き、包む。
⑧約35℃で約45～50分発酵させる。

焼く
⑨表面にドリールを塗り、ハサミで十字にカットする。
⑩マヨネーズを乗せ、パセリをかける。
⑪予熱した180℃のオーブンで、約12分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】5分（合計11分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④じゃがいもはゆでて、半分か、
　大きいものは４分の１にカットする。

バター ‥‥‥‥‥‥‥‥適量
チーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥適量
パセリ ‥‥‥‥‥‥‥‥適量
マヨネーズ ‥‥‥‥‥‥適量

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥18g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g

卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量
〈具材〉
じゃがいも ‥‥‥‥‥‥8個

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

惣菜パン生地

明太フランスNO.013
準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②中力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④トッピング具材を混ぜ合わせておく。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、4個に分割する。
④適宜、打ち粉（分量外）をする。
⑤軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑥手で押してガス抜きしながら広げ、幅が約15㎝になるように細長く丸める。
⑦約30℃で約40～50分発酵させる。
　生地が２倍弱の大きさになるように、発酵時間を調整する。

焼く
⑧220℃に予熱したオーブンで、200℃で約10分焼く。
⑨生地の表面に切れ目を入れ、中と外に、あらかじめ混ぜ合わせておいた
　トッピング（明太バター）を塗る。
⑩さらに、200℃のオーブンで約8分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】6分→【ねり：4】8分（合計17分）
②【発酵：3】で約50分発酵させる。

3

2

1

材料 （4個分）
〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥225g
米粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
ショートニング ‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥170g

ドライイースト ‥‥‥‥4.2g
〈トッピング具材〉
明太子‥‥‥‥‥‥‥‥60g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥30g
マヨネーズ（お好みで）

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥170g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2g
マヨネーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
白ごま ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1

〈トッピング〉
マヨネーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
パセリ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分→【ねり：4】8分（合計14分）

②【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。

④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。

⑤手のひらで押してガス抜きし、三つ折りして丸めをし、
　両端が先細りのラグビーボールの形に整える。

⑥約30～35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑦生地の表面にクープを入れる。

⑧トッピング用のマヨネーズをしぼり、パセリを散らす。

⑨予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

1

2

3

材料 （6個分）

惣菜パン生地

マヨゴマパンNO.015 バター生地

ラムレーズンロールNO.016
準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。
⑥軽く三つ折りをして、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑦手で棒状に伸ばす。転がしながら、小指のほうに力をいれて、涙型にする。
⑧めん棒で押して、涙型のまま広げ、幅が広い方からくるくると巻く。
　芯をしっかり作り、少し引っ張りながら巻くのがポイント。
⑨約30℃で約30分発酵させる。

焼く
⑩表面にドリールを塗る。または、焼き上がり後に、
　溶かしバター（分量外）を塗ってもよい。
⑪220℃に予熱したオーブンで、190℃で約10～13分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分
②バターを入れて、さらに【ねり：3】6分
③ラムレーズンを入れて、さらに【ねり：4】10分（ねり時間合計20分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

バター生地

かぼちゃあんぱんNO.017

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑦手で押して丸く広げ、あらかじめ作っておいたかぼちゃあんを生地の中央に置き、
　包むようにして、丸く閉じる。
⑧閉じ目を下にして、手で押し、カードで切り込みを５か所入れる。
⑨約35～40℃で約40分発酵させる。

焼く
⑩表面にドリールを塗り、かぼちゃの種を貼る。
⑪予熱した180℃のオーブンで、約13分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分（合計7分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】10分（合計16分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g

スキムミルク ‥‥‥‥‥8g
卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個　
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥45g
ラムレーズン ‥‥‥‥‥35g　
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量

①レーズンを熱湯にくぐらせて、水分をふきとる。
②容器に入れて、ラム酒をレーズンが浸るまで注ぐ。（２日～１週間で使用すること）

【ラムレーズンの作り方】

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （6個分）

①かぼちゃを加熱し、マッシュする。
②熱いうちに、砂糖、バター、生クリームを加え、よく混ぜる。（お好み　
　でシナモンを入れてもよい）

【かぼちゃあんの作り方】

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g
スキムミルク ‥‥‥‥‥8g

卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥45g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量
〈かぼちゃあん〉
かぼちゃ（正味） ‥‥‥‥300g

無塩バター ‥‥‥‥‥‥20g
生クリーム ‥‥‥‥‥‥10g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
〈トッピング〉
かぼちゃの種 ‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

 

①パンケースに、パン羽根をセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
砂糖‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5g
卵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60g
アーモンドミルク（無糖）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥120g
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g

〈フィリング〉
アーモンドダイス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
はちみつ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75g
バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45g
砂糖‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①砂糖、バターだけをパンケースに入れる。【ねり：2】4分

②卵、牛乳、粉の半分を加える。【ねり：2】5分

③残りの粉を加える。【ねり：1】2分→【ねり：2】5分→【ねり：3】3分（ねり時間合計19分）

④【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を軽く押さえてガス抜きをする。

⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。

⑦めん棒で伸ばし、20㎝×25㎝の長方形（厚さ約7～8㎜）をつくる。

⑧生地全体に下ごしらえしたフィリングを塗る。

⑨上からくるくると巻いて、長さ40㎝にロールし、９等分にカットする。

⑩９等分した生地を約20㎝四方の正方形の型に並べる。

⑪約30℃で約40～50分発酵させる。
　☆生地が2～2.5倍にふくらむように発酵させる。

焼く
⑫予熱した200℃のオーブンで、約18分焼く。
　焦げそうになったら180℃に下げる。

1

2

3

材料 （スクエア型）

バター生地

アーモンドみるくロールNO.018

①アーモンドダイスを、軽く炒る。
②はちみつ、バター、砂糖と①を混ぜておく。

【フィリングの作り方】
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材料 （8個分）

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.8g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60g

〈前ねり後〉
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

〈シナモンシュガー〉
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
シナモン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10g
ココア ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

〈チーズフロスティング〉
クリームチーズ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
グラニュー糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）に
　なるように材料の温度を調整する。

※お好みに合わせて少し減らすことができます。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分→【ねり：4】2分（合計9分）

②ふたを開けて、バターを入れる。

③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】4分→【ねり：4】5分（合計9分）

④【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、三つ折りを１回する。

⑥冷蔵庫で約30分休ませる。

⑦めん棒で伸ばして、約40㎝角の正方形にする。

⑧全体にシナモンシュガーをかける。

⑨ロール状に丸め、８等分にカットする。

⑩パウンド型を２個用意し、ひとつのパウンド型に、
　カット面を上にして、４個ずつ並べる。

⑪約35℃で約40～60分発酵させる。

焼く
⑫表面にドリールを塗る。

⑬予熱した180℃のオーブンで、約13～15分焼く。

⑭お好みでチーズフロスティングをかける。

1

2

3

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④シナモンシュガーとチーズフロスティングの
　材料を混ぜ合わせて作っておく。

スイートロール生地

シナモンロールNO.021バター生地

クリームチーズロールNO.019

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。三つ折りをして、
　向きを変えて再度三つ折りをする。
⑥ラップをして、冷蔵庫で約1時間休ませる。
⑦15㎝×25㎝ぐらいの長方形に伸ばす。
⑧混ぜ合わせたクリームを全体に塗る。
⑨下からくるくる巻き、巻き終わりをつまんで閉じる。
⑩ナイフで切り込みを深めに数か所入れて、パウンド型に入れる。
⑪約25～30℃で約50分発酵させる。

焼く
⑫表面にドリールを塗る。
⑬予熱した170℃のオーブンで、約30分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分→【ねり：4】2分（合計9分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】3分（合計9分）
④【発酵：3】で約30分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④クリームの材料を混ぜ合わせておく。

〈クリーム〉
クリームチーズ ‥‥‥‥10g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥50g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥5g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6g

材料 （パウンド型２本分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g

ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥45g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

バター生地

チーズケーキブレッドNO.020

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、3個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15～20分休ませる。
⑦分割した生地を丸めなおして、直径約15㎝×高さ約3㎝の型に入れる。
⑧約35～40℃で約40～50分発酵させる。

焼く
⑨あらかじめ作ったトッピングを、絞り袋に入れて、生地の中心から外へ絞り出す。
⑩予熱した180℃のオーブンで、約20分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計11分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】2分→【ねり：4】6分（合計8分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥少々
バター ‥‥‥‥‥‥‥‥20g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥40g

材料 （３個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥50g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110g

耐糖性ドライイースト ‥5.6g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥65g
〈トッピング〉
クリームチーズ ‥‥‥‥100g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

※お好みに合わせて少し減らす
　ことができます。

①クリームチーズをやわらかくねっておく。
②バター、砂糖、塩、溶き卵の順に少しずつ加え、よく混ぜる。
③②にクリームチーズを加える。
④薄力粉を加えて混ぜる。

【トッピングの作り方】
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材料 （パウンド型２個分）

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.9g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g

〈前ねり後〉
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40g
ピール（オレンジ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
チョコ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g

〈トッピング〉
アーモンドスライス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
ドリール（溶き卵） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）に
　なるように材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分→【ねり：4】2分（合計9分）

②バターを加える。【ねり：3】4分→【ねり：4】3分（合計7分）

③ピールとチョコを加える。【ねり：2】3分（ねり時間合計19分）

④【発酵：3】で約70分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、4個に分割し、三つ折りにする。

⑥乾燥しないように、室温で約15分休ませる。

⑦生地を棒状に伸ばし、2本の生地の真ん中をクロスさせて両サイドからねじる。

⑧パウンド型に入れる。

⑨約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑩表面にドリールを塗り、アーモンドスライスをちらす。

⑪予熱した180℃のオーブンで、約20分焼く。

1

2

3

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

スイートロール生地

オレンジショコラNO.024スイートロール生地

ミルクフランスNO.022

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、８個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦手で押して三つ折りにし、さらに二つ折りにしたあと、
　棒状になるよう手で伸ばし、形を整える。
⑧約35℃で約60分発酵させる。

焼く
⑨表面に1本クープを入れる。
⑩霧吹きをする。
⑪予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。
⑫冷めたら切り込みを入れ、下ごしらえしたクリームを塗る。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】4分（合計6分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】6分→【ねり：4】5分（合計11分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②中力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④トッピングの材料を混ぜ合わせて、クリームを
　つくっておく。

スイートロール生地

プチチョコぱんNO.023

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤作業台に打ち粉（分量外）をして、生地を乗せる。
⑥めん棒で伸ばして、長さ約40㎝×幅約20㎝ぐらいのサイズにし、
　長い方を三つ折りにする。
⑦冷蔵庫で約20分休ませる。
⑧めん棒で、長さ約50㎝×幅約15㎝ぐらいに伸ばす。
⑨生地を幅の半分に切って、2本にする。1本の中央に、
　列になるようにチョコレートを適量乗せて巻く。もう1本も同様にする。
⑩表面にドリールを塗る。
⑪アーモンドスライスをトッピングし、生地を約3㎝幅にカットする。
　（約25～30個）
⑫約35～40℃で約45分発酵させる。

焼く
⑬予熱した180℃のオーブンで、約8分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分→【ねり：4】2分（合計9分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】4分→【ねり：4】5分（合計9分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈一次発酵後〉
チョコレート ‥‥‥‥‥適量
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量
〈トッピング〉
アーモンドスライス ‥‥適量

材料 （約25～30個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥50g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥45g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g

ドライイースト ‥‥‥‥4.2g　
スキムミルク ‥‥‥‥‥8g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥25g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （８個分）
〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g

〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥5g
〈トッピング（クリーム）〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥100g
練乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
粉糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥30g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④生クリームはホイップしておく。

⑤インスタントコーヒーを牛乳で溶いておく。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2g
インスタントコーヒー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g

〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g

〈トッピング〉
生クリーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】6分→【ねり：3】3分（合計9分）

②ふたを開けて、バターを入れる。

③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：2】6分→【ねり：4】4分（合計10分）

④【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次成形する
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。

⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

⑦生地を丸めなおし、アルミカップに入れる。

⑧約30℃で約45分発酵させる。

焼く
⑨予熱した190℃のオーブンで、約13分焼く。

⑩粗熱が取れたら、半分に切り目を入れて、砂糖（分量外）を適量加え、
　ホイップした生クリームをはさむ。

1

2

3

材料 （８個分）

スイートロール生地

コーヒーケーキブレッドNO.025 水分替え生地

パンオレNO.026

水分替え生地

いちごミルク食パンNO.027

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や牛乳などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形する
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦生地を手で押して三つ折りにして、さらに二つ折りにする。
⑧約30℃で約50分発酵させる。

焼く
⑨表面にドリールを塗る。
⑩ハサミで小さく切り込みを６～８か所ぐらい入れる。
⑪予熱した180℃のオーブンで、約12分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分（合計7分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】3分→【ねり：4】4分（合計7分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、手で押さえ三つ折りにし、室温で約20分休ませる。
⑥生地を押さえて、パウンド型くらいの幅になるように
　めん棒で長方形に伸ばし、ロールして型に入れる。
⑦約35℃で約60分発酵させる。

焼く
⑧パンの表面に強力粉（分量外）をふるい、真ん中に一本クープを入れる。
⑨予熱した160℃のオーブンで約10分焼いたあと、さらに180℃で約13分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①苺も含めた材料を入れ、前ねりをする。
　【ねり：2】2分→【ねり：3】2分→【ねり：4】5分（合計9分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：4】5分（合計8分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や牛乳などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④苺のヘタを除いてフォークなどで潰しておく。

材料 （パウンド型２個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g　

牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥75g
練乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g
苺（ヘタを除いて正味） ‥100g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥165g

ドライイースト ‥‥‥‥3.5g　
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g　
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥35g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1g
ヨーグルト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60g

〈前ねり前〉
プルーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g

〈前ねり後〉
くるみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくる
①プルーン、水、はちみつをミキサーにかけて、液体にする。

②準強力粉のうち130gと①とドライイーストをパンケースに入れる。

③前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】2分（合計10分）

④【発酵：2】で約60分発酵させる。

一次発酵させる
⑤パンケースに、くるみ以外の残りの材料を入れる。【ねり：3】4分→【ねり：4】2分（合計6分）

⑥くるみを入れて、さらに後ねりをする。【ねり：3】3分

⑦【発酵：2】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑧生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、5個に分割する。

⑨それぞれ手で丸めをする。

⑩約30℃で約45分発酵させる。

焼く
⑪パンの表面に強力粉（分量外）をふるい、キッチンバサミで十文字に切り込みを入れる。

⑫霧吹きをする。

⑬230℃に予熱したオーブンで、210℃で約10分焼いたあと、180℃で約8分焼く。

1

2

3

4

材料 （５個分）

水分替え生地

プルーンとくるみのパンNO.028



030 031

材料 （6個分）

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8g
きび糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 180g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.8g
ターメリック ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1g
黒こしょう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1g

〈前ねり後〉
カリフラワー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分（合計8分）

②きざんだカリフラワーを入れて、あとねりをする。【ねり：4】3分

③【発酵：3】で約50分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
④生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。

⑤軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

⑥手で押さえてガス抜きしながら丸めなおし、マフィンカップに入れる。

⑦約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑧予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

1

2

3

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④カリフラワーは1㎝～1.5㎝に粗くきざんでおく。

減塩ヘルシー生地

カリフラワーとターメリックNO.031

水分替え生地

とうふリングNO.030

水分替え生地

トマトパンNO.029

～作り方～

成形して、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。
④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑤それぞれ丸めなおして、形を整える。
⑥約30～35℃で約35～40分発酵させる。

焼く
⑦キッチンバサミで、上部をトマトのヘタのようにカットし、
　真ん中に箸などを刺してへこませる。
⑧予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①すべての材料を入れて生地をつくる。
　【ねり：2】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】7分（合計15分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②最強力粉や砂糖などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （4個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
食用油 ‥‥‥‥‥‥‥‥18g　
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥18g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g　
木綿豆腐 ‥‥‥‥‥‥‥200g
〈トッピング〉
きなこシュガー ‥‥‥‥適量

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地をとり出し、軽く押さえてガス抜きし、32個に分割する。
④分割した生地を丸め、８個ずつ丸の形に置いていく。4個のリングができる。
　☆ベタつくときは適宜、手粉（分量外）を使う。
⑤約35℃で約30分発酵させる。

焼く
⑥パンの表面に、はけで油（分量外）を塗る。
⑦予熱した180℃のオーブンで、約12分焼く。
⑧焼き上がりに、きなこシュガーをまぶす。

生地をつくり、一次発酵させる
①豆腐をつぶし、材料と混ぜて生地をつくる。【ねり：3】5分→【ねり：4】8分（合計13分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

材料 （８個分）
〈生地〉
最強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g　

トマト水煮缶 ‥‥‥‥‥190g
ショートニング ‥‥‥‥10g
お好みのハーブ ‥‥‥‥3g
パルミジャーノ ‥‥‥‥5g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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にんじん全粒粉NO.034減塩ヘルシー生地

キヌアと長いもNO.033減塩ヘルシー生地

おからパンNO.032減塩ヘルシー生地

NO.035減塩ヘルシー生地

米粉ととろろ昆布

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。
④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑤手で押さえてガス抜きしながら、だ円形になるように伸ばす。
⑥三つ折りにして、さらに二つ折りにする。
⑦作業台の上で転がして、ドック形に整える。
⑧約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑨生地全体に強力粉（分量外）をふる。
⑩予熱した170℃のオーブンで、約18分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】3分（合計11分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑤手で押さえてガス抜きし、パウンド型の幅になるように、めん棒で伸ばす。
⑥角切りにした長いもを、生地全体に散らして巻く。
⑦内側に油（分量外）を塗ったパウンド型に入れる。
⑧約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑨予熱した200℃のオーブンで、約21分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】3分（合計11分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④長いもは、約1.5㎝の角切りにしておく。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
④生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、4個に分割する。
⑤軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑥手で押さえてガス抜きし、パウンド型の幅になるように、めん棒で伸ばす。
⑦巻いたあと、１つのパウンド型につき２個入れる。
⑧約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑨予熱した200℃のオーブンで、約20分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分
②みじん切りにしたにんじんを入れて、あとねりをする。
　【ねり：3】5分→【ねり：4】3分（合計8分）
③【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④にんじんはみじん切りにしておく。

材料 （パウンド型2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥125g
全粒強力粉 ‥‥‥‥‥‥125g
米油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
きび糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥5g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1～2g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
〈前ねり後〉
にんじん ‥‥‥‥‥‥‥50g

●ねり上がり生地温度が約28℃
（目安）になるように材料の温度
を調整する。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、めん棒で伸ばして、
　20㎝×30㎝ぐらいの長方形にする。
④生地の上にとろろ昆布を散らす。
⑤棒状に巻いて、６等分にカットする。
⑥直径5.5㎝、高さ3㎝ぐらいのマフィン型に入れる。
⑦約35℃で約30分発酵させる。

焼く
⑧表面にいりごま（白）をふる。
⑨予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】6分（合計14分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥50g
米油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
きび糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥5g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1～2g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
おから ‥‥‥‥‥‥‥‥50g

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （パウンド型2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥8g
きび糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥5g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1～2g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥180g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
キヌア ‥‥‥‥‥‥‥‥30g
〈具材〉
長いも ‥‥‥‥‥‥‥‥60g

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
米粉（グルテンなし） ‥‥50g
米油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
きび糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥5g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1～2g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥170g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
〈具材〉
とろろ昆布 ‥‥‥‥‥‥2g
いりごま（白） ‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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お花ちぎりパンNO.038長時間発酵生地

トーションNO.036長時間発酵生地

コーンパンNO.037長時間発酵生地

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④ドライフルーツマンゴーは約2㎝角にきざんでおく。

〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
モルトパウダー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 165g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.4g

〈具材〉
ドライフルーツマンゴー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
クリームチーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

★ドライフルーツはお好みで変えてもよい。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】6分→【ねり：3】4分→【ねり：4】3分（合計13分）

②【発酵：2】で約120分発酵させる。

③【ねり：1】2分（パンチを入れる）

④【発酵：2】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、四角く生地を伸ばす。

⑥生地全体に、きざんだドライフルーツマンゴーとクリームチーズを均等にちりばめる。

⑦生地全体を半分にたたみ、強力粉（分量外）をふりかける。

⑧軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。

⑨軽くめん棒でたいらに伸ばす。

⑩包丁で三分割にして、切り分けた生地を、中心から外に向かって数回ねじる。

⑪約30～35℃で約60分発酵させる。

焼く
⑫霧吹きをする。

⑬予熱した230℃のオーブンで約10分焼いたあと、200℃で約5分焼く。

1

2

3

材料 （3個分）

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④スイートコーンは小麦粉（分量外）をまぶしておく。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑦生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、8個に分割する。
⑧軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑨それぞれ丸めなおす。
⑩約30℃で約50分発酵させる。

焼く
⑪クープナイフで、表面に一本、クープを入れる。
⑫霧吹きをする。
⑬予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】2分（合計5分）
②バターを入れる。【ねり：2】2分→【ねり：3】3分（合計5分）
③コーンを入れる。【ねり：2】3分
④【発酵：2】で約60分発酵させる。
⑤【ねり：1】2分（パンチを入れる）
⑥【発酵：2】で約30分発酵させる。

3

2

1

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑥生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、14個に分割にする。
⑦軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑧型１つにつき、生地７つを並べる。
　真ん中にひとつ、まわりを６個で囲んで、花の形に整える。
⑨約35℃で約50分発酵させる。

焼く
⑩表面にドリールを塗る。
⑪予熱したオーブンで、200～180℃で約18分焼く。
　（200℃で焼きだし、焼き色を見て適宜温度を下げる）

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】2分（合計5分）
②バターを入れて、あとねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】6分（合計8分）
③【発酵：2】で約60分発酵させる。
④【ねり：1】2分（パンチを入れる）　
⑤【発酵：2】で約30分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥225g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥25g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145g

ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
スキムミルク ‥‥‥‥‥10g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥20g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥18g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155g※
ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
スキムミルク ‥‥‥‥‥13g

卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
スイートコーン ‥‥‥‥75g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

※水分量にスイートコーン缶の
　シロップを適量置き換えると
　風味がよくなります。
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準備

 

①パンケースに、パン羽根をセットする。

〈ポーリッシュ種〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.7g

〈本ごね用生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
グラニュー糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g

〈前ねり後〉
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15g

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

ポーリッシュ種をつくる
①ポーリッシュ種の材料をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】2分（合計5分）

②【発酵：1】で約70分発酵させる。

本ごねし、一次発酵させる
③本ごねの材料の生地を加えて、さらにねる。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分（合計8分）

④バターを入れて、あとねりをする。【ねり：3】5分→【ねり：4】5分（合計10分）

⑤【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑥生地を取り出し、軽く三つ折りし、室温で約20分休ませる。

⑦直径約20㎝の発酵かごに、粉（分量外）をふる。

⑧生地を丸めなおして、閉じ目を上にして、発酵かごに入れる。

⑨約30℃で約40分発酵させる。
　☆かごの９分目までふくらむのが目安です。

焼く
⑩十字にクープを入れる。

⑪霧吹きをする。

⑫220℃に予熱したオーブンで、200℃で約20分焼く。
　焦げそうになったら、180℃に下げる。

1

2

3

4

材料 （発酵かご1個分）

ポーリッシュブレッドNO.039長時間発酵生地
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フィセルNO.042冷蔵発酵生地

リュスティックNO.041冷蔵発酵生地

シナモンミルクティーブレッドNO.040長時間発酵生地

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。

～作り方～

低温長時間発酵させる
④生地を丸めて、乾燥しないように、容器に入れるかビニールをかける。
⑤冷蔵庫（約５℃）で一晩ほど8～12時間、一次発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑥冷蔵庫から生地を取り出し、4個に分割する。
⑦上下を三つ折りにする。
⑧室温で約20分休ませる。
⑨手で押さえてガス抜きし、三つ折りにして、
　さらに二つに折り、細く伸ばす（オーブンの鉄板の長さまで）。
⑩約30～35℃で約45分発酵させる。

焼く
⑪表面にクープナイフで、クープを５本入れる。
⑫霧吹きをする。
⑬予熱したオーブンで、230～200℃で約15分焼く。
　（230℃で焼きだし、焼き色を見て適宜温度を下げる）

生地をつくる
①中力粉・モルトパウダー・水をパンケースに入れる。
　【ねり：1】2分→【ねり：2】3分→【発酵：1】20分
②ドライイーストを３倍量の水（分量外）で溶き、入れる。【ねり：2】3分
③塩を入れる。【ねり：3】3分

3

4

2

1

～作り方～

低温長時間発酵させる
⑤生地を丸めて、乾燥しないように、容器に入れるかビニールをかける。
⑥冷蔵庫（約５℃）で8～12時間、一次発酵させる。
　☆発酵倍率が約2～2.5倍になるのが目安。
⑦冷蔵庫から取り出し、【発酵：2】で約30分発酵させる。

成形して、二次発酵させる
⑧三つ折りして、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑨４分割にカットする。
⑩約25～30℃で約40分発酵させる。

焼く
⑪表面に中力粉（分量外）をふり、クープナイフでクープを１本入れる。
⑫霧吹きをする。
⑬予熱したオーブンで、210℃で約15分焼く。さらに、180℃で約3分焼く。

生地をつくる
①中力粉・モルトパウダー・水をパンケースに入れる。【ねり：2】4分
②15分置く。
③ドライイースト・砂糖・水小さじ２（分量外）を入れる。【ねり：2】4分
④塩を入れる。【ねり：3】2分

3

4

2

1

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や砂糖などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④ミルクティーは濃いめにつくり、粗熱を取り冷ます。

⑤ミルクティーは135ｇを使用する。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
ミルクティー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 135g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.8g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
シナモンパウダー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1g
紅茶の茶葉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g

〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
ドリール（溶き卵） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

〈ミルクティー〉
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 150g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100g
紅茶の茶葉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計11分）

②バターを入れて、あとねりをする。【ねり：3】2分→【ねり：4】6分（合計8分）

③【発酵：3】で約60分発酵させる。

④【ねり：1】2分（パンチを入れる）

⑤【発酵：3】で約30分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑥生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、2個に分割する。

⑦軽く丸めて、15分ほど休ませる。

⑧パウンド型の内側に油（分量外）を塗っておく。

⑨手で長方形に押し広げ（横幅はパウンド型に合わせる）、ロールして型に入れる。

⑩約30～35℃で約45分発酵させる。

焼く
⑪表面にドリールを塗る。

⑫予熱したオーブンで、180℃で約18分焼く。

1

2

3

材料 （パウンド型2個分）

材料 （４個分）
〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
モルトパウダー ‥‥‥‥1g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155g
ドライイースト ‥‥‥‥1.4g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （４個分）
〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
モルトパウダー ‥‥‥‥2g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥170g
ドライイースト ‥‥‥‥1.4g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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パヴェNO.045冷蔵発酵生地

アマニブレッドNO.044冷蔵発酵生地

パンぺイザンNO.043冷蔵発酵生地

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。

～作り方～

低温長時間発酵させる
②生地を丸めて、乾燥しないように、容器に入れるかビニールをかける。
③冷蔵庫（約５℃）で8～12時間、一次発酵させる。
　☆発酵倍率が約2～2.5倍になるのが目安。
④冷蔵庫から取り出し、【発酵：2】で約30分発酵させる。

成形する
⑤手粉（分量外）をふり、めん棒で約4㎝の厚さに伸ばし、8個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

焼く
⑦表面に強力粉（分量外）をふり、クープを１本入れる。
⑧霧吹きをする。
⑨210℃に予熱したオーブンで、200℃で約17分焼く。

生地をつくる
①生地をつくる。【ねり：2】4分→【ねり：3】3分（合計7分）

3

4

2

1

～作り方～

低温長時間発酵させる
④生地を丸めて、乾燥しないように、容器に入れるかビニールをかける。
⑤冷蔵庫（約５℃）で8～12時間、一次発酵させる。
　☆発酵倍率が約2～2.5倍になるのが目安。
⑥冷蔵庫から取り出し、【発酵：2】で約30分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑦生地を取り出し、4個に分割する。
⑧軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑨だ円形に伸ばし、上半分の両端を中央に折りたたみ、
　折りたたんでできた角を、さらに中央に折りたたむ。
⑩上下を変えて、下半分も同様に折りたたむ。
⑪さらに半分に折りたたみ、閉じ目をしっかりと閉じる。
⑫約30～35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑬表面にクープナイフで、クープを１本入れる。
⑭霧吹きをする。
⑮250℃に予熱したオーブンで、200℃で約15分焼いたあと、180℃で約3分焼く。

生地をつくる
①中力粉・モルトパウダー・水・アマニローストをパンケースに入れる。　
　【ねり：1】2分→【ねり：2】3分→【発酵：1】20分
②ドライイーストを３倍量の水（分量外）で溶き、入れる。【ねり：2】3分
③塩を入れる。【ねり：3】5分
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②中力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175g
ライ麦粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40g
全粒粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40g
モルトパウダー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 165g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.4g

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくる
①生地をつくる。【ねり：2】4分→【ねり：3】3分（合計7分）

低温長時間発酵させる
②生地を丸めて、乾燥しないように、容器に入れるかビニールをかける。

③冷蔵庫（約５℃）で8～12時間、一次発酵させる。
　☆発酵倍率が約2～2.5倍になるのが目安。

④冷蔵庫から取り出し、【発酵：2】で約30分発酵させる。

成形して、二次発酵させる
⑤三つ折りにして、室温で約20分休ませる。

⑥生地を手で押さえてガス抜きし、巻き転がして、長さ25㎝ぐらいにし、形を整える。

⑦約30～35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑧表面にライ麦粉（分量外）をふり、クープナイフでハの字に数か所クープを入れる。

⑨霧吹きをする。

⑩240℃に予熱したオーブンで、220℃で約30分焼く。
　焦げそうになったら適宜、温度を下げて焼く。

1
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材料 （1本分）

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②中力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （８個分）
〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥175g
ライ麦粉 ‥‥‥‥‥‥‥75g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g

グラニュー糖 ‥‥‥‥‥3g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥175g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （４個分）
〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
モルトパウダー ‥‥‥‥1g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥165g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
アマニロースト ‥‥‥‥20g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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甘酒パンNO.047アレンジ生地

キューブバターブレッド（ご飯パン）NO.049アレンジ生地

雑穀ご飯パンNO.048アレンジ生地

パンディジョンNO.046アレンジ生地

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、8個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦キューブ型に食用油（分量外）を塗っておく。
⑧生地をそれぞれ丸めなおし、型に入れる。
⑨約30℃で約60分発酵させる。
　☆バターが溶け出さないように、温度を調節する。
　☆型下ギリギリまでふくらむのが目安。

焼く
⑩予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】6分→【ねり：4】3分（合計12分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】4分→【ねり：4】8分（合計12分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3
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～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、8個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦生地をそれぞれ丸めなおす。
⑧約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑨キッチンバサミで、表面に１か所切れ込みを入れる。
⑩予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】6分（合計9分）
②ふたを開けて、ショートニングを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】4分→【ねり：4】6分（合計10分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

3
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～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、2個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑦２個の生地を、それぞれ丸めなおす。
⑧約30℃で約30分発酵させる。

焼く
⑨表面にクープナイフで、クープを１本入れる。
⑩切れ目にマスタードとバターを塗る。
⑪予熱した200℃のオーブンで、180℃で約20分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】4分（合計7分）
②ふたを開けて、バターと粒マスタードを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：4】5分
④【発酵：3】で約40分発酵させる。
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準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、6個に分割する。
④室温で約15分休ませる。
⑤生地を丸めなおし、2個のパウンド型に3個ずつ入れる。
⑥約30～35℃で約60分発酵させる。

焼く
⑦生地の表面に強力粉（分量外）をふるう。
⑧予熱した180℃のオーブンで、約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：3】5分→【ねり：4】8分（合計13分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。
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準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。　

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥125g
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥125g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g

ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
粒マスタード ‥‥‥‥‥15g
〈トッピング〉
マスタード1g＋無塩バター5g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （パウンド型2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
食用油 ‥‥‥‥‥‥‥‥15g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60g
甘酒 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥150g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉‥‥‥‥‥‥‥‥200g
冷ご飯‥‥‥‥‥‥‥‥100g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥120g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
雑穀ご飯 ‥‥‥‥‥‥‥100g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥120g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
〈前ねり後〉
ショートニング ‥‥‥‥10g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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茶々角NO.050アレンジ生地
準備

 

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.2g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60g
抹茶粉末 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2g

〈前ねり後〉
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15g

〈トッピング〉
あん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 180g

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計11分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】2分→【ねり：4】6分（合計8分）
④【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、手で押さえてガス抜きし、2個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約10分休ませる。
⑦めん棒で厚みを整えて、横約16㎝×縦約25㎝の長方形に伸ばす。
⑧あんを全面に塗り、下からロールする。
⑨横幅の長い方を、包丁で２つに切り、2つをクロスさせてねじる。
⑩オーブンペーパーを敷いたパウンド型に生地を入れ、生地の上にも
　オーブンペーパーを置き、型の上に重さのあるバットなどでふたをする。
⑪約35℃で約30分発酵させる。
　☆型下1㎝くらいの高さにふくらむのが目安。

焼く
⑫予熱した180℃のオーブンで、約20分焼く。
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材料 （パウンド型2個分）
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準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④生地の発酵中に、折り込みバターの用意を
　しておく。約15㎝角の正方形に形を整え、
　冷蔵庫で冷やしておく。

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （10個分）
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g

ドライイースト ‥‥‥‥ 2.1g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
スキムミルク ‥‥‥‥‥５g
〈折り込み用〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥100g

〈成形時〉
くるみ（ロースト） ‥‥‥ 80g
キビ砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥40g
グラニュー糖 ‥‥‥‥‥40g

デニッシュ生地

デニッシュ食パンNO.051

～作り方～

バターを折り込む
③生地を冷蔵庫から取り出し、バターの大きさ（約15㎝角）よりひと回り大きく伸ばす。
④冷蔵しておいたバターを、生地の対角線に対して垂直に乗せ、まわりの生地を
　中央に向けて折りたたむ。つなぎ目をめん棒で押し、しっかり付ける。
⑤めん棒で、長さ約30㎝に伸ばし、長い方の生地を三つ折りにする。
⑥生地の位置を90度変えてもう一度、めん棒で伸ばし、三つ折りにする。
⑦ラップで包み、冷蔵庫で約30分～１時間休ませる。
⑧２の⑤⑥⑦を繰り返す。（三つ折り合計２回）
成形し、二次発酵させる
⑨冷蔵庫から生地を取り出し、めん棒で幅15㎝×長さ28㎝ぐらいに伸ばす。
⑩幅2.5㎝ずつ、６本にカットする。
⑪水（分量外）を塗り、⑩を２本ずつ重ね、できあがった３本で三つ編みし、
　両サイドを少し折り込み、型に入れる。
⑫約30℃で約80～90分発酵させる。
　☆型の6分目になるまでふくらむのが目安。

焼く
⑬210℃に予熱したオーブンで、200～180℃で約35～40分焼く。
　（200℃で焼きだし、焼き色を見て適宜温度を下げる）

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計10分）
②生地を軽く丸めなおし、ビニールに包んで冷蔵庫で約6～10時間、発酵させる。
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準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④生地の発酵中に、折り込みバターの用意を
　しておく。約15㎝角の正方形に形を整え、
　冷蔵庫で冷やしておく。

デニッシュ生地

クロッカンNO.052

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④生地の発酵中に、折り込みバターの用意をしておく。
　約15㎝角の正方形に形を整え、冷蔵庫で冷やしておく。

〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g

〈折り込み用〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75g

〈発酵後〉
ドリール（溶き卵） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

〈トッピング具材〉
生クリーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
フルーツ（お好みで） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
マロンクリーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
マロン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

●具材はお好みに合わせて変更することができます。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計10分）

②生地を軽く丸めなおし、ビニールに包んで冷蔵庫で約6～10時間、発酵させる。

バターを折り込む
③生地を冷蔵庫から取り出し、バターの大きさ（約15㎝角）よりひと回り大きく伸ばす。

④冷蔵しておいたバターを、生地の対角線に対して垂直に乗せ、まわりの生地を
　中央に向けて折りたたむ。つなぎ目をめん棒で押し、しっかり付ける。

⑤めん棒で、長さ約30㎝に伸ばし、長い方の生地を三つ折りにする。

⑥もう一度、めん棒で伸ばし、生地の位置を90度変えて三つ折りにする。

⑦ラップで包み、冷蔵庫で約30分～１時間休ませる。

⑧２の⑤⑥⑦を２回繰り返す。（三つ折り合計３回）

成形し、二次発酵させる
⑨冷蔵庫から生地を取り出し、めん棒で幅20㎝×長さ30㎝ぐらいに伸ばす。

⑩約10㎝×10㎝にカットして、6分割する。

⑪切った生地をそれぞれ三角に折り、１角を残して２方向カットする。

⑫切った生地を広げ、カットした２つをクロスさせて成形する。

⑬約25～30℃で約60分発酵させる。
　☆バターが溶け出さないように注意する。

焼く
⑭表面にドリールを塗り、中心部分にフォークで少し穴をあける。（ピケする）

⑮予熱したオーブンで、200℃で約12分焼く。

⑯トッピングに、お好みのクリームやフルーツなどを乗せる。

1

2

3

4

材料 （約6個分）

デニッシュ生地

フルーツデニッシュNO.053

材料
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 130g
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 120ｇ
無塩バター ‥‥‥‥‥‥ 20g

砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120g
耐糖性イースト ‥‥‥‥ 3.5g

卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
スキムミルク ‥‥‥‥‥ 8g
〈折り込み用〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥ 100g

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

～作り方～

バターを折り込む
③生地を冷蔵庫から取り出し、
　バターの大きさ（約15㎝角）よりひと回り大きく伸ばす。
④冷蔵しておいたバターを、生地の対角線に対して垂直に乗せ、まわりの生地を
　中央に向けて折りたたむ。つなぎ目をめん棒で押し、しっかり付ける。
⑤めん棒で、長さ約30㎝に伸ばし、長い方の生地を三つ折りにする。
⑥もう一度、めん棒で伸ばし、生地の位置を90度変えて三つ折りにする。
⑦ラップで包み、冷蔵庫で約30分～１時間休ませる。
⑧２の⑤⑥⑦を２回繰り返す。（三つ折り合計３回）

成形する
⑨冷蔵庫から生地を取り出し、めん棒で厚さ2㎝ぐらいの長方形に伸ばす。
⑩約2㎝角にカットする。
⑪ボウルに生地とくるみとキビ砂糖を入れて混ぜる。
⑫型の底に約小さじ1杯分のグラニュー糖を入れ、生地を分け入れる。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計10分）
②生地を軽く丸めなおし、ビニールに包んで冷蔵庫で約6～10時間、発酵させる。

3

4

2

1

焼く
⑬予熱したオーブンで、200～170℃で約25分、カリッとするまで焼く。
　（200℃で焼きだし、焼き色を見て適宜温度を下げる）
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準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④生地の発酵中に、折り込みバターの用意を
　しておく。約15㎝角の正方形に形を整え、
　冷蔵庫で冷やしておく。

デニッシュ生地

ボーヴォロNO.054

～作り方～

バターを折り込む
③生地を冷蔵庫から取り出し、
　バターの大きさ（約15㎝角）よりひと回り大きく伸ばす。
④冷蔵しておいたバターを、生地の対角線に対して垂直に乗せ、まわりの生地を
　中央に向けて折りたたむ。つなぎ目をめん棒で押し、しっかり付ける。
⑤めん棒で、長さ約30㎝に伸ばし、長い方の生地を三つ折りにする。
⑥もう一度、めん棒で伸ばし、生地の位置を90度変えて三つ折りにする。
⑦ラップで包み、冷蔵庫で約30分～１時間休ませる。
⑧２の⑤⑥⑦を２回繰り返す。（三つ折り合計３回）

成形し、二次発酵させる
⑨冷蔵庫から生地を取り出し、めん棒で幅15㎝×長さ50㎝ぐらいに伸ばす。
⑩長い辺を手前から巻き、８等分にカットし、カットした面を上にして並べる。
⑪約30℃で約60分発酵させる。

焼く
⑫予熱したオーブンで、200℃で約15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計10分）
②生地を軽く丸めなおし、ビニールに包んで冷蔵庫で約6～10時間、発酵させる。

3

4

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④生地の発酵中に、折り込みバターの用意を
　しておく。約15㎝角の正方形に形を整え、
　冷蔵庫で冷やしておく。

デニッシュ生地

ベーコンパイNO.055

材料 （８個分）
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥ 15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.1g

〈折り込み用〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥ 75g

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

～作り方～

バターを折り込む
③生地を冷蔵庫から取り出し、
　バターの大きさ（約15㎝角）よりひと回り大きく伸ばす。
④冷蔵しておいたバターを、生地の対角線に対して垂直に乗せ、まわりの生地を
　中央に向けて折りたたむ。つなぎ目をめん棒で押し、しっかり付ける。
⑤めん棒で、長さ約30㎝に伸ばし、長い方の生地を三つ折りにする。
⑥もう一度、めん棒で伸ばし、生地の位置を90度変えて三つ折りにする。
⑦ラップで包み、冷蔵庫で約30分～１時間休ませる。
⑧２の⑤⑥⑦を２回繰り返す。（三つ折り合計３回）

成形し、二次発酵させる
⑨冷蔵庫から生地を取り出し、めん棒で幅20㎝×長さ40㎝ぐらいに伸ばす。
⑩ベーコンを細切りにして散らす。
⑪両端から中央に向かって巻き、約1㎝幅にカットする。（約25個）
⑫ハート形に形を整えて並べる。
⑬約30℃で約40分発酵させる。
⑭カット面に粉チーズとこしょう（分量外）をふる。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計10分）
②生地を軽く丸めなおし、ビニールに包んで冷蔵庫で約6～10時間、発酵させる。

3

4

2

1

焼く
⑮予熱したオーブンで、200℃で約10分焼く。

ベーグル生地

ゼブラチョコベーグルNO.056

ベーグル生地

紫芋とあんこのベーグルNO.057

～作り方～

成形し、発酵させる
④それぞれの生地をめん棒で、だ円形に伸ばし、あん（15g）を塗る。
⑤端から巻いて、棒状に整える。
⑥右端約2㎝ぐらい薄く伸ばし、左端にかぶせてしっかりとめ、
　ドーナツ状に整える。
⑦約30℃で約30分発酵させる。

ゆでる
⑧お湯を沸かし、モラセスまたははちみつを加える。
⑨沸騰を続けた状態で、片面30秒ずつゆでる。
　ゆでたら、水けをしっかり切り、間隔をあけてプレートに並べる。

焼く
⑩表面にいりごま（白）をふる。
⑪予熱した190℃のオーブンで、約15分焼く。

生地をつくる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】2分→【ねり：4】15分（合計19分）
②生地を取り出し、6個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約5分休ませる。

3

4

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
⑤平たく手で押してガス抜きし、
　分割した生地1個につき、アーモンドチョコを3個ずつ巻き込む。
⑥右端約2㎝ほど薄く伸ばし、左端にかぶせてしっかりとめ、
　ドーナツ状にする。
⑦約30℃で約40分発酵させる。

ゆでる
⑧お湯を沸かし、モラセスまたははちみつを加える。
⑨沸騰を続けた状態で、片面40秒ずつゆでる。
⑩ゆでたら、水けをしっかり切り、間隔をあけてプレートに並べる。

焼く
⑪予熱した210℃のオーブンで、約12～13分焼く。

生地をつくる
①前ねりをする。【ねり：1】2分→【ねり：3】2分（合計4分）
②オレオクッキーを5㎜角に砕いて入れて、あとねりをする。
　【ねり：1】2分→【ねり：4】4分（合計6分）
③生地を取り出し、6個に分割する。
④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約10分休ませる。

3

4

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥250g
紫芋パウダー ‥‥‥‥27g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥135g
ドライイースト ‥‥‥2.8g

〈成形時〉
あん ‥‥‥‥‥‥‥‥90g
〈ゆでる用〉
お湯 ‥‥‥‥‥‥‥‥2ℓ
モラセス ‥‥‥‥‥‥大さじ２
（またははちみつ大さじ3）

〈トッピング〉
いりごま（白） ‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （約25個分）
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g　
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g

ドライイースト ‥‥‥‥ 2.1g
〈折り込み用〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥75g
〈具材〉
ベーコン ‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥13g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.8g

〈前ねり後〉
オレオクッキー ‥‥‥‥ 80g
アーモンドチョコ ‥‥‥ 18個
〈ゆでる用〉
お湯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥約2ℓ
モラセス ‥‥‥‥‥‥‥大さじ２　
（またははちみつ大さじ3）

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200g
全粒粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1g

〈成形時〉
プロセスチーズ（角切り） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥90g

〈ゆでる用〉
お湯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2ℓ
モラセス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ２
（またははちみつ大さじ３）　

〈トッピング〉
とろけるチーズ（細切り） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
黒こしょう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

生地をつくる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】2分→【ねり：4】15分（合計19分）

②生地を取り出し、6個に分割する。

③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約5分休ませる。

成形し、発酵させる
④それぞれの生地をめん棒で、だ円形に伸ばし、チーズ（15g）を
　約1㎝角に切ったものをちらす。

⑤端から巻いて、棒状に整える。

⑥右端約2㎝ぐらい薄く伸ばし、左端にかぶせてしっかりとめ、ドーナツ状に整える。

⑦約30℃で約30分発酵させる。

ゆでる
⑧お湯を沸かし、モラセスまたははちみつを加える。

⑨沸騰を続けた状態で、片面30秒ずつゆでる。ゆでたら、水けをしっかり切り、
　間隔をあけてプレートに並べる。

焼く
⑩細切りにしたとろけるチーズを、生地に乗せて、黒こしょうをふる。

⑪予熱した190℃のオーブンで、約15分焼く。

1

2

3

4

材料 （6個分）

ベーグル生地

チーズグラハムベーグルNO.058
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】6分→【ねり：4】8分（合計17分）

②【発酵：3】で約60分発酵させる。

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、4個に分割する。

④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。

⑤手で押さえてガス抜きをし、広げたら、三つ折りにする。

⑥さらに半分に折り、閉じ目を下にして形を整え、上から軽く押さえる。
　長さ20㎝程度になるようにする。

⑦約30℃で約40分発酵させる。

焼く
⑧表面にクープを３本入れる。

⑨予熱したオーブンで、200℃で約13～15分焼く。

1

2

3

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥225g
米粉（上新粉） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
食用油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g　
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥165g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

材料 （4個分）

ワールド生地

べトナム風バインミーNO.061

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥ 5g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 140g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.8g

〈ゆでる用〉
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥500g
重曹 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥14g
粗塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

ベーグル生地

ビアリーNO.059

～作り方～

成形し、発酵させる
④それぞれの生地を丸めなおす。
⑤約35～40℃で約40分発酵させる。
⑥めん棒の先などで真ん中をくぼませ、
　くぼんだ所にたまねぎのみじん切りを乗せる。
⑦お好みでけしの実をふりかける。

焼く
⑧予熱した210℃のオーブンで、約10分焼く。

生地をつくる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：3】2分→【ねり：4】15分（合計19分）
②生地を取り出し、10個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約5分休ませる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④たまねぎはみじん切りにしておく。

ベーグル生地

プレッツェルNO.060

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤平たく手で押してガス抜きし、6個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約10分休ませる。
⑦手で押さえ、めん棒でだ円形にして、
　空気が入らないようにしっかりクルクルと巻く。
⑧両手で転がし、約40㎝のひも状に生地を伸ばし、
　両端をクロスさせ、1回ねじる。
⑨輪になっている部分に端をくっつけて、プレッツェルの形に整える。
⑩冷蔵庫で約18分発酵させる。

ゆでる
⑪鍋に水を沸騰させ、重曹を入れる。
⑫沸騰を続けた状態で、生地を30秒ずつひたす。
⑬水けをしっかり切り、鉄板に並べ、クープを１本入れて、粗塩をふる。

生地をつくり、一次発酵させる
①強力粉125g、砂糖、水100g、ドライイーストを入れる。
　【ねり：1】2分→【ねり：2】3分→【ねり：3】4分（合計9分）
②【発酵：1】で約60分発酵させる。
③残りの強力粉125g、バター、塩、水40gを加える。
　【ねり：1】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】6分（合計14分）
④【発酵：3】で約20分発酵させる。

3

4

2

1

焼く
⑭予熱せず、210℃のオーブンで約20分焼く。
　焦げそうになったら、180℃に温度を下げる。

材料 （10個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 190g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 60g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 140g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.8g
〈トッピング〉
たまねぎ ‥‥‥‥‥‥‥ 50g
けしの実（黒） ‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

ワールド生地

マラサダNO.062

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、めん棒で四角に伸ばす（厚さ1㎝ぐらい）。
④乾燥しないように、室温で約20分休ませる。
⑤四角に切って、8個に分割する。
⑥約30℃で約30～40分発酵させる。
　☆ふっくらするまで発酵させる。

揚げる
⑦約160～170℃の油（分量外）で中火にかけ、両面を約３分くらい、
　色づくまで揚げる。
⑧温かいうちに、グラニュー糖をふる。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】5分→【ねり：4】5分（合計13分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

ワールド生地

花巻NO.063

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④めん棒で、約25㎝角の正方形に伸ばす。
⑤表面にごま油を塗って、くるくる巻き、巻き終わりをしっかりとめる。
⑥カードで6等分にカットし、生地の中心を菜箸でしっかり押さえる。
⑦オーブンペーパーをカットし、その上に生地を乗せ、室温で約30～40分
　発酵させる。
蒸す
⑧水を入れた蒸し器を火にかけ、蒸気が上がったら、オーブンペーパーごと
　生地を並べる。
⑨中弱火で約10分蒸す。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】3分→【ねり：3】6分（合計9分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

ワールド生地

ナンNO.064

ワールド生地

ピタパンNO.065

～作り方～

成形する
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割してきれいに丸める。
④乾燥しないように、室温で約10分休ませる。
⑤打ち粉（分量外）をし、めん棒で厚さ約3㎜程度になるまで丸く均等に伸ばす。

焼く
⑥予熱したオーブンで、240℃で約4分焼く。
（風船状にふくらむ）

生地をつくり、発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】1分→【ねり：3】5分→【ねり：4】5分（合計11分）
②【発酵：3】で約45分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形する
③生地を取り出し、お好みの大きさに3～4分割する。
④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約30分～1時間休ませる。
　☆濡れ布巾をかけるか、タッパーなどの保存容器に入れ蓋をして、
　乾燥しないように注意する。
⑤めん棒または手で、わらじ形に広げる。

焼く
⑥250℃に予熱したオーブンで、210℃で約4～5分焼く。または、フライパンで
　両面をこんがり焼いてもよい。
⑦お好みで、表面に溶かしバター（分量外）を塗る。

生地をつくり、発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】1分→【ねり：3】5分→【ねり：4】5分（合計11分）
②【発酵：3】で約60分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （８個分）
〈生地〉
強力粉‥‥‥‥‥‥‥‥ 100g
薄力粉‥‥‥‥‥‥‥‥ 85g
片栗粉‥‥‥‥‥‥‥‥ 15g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥ 15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3g※

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
耐糖性イースト ‥‥‥‥ 2.8g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1個
無糖練乳 ‥‥‥‥‥‥‥ 65g
〈トッピング〉
グラニュー糖‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

※お好みに合わせて少し減らす
　ことができます。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥60g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥190g
ベーキングパウダー ‥‥ 5g
ショートニング ‥‥‥‥ 10g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥13g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.8g
〈成形時〉
ごま油 ‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らす
　ことができます。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
全粒粉‥‥‥‥‥‥‥‥50g
ショートニング ‥‥‥‥ 10g

砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g
ドライイースト ‥‥‥‥ 3.5g

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らす
　ことができます。

材料 （お好みのサイズ）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g

牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.8g
ヨーグルト ‥‥‥‥‥‥ 50g
サラダ油 ‥‥‥‥‥‥‥ 13g

●ねり上がり生地温度が約28℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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ミエルNO.067おつまみ生地

タイガーブレッドNO.068おつまみ生地

グリッシーニNO.066おつまみ生地

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②中力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
中力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250g
モルトパウダー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g※
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥170g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1g
オリーブ油‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8g

〈打ち粉用〉
セモリナ粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らすことができます。

～作り方～

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：2】1分→【ねり：3】5分→【ねり：4】5分（合計11分）

②【発酵：3】で約30分発酵させる。

成形する
③生地を取り出し、手で幅15㎝ぐらいの長方形に伸ばす。

④セモリナ粉をふった作業台の上に生地を置き、表面にオリーブ油（分量外）をはけで塗る。

⑤その上にセモリナ粉をまんべんなくふる。

⑥約1㎝幅にカットする。

焼く
⑦両手で生地を優しく持ちながら、テンパンの長さに伸ばし、間隔をあけて置く。

⑧予熱したオーブンで、180℃で約16分焼く。

1

2

3

材料 （お好み量）

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦それぞれ丸めなおし、タイガー生地を上面に塗る。
⑧約35℃で約30～40分発酵させる。

焼く
⑨予熱したオーブンで、200℃で約15分焼く。焦げそうになったら180℃に下げる。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】3分→【ねり：3】3分→【ねり：4】5分（合計11分）
②ふたを開けて、バターを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】2分→【ねり：4】5分（合計7分）
④【発酵：3】で約50分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
⑤生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。
⑥軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
⑦手で押して丸く広げ、下からくるくる巻いて、ラグビーボールの形に丸める。
⑧約30℃で約30分発酵させる。

焼く
⑨ライ麦粉（分量外）をふり、表面にクープを1本入れる。
⑩予熱したオーブンで、180℃で約12～15分焼く。

生地をつくり、一次発酵させる
①前ねりをする。【ねり：2】6分→【ねり：3】4分（合計10分）
②ふたを開けて、カシューナッツとこしょうを入れる。
③ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：3】5分
④【発酵：2】約60分→【ねり：1】2分→【発酵：2】約50分

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④カシューナッツを5mm角にきざむ。

材料 （10個分）
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 225g
ライ麦粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 25g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥ 45g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥115g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.1g
ヨーグルト ‥‥‥‥‥‥50g

〈前ねり後〉
カシューナッツ ‥‥‥‥‥75g
こしょう（ピンクやグリーン） 4g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥170g
ドライイースト ‥‥‥‥ 4.2g
スキムミルク ‥‥‥‥‥5g

〈前ねり後〉
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
〈タイガー生地〉
上新粉‥‥‥‥‥‥‥‥35g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥5g
溶かしバター ‥‥‥‥‥10g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35g
ドライイースト ‥‥‥‥ 0.7g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）
　になるように材料の温度を調整する。

①タイガー生地のすべての材料を混ぜ合わせる。
②少しねばるまで混ぜ、室温で約30分寝かす。

【タイガー生地のつくりかた（一次発酵中）】
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ミックスビーンズブレッドNO.071d1食パン生地

甘納豆ロールパンNO.072d1食パン生地

ドイツ風パンキッシュNO.070おつまみ生地

セーグルオリーブNO.069おつまみ生地

～作り方～

成形する
⑥生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、14個に分割する。
⑦軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
⑧手で押して、だ円形に広げる。
⑨１つの生地につき、オリーブを3個並べて、巻き込むように包んで、形を整える。
⑩べたつき予防のために、下に強力粉（分量外）をつける。

焼く
⑪キッチンバサミで、生地の３か所に十字のカットを入れる。
⑫表面にオリーブ油（分量外）を塗る。
⑬予熱したオーブンで、200℃で約10分焼く。
⑭焼き上がり後に、もう一度オリーブ油を塗る。

生地をつくり、一次発酵させる
①ライ麦粉、水50g、ヨーグルト、塩4gを混ぜ、パンケースに入れる。【ねり：2】2分　
②【発酵：1】で約30分発酵させる。（ねかし）
③ふたを開けて、水95g、はちみつ、ドライイースト、モルトパウダー、塩1g※、
　強力粉を追加する。
④ふたを閉めて、あとねりをする。【ねり：2】2分→【ねり：3】2分【ねり：4】3分（合計7分）
⑤【発酵：3】で約50分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。 ②スタッフドオリーブは、強力粉（分量外）を

　まぶして使う。

～作り方～

成形し、二次発酵させる
③生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
④軽く丸めて、乾燥しないように室温で約25分休ませる。
⑤型の内側に、食用油（分量外）を塗っておく。
⑥めん棒で、型よりひとまわり大きいサイズに伸ばし、型に敷く。
⑦約30℃で約20分発酵させる。

焼く
⑧フォークで全体にまんべんなく穴をあけ、アパレイユの生地を流し込む。
⑨予熱したオーブンで、200℃で約20分焼く。焦げそうになったら180℃に下げる。
　☆竹串を通して、アパレイユが竹串についてこなければOK。

生地をつくり、一次発酵させる
①生地をつくる。【ねり：1】2分→【ねり：2】5分→【ねり：3】5分（合計12分）
②【発酵：3】で約40分発酵させる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や牛乳などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④めん棒で、だ円形に伸ばし、厚みを整える。巻きあげてロール状にし、
　閉じ目を閉じて整える。
⑤約35℃で約35分発酵させる。

焼く
⑥表面に強力粉をふり、クープを数本入れる。
⑦予熱したオーブンで、200℃で約20分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】（レーズン：あり　粗混ぜ）で生地をつくる。

3

2

1

材料 （２個分）

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らすことができます。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
全粒粉‥‥‥‥‥‥‥‥50g
ショートニング ‥‥‥‥5g

砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥175g
ドライイースト ‥‥‥‥3.5g

ミックスビーンズ（加熱済み） 100g
〈トッピング〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥適量

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④ミックスビーンズを5㎜角にきざむ。
⑤それをレーズン・ナッツ容器に入れておく。

材料 （18㎝型2個分）

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥50g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥13g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥125g

ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
〈アパレイユ〉
たまねぎ ‥‥‥‥‥‥‥500g
ベーコン ‥‥‥‥‥‥‥70g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥20g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g

卵（正味）‥‥‥‥‥‥‥約100g
サワークリーム ‥‥‥‥130g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥10g
キャラウェイシード（お好みで少々）

①たまねぎは繊維に沿って薄切りにする。ベーコンは約1㎝幅に切る。
②フライパンにバター、たまねぎ、塩を入れて、いためる。たまねぎがしんなりしたら、
　ベーコンを加えてさらにいため、粗熱をとる。
③サワークリームをヘラでやわらかくしておく。溶き卵を少量ずつ混ぜ、すべて混ざったら、
　薄力粉をふるって混ぜる。そこへ②も加える。

【アパレイユのつくりかた（成形発酵中）】

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸め、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④めん棒で長方形に広げる。横幅をパウンド型の長さに合わせる。
⑤甘納豆を生地の上にちらし（１つの生地あたり100g）、端から巻く。
⑥パウンド型に食用油（分量外）を塗り、生地を入れる。
⑦約35℃で約40分発酵させる。
　☆型の高さの位置ぐらいが目安。

焼く
⑧強力粉（分量外）をふり、クープをタテに３本入れる。
⑨予熱したオーブンで、180℃で約20分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】で生地をつくる。

3

2

1

材料 （２本分）

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個

スキムミルク ‥‥‥‥‥8g
〈成形時〉
甘納豆‥‥‥‥‥‥‥‥200g

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （14個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 150g
ライ麦粉 ‥‥‥‥‥‥ 100g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4＋1g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50＋95g
ドライイースト ‥‥‥2.1g

はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥8g
ヨーグルト ‥‥‥‥‥‥50g
モルトパウダー ‥‥‥‥1g
〈トッピング〉
スタッフドオリーブ ‥‥42個

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らす
　ことができます。



060 061

ドイツ風ソーセージロールNO.073d1食パン生地

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110g
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110g
ライ麦粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 160g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.8g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
モルトパウダー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3g

〈トッピング〉
ソーセージ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８本
粒マスタード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
ごま、けしの実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】で生地をつくる。

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、8個に分割する。

③軽く丸め、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

④めん棒で、ソーセージの長さぐらいになるように、だ円形に広げる。

⑤生地の中央に、粒マスタードを塗り、ソーセージを置く。

⑥ソーセージのサイドの生地を、両サイド均等になるように、
　約4～5か所、ハの字型に切り込みを入れる。

⑦切れた生地を、両サイドから持ち、中心で交互にクロスさせる。

⑧約30℃で約40分発酵させる。

焼く
⑨霧吹きをする。

⑩ごま、けしの実をお好みでちらす。

⑪予熱したオーブンで、200℃で約16分焼く。

1

2

3

材料 （８個分）
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材料 （２個分）

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
黒糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 160g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.2g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15g
くるみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】（レーズン：あり　粗混ぜ）で生地をつくる。

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。

③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

④手で押して、厚みを整えながら、丸く広げる。

⑤3辺を中心に向かって折り込み、つなぎ目をつまみ三角形の形にする。

⑥約30～35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑦表面に強力粉（分量外）をふり、井の字のようにタテ横にクープを入れる。

⑧予熱したオーブンで、200℃で約25分焼く。焦げそうになったら180℃に下げる。

1

2

3

準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④くるみを5mm角にきざむ。

⑤それをレーズン・ナッツ容器に入れておく。

d1食パン生地

さつまいもパンNO.075

d1食パン生地

黒糖くるみパンNO.076d1食パン生地

酒粕パンNO.074

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④手で押さえて丸めなおす。
⑤約30℃で約40～50分発酵させる。

焼く
⑥表面に強力粉（分量外）をふり、菜箸で十字に押す。
⑦予熱したオーブンで、180℃で約20分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④手で押さえて、縦長のだ円形に広げ、さつまいもをちらす。
⑤下から巻いて形を整える。
⑥約30～35℃で約50分発酵させる。

焼く
⑦表面に、ななめに4本クープを入れる。
⑧予熱したオーブンで、180℃で約20～25分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。　

材料 （２個分）

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g

ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥75g
いりごま（黒） ‥‥‥‥‥13g

〈フィリング用〉
さつまいも ‥‥‥‥‥‥200g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥80g
レモン汁 ‥‥‥‥‥‥‥小さじ1

①さつまいもは、皮つきのまま、小さめの角切りにして、耐熱容器に入れる。
②水、砂糖、レモン汁を加えて、よく混ぜたら、軽くラップをし、電子レンジで約6分加熱。
　（さつまいもがやや固いぐらいに加熱）

【フィリングのつくりかた】

材料 （2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
酒粕 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥30g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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くるみポテトブレッドNO.078d1食パン生地

塩パンNO.077d1食パン生地

黒糖食パンNO.080d1食パン生地

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④黒蜜のかわりに黒糖水を使う場合は、分量の黒砂糖
　と水を混ぜ、とろみがつく程度まで煮詰める。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④手で押さえ、型の奥行きのサイズの幅になるように、めん棒で細長く伸ばす。
⑤手前から巻いて、巻き終わりをつまむ。
⑥型に２つ並べて生地を入れる。
⑦約35～40℃で約50～60分発酵させる。
　☆型下５㎜くらいまでふくらむのが目安。

焼く
⑧予熱したオーブンで、160℃で約10分焼く。
　そのあと、190℃で約20分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】で生地をつくる。

3

2

1

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、3個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④めん棒でしずく形に広げる。
⑤幅の広い方にスティック状の有塩バター（20g）を置き、巻き込む。
⑥約30℃で約30分発酵させる。

焼く
⑦予熱したオーブンで、200℃で約17分焼く。
　☆バターの一部が溶け出し、底がカリッと焼けるのが目安。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④生地をそれぞれ押さえて、三つ折りにする。
⑤三つ折りをさらに二つ折りにして、長く伸ばし、円形にして、外側に切り込みを一周入れる。
⑥約30℃で約40～50分発酵させる。

焼く
⑦予熱したオーブンで、200℃で約20分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】（レーズン：あり　ふつう）で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④くるみを5㎜角にきざむ。
⑤それをレーズン・ナッツ容器に入れておく。

クランベリーブレッドNO.079d1食パン生地

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出し、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④手で押さえて、タテ長のだ円形に広げる。
⑤下から巻いて、形を整える。
⑥約30～35℃で約35分発酵させる。

焼く
⑦表面に強力粉をふり、格子状にクープを入れる。
⑧予熱したオーブンで、200℃で約20～25分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d1】（レーズン：あり　ふつう）で生地をつくる。

3

2

1

材料 （２個分）

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らすことができます。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥175g
全粒粉‥‥‥‥‥‥‥‥75g
ショートニング ‥‥‥‥5g

砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥175g
ドライイースト ‥‥‥‥4.2g

クランベリー ‥‥‥‥‥50g
〈仕上げ用〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥適量

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④クランベリーは熱湯に通し、水けを切っておく。
⑤それをレーズン・ナッツ容器に入れておく。

材料 （３個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥150g
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥100g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥12g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥90g
ドライイースト ‥‥‥‥2.8g
〈フィリング用〉
有塩バター ‥‥‥‥‥‥60g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g※

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥165g
ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個
マッシュポテト ‥‥‥‥25g
くるみ ‥‥‥‥‥‥‥‥70g

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らす
　ことができます。

材料　底辺約18㎝×約9㎝×高さ約9㎝（一斤型）
〈生地〉
強力粉‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
黒砂糖‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155g

ドライイースト ‥‥‥‥3.5g
カラメル ‥‥‥‥‥‥‥1g
黒糖水または黒蜜 ‥‥‥25g
（黒糖水の場合：黒砂糖45g＋水25g
を加熱してとろみがつくまで煮
詰める）

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200g
玄米粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 165g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1g

●ねり上がり生地温度が約24℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】で生地をつくる。

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、3個に分割する。

③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

④手で押さえて、だ円形に広げる。

⑤長い方を横にして置き、手前と反対側から折りたたみ、三つ折りにする。

⑥さらに二つ折りにして、閉じ目を押さえ、転がして長さを出す。

⑦両端の先が細くなるように整える。

⑧約30℃で約40分発酵させる。2倍弱の大きさになるのが目安。

焼く
⑨玄米粉（分量外）をふって、クープをタテに1本入れる。

⑩霧吹きをする。

⑪予熱したオーブンで、210℃で約10分焼いたあと、200℃で約7分焼く。

　焦げそうになったら、適宜温度を下げる。

1

2

3

材料 （3本分）

d2ハード生地

玄米バゲットNO.081
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～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④手で押さえて、だ円形に広げる。
⑤長い方を横にして置き、手前と反対側から折りたたみ、三つ折りにする。
⑥さらに二つ折りにして、閉じ目を押さえ、転がして長さを出す。
⑦室温で約40分発酵させる。

焼く
⑧クープを適宜、斜めに数本入れる
⑨霧吹きをする。
⑩予熱したオーブンで、230℃で約10分焼いたあと、200℃で約8分焼く。
　焦げそうになったら、適宜温度を下げる。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、12個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④生地を丸めなおし、そば粉をまぶす。
⑤約30～35℃で約40分発酵させる。
焼く
⑥そば粉を適宜ふり、ハサミで表面を十字にカットする。
⑦210℃に予熱したオーブンで、200℃で約8分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15～20分休ませる。
④生地を手で広げ、1個あたり35gのあんを乗せ、包み込む。
⑤平たく丸い形に整える。
⑥約35℃で約45～50分発酵させる。
焼く
⑦オーブンペーパーをはさんだ鉄板を上に乗せ、予熱したオーブンで、
　210℃で約15分焼く。焦げそうになったら180℃に下げる。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

d2ハード生地

チョコバトンNO.082

～作り方～

成形し、発酵させる
②手粉（分量外）をふった作業台に、生地を四角に広げる。
③二つ折りにして、押さえてガス抜きし、厚みを整える。
④乾燥しないように、室温で約15分休ませる。
⑤生地の幅の長い方を5等分にカットし、ねじる。
⑥約30℃で約50分発酵させる。

焼く
⑦霧吹きをする。
⑧予熱したオーブンで、210℃で約18分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】（レーズン：あり　粗混ぜ）で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④ピッピッと鳴ったらふたを開け、チョコチップを入れ、
　ふたを閉める。
⑤再度スタートする。

d2ハード生地

フランスあんぱんNO.083

d2ハード生地

そば粉パンNO.084

d2ハード生地

サワークリームバゲットNO.085

材料 （約5本分）
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 250g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 150g

ドライイースト ‥‥‥‥ 2.1g
モルト（粉末） ‥‥‥‥‥ 2g
無糖ヨーグルト ‥‥‥‥ 25g　
チョコチップ ‥‥‥‥‥ 50g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （6個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g

ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥15g
〈成形時〉
あん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥210g
〈トッピング〉
いりごま（黒） ‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （2本分）
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥250g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
サワークリーム ‥‥‥‥50g

●ねり上がり生地温度が約24℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。

材料 （12個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
そば粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥50g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
モルトパウダー ‥‥‥‥1g

〈仕上げ用〉
そば粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

④黒オリーブは、４分の１にカットし、水分をよく拭き取る。

⑤それをレーズン・ナッツ容器に入れておく。

〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250g
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥175g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1g
黒オリーブ（種なし） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20個

〈成形・仕上げ用〉
オリーブ油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】（レーズン：あり　粗混ぜ）で生地をつくる。

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く丸めて、
　オリーブ油を塗ったクッキングシートの上に置く。

③乾燥しないように、室温で約10分休ませる。

④生地を手で押さえて広げ、厚みを均等にしながら、四角に整える。

⑤約35℃で約45分発酵させる。

焼く
⑥包丁で、生地の表面に約2.5㎝間隔の切り込みを入れる。

⑦表面にオリーブ油を塗る。

⑧予熱したオーブンで、200～180℃で約25分焼く。

　（200℃で焼きだし、焼き色を見て適宜温度を下げる）

1

2

3

材料 （1個分）

d2ハード生地

オリーブブレッドNO.086 d2ハード生地

かぼちゃの種とドライフルーツのパンNO.087

d2ハード生地

マロンカンパーニュNO.088

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、手で押さえて、めん棒で長方形に広げたところに、
　半分に切った栗甘露煮を半量ちらし、三つ折りにする。
③90度向きを変えて、さらに長方形に伸ばし、残り半分の栗をちらし、
　再度三つ折りにする。
④乾燥しないように、室温で約20分休ませる。
⑤生地を丸く整え、中心をつまみ閉じる。
⑥発酵かごにライ麦粉（分量外）をふり、生地の閉じ目を上にして入れる。
⑦約25～30℃で約50分発酵させる。

焼く
⑧表面にクープを１本入れる。
⑨霧吹きをする。
⑩230℃に予熱したオーブンで、200～180℃で約25分焼く。
　（焼きだしを200℃にして、適宜180℃に下げる。焦げないように注意）

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】で生地をつくる。

3
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1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②準強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④栗甘露煮は、それぞれ半分に切っておく。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15～20分休ませる。
④生地を手で押さえ、丸めて形を整える。
⑤表面に卵白を塗り、かぼちゃの種をつける。
⑥約30～35℃で約30～40分発酵させる。生地が約2倍にふくらむようにする。
焼く
⑦予熱したオーブンで、220℃で約10分焼いたあと、200℃で約10分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】（レーズン：あり　粗混ぜ）で生地をつくる。

3
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1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④ドライフルーツを5mm角に刻む。
⑤それをレーズン・ナッツ容器に入れておく。
⑥トッピングのかぼちゃの種は、軽くミルで砕いておく。

材料 （2個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 200g
ライ麦粉（細挽） ‥‥‥‥ 25g
全粒粉（グリストミル） ‥ 25g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥ 8g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 180g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.1g
かぼちゃの種 ‥‥‥‥‥ 25g
ドライフルーツ（レーズン、クラン

ベリーなど） ‥‥‥‥‥ 75g
〈トッピング〉
かぼちゃの種　 ‥‥‥‥ 約25g
卵白　 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （1個分）
〈生地〉
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥200g
ライ麦粉（細挽） ‥‥‥‥ 25g
全粒粉（細挽）‥‥‥‥‥25g

無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150g
ドライイースト ‥‥‥‥ 1.4g

モルトパウダー ‥‥‥‥ 1g
マロンクリーム ‥‥‥‥ 100g
〈具材〉
栗甘露煮 ‥‥‥‥‥‥‥7粒

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。
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d3リッチ生地

モンキーブレッドNO.091

d3リッチ生地

バナナココナッツNO.092d2ハード生地

ハニーオートミールブレッドNO.090

d2ハード生地

カイザーゼンメルNO.089

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、2個に分割する。
③長い方を横にして置き、手前と反対側から折り、三つ折りにする。
④乾燥しないように、室温で約15分休ませる。
⑤生地を手で押さえて広げ、さらに二つ折りにする。
⑥手で転がし、20㎝くらいの棒状にする。
⑦水にはちみつを溶かしたものを、生地の表面に塗り、
　その上にオートミールを全面に付ける。
⑧約35℃で約35分発酵させる。

焼く
⑨キッチンバサミで、左右交互にクープを入れる。
⑩予熱したオーブンで、200℃で焼きだし、適宜180℃に下げて約20分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④オートミールと牛乳を合わせておく。

材料 （2本分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥15g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥50g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.1g
オートミール 10g＋牛乳 40g　

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

〈トッピング〉
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥10g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1
オートミール ‥‥‥‥‥10g

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、８個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④生地を丸めなおし、卵白を塗り、ごまやけしの実などをつける。
⑤約35℃で約35分発酵させる。

焼く
⑥カイザーゼンメルの模様をつける型で、型押しをする。
⑦霧吹きをする。
⑧250℃に予熱したオーブンで、200℃で約15～18分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d2】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②約27㎝×約24㎝の鉄板のサイズになるよう、めん棒でのばす。
③約30℃で約25～30分発酵させる。

焼く
④生地の表面にフォークで穴をあけて、バナナの薄切りを乗せる。
⑤その上に、トッピングクリームをまんべんなく乗せる。
⑥予熱したオーブンで、180℃で約20～30分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や牛乳などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。
④天板にオーブンペーパーを敷いておく。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、16個に分割する。
③それぞれ丸めて、シロップにくぐらせる。
④クグロフ型に、分割した生地を１つずつ入れる。
⑤約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑥予熱したオーブンで、180℃で約20分焼く。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や牛乳などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④バナナは皮をむいて、フォークでピューレ状に
　つぶす。

①鍋に砂糖、水、バターを入れて、火にかける。
②少しとろりとするまで煮詰めて、包丁で砕いたくるみとレーズンを入れる。

【シロップのつくりかた】

材料 （クグロフ型直径13㎝×高さ6㎝）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 120g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 30g
無塩バター ‥‥‥‥‥ 15g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2g

ドライイースト ‥‥‥ 2.8g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
バナナ（正味） ‥‥‥‥ 80g
〈シロップ〉
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
水　 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ3

無塩バター ‥‥‥‥‥ 25g
くるみ ‥‥‥‥‥‥‥ 適量
レーズン ‥‥‥‥‥‥ 大さじ1

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥110g
準強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥110g
ライ麦粉 ‥‥‥‥‥‥‥30g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g

塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160g
ドライイースト ‥‥‥‥2.1g
スキムミルク ‥‥‥‥‥5g
モルトパウダー ‥‥‥‥２g

〈トッピング〉
ごま、けしの実など ‥‥適量
卵白 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （約27㎝×約24㎝の鉄板1枚分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥170g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥35g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2g
耐糖性ドライイースト ‥‥4.9g

牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥60g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g
〈トッピングクリーム〉
ココナッツロング ‥‥‥100g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥100g　
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥100g

牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥70g
はちみつ ‥‥‥‥‥‥‥30g
〈トッピング具材〉
バナナ（正味） ‥‥‥‥‥2本

①鍋にココナッツ以外の材料を入れて、火にかける。
②バターがとけて、はちみつがふつふつしてから、１分煮詰める。
③火をとめて、ココナッツを入れる。

【トッピングクリームのつくりかた】 ●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120g
ドライイースト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.5g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g

〈トッピング〉
ドリール（溶き卵） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
ポップシュガー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
（アーモンドやグラニュー糖などでも可）

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

※お好みに合わせて少し減らすことができます。

～作り方～

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。

③生地を押さえ、上下から三つ折りにする。

④乾燥しないように、室温で約15～20分休ませる。

⑤生地を押さえてロール状にし、長さ約23㎝の棒状に伸ばす。

⑥2本を十字に置き、上下左右交互に編む。

⑦約30～35℃で約50分発酵させる。

焼く
⑧表面にドリールを塗り、ポップシュガーをつける。

⑨予熱したオーブンで、180℃で約15分焼く。

1

2

3

材料 （4個分）

d3リッチ生地　　　

編みパンNO.093
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d3リッチ生地

コロネNO.096

d3リッチ生地

UFOパンNO.097d3リッチ生地

ふわふわチーズクリームNO.095

d3リッチ生地

オニオンツナチーズNO.094

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、8個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④1個あたり約30gのクレームフロマージュを包み、丸める。
⑤約35℃で約50分発酵させる。

焼く
⑥予熱したオーブンで、200℃で約12分焼く。
⑦仕上げに粉糖をふる。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や牛乳などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、6個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④ツナを、生地の中央に入れて丸める。
⑤パウンド型2個に、生地を3個ずつ並べて入れる。
⑥約35℃で約40分発酵させる。

焼く
⑦表面にクープを一本入れ、たまねぎ、チーズを乗せて、
　マヨネーズをかける。
⑧予熱したオーブンで、210～180℃で約18～20分焼く。
　（210℃で焼きだし、焼き色を見て適宜温度を下げる）

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットする。

④トッピングのツナとマヨネーズを混ぜ合わせる。
⑤たまねぎは薄切りにする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④生地を丸めなおす。
⑤約35～40℃で約40分発酵させる。

焼く
⑥表面に、絞り袋で上がけ生地をトッピングする。
⑦180℃に予熱したオーブンで、約170℃で約15分焼く。
　☆表面が焦げやすいので注意する。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約20分休ませる。
④手で押さえて、上下を三つ折りにする。
⑤さらに二つ折りにする。コロネ型の2.5倍の長さぐらいになるように、
　手で転がし棒状に伸ばす。
⑥コロネ型の太い方から、生地を巻きつけていく。
⑦約30～35℃で約50分発酵させる。

焼く
⑧表面にドリールを塗る。
⑨予熱したオーブンで、約200℃で約10分焼く。
⑩パンが冷めたら、型を外し、チョコカスタードクリームを絞り袋に入れて、絞り入れる。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （パウンド型２個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥250g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥25g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100g
ドライイースト ‥‥‥‥ 2.8g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥45g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g

〈トッピング〉
溶けるチーズ ‥‥‥適量
たまねぎ ‥‥‥‥‥適量
ツナ ‥‥‥‥‥‥‥1缶（70g）
マヨネーズ ‥‥‥‥大さじ1

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。

材料 （8個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥190g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥40g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥35g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥12g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥140g

ドライイースト ‥‥‥‥ 2.8g
水あめ ‥‥‥‥‥‥‥‥23g
卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個　
〈クレームフロマージュ〉
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g
クリームチーズ ‥‥‥‥ 100g
全卵（M） ‥‥‥‥‥‥‥1個　

薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥20g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥100ｇ　
レモンのしぼり汁 ‥‥‥‥小さじ1
無塩バター ‥‥‥‥‥‥10g
〈トッピング〉
粉糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

①クリームチーズを室温に戻し、やわらかくして、耐熱用のボウルに入れ、砂糖を加えてすり混ぜる。
②①のボウルに溶き卵を少しずつ加えて、最後に薄力粉を混ぜ合わせる。
③人肌に温めた牛乳を②のボウルに加えて、混ぜ合わせる。
④ボウルに軽くラップをかぶせて、電子レンジで約4分ほど加熱する。加熱の途中で2～3回ほど
　取り出して、泡立て器で混ぜ合わせる。
⑤クリーム状に仕上がったら電子レンジから取り出し、レモン汁、バターの順に加えて、混ぜ合わせる。
⑥粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やしておく。

【クレームフロマージュのつくりかた】

①チョコレートは細かくきざんでおく。
②卵黄と砂糖を、白っぽくなるまで、すり混ぜる。
③②にふるった薄力粉を加え、人肌に温めた牛乳を少しずつ加えて混ぜる。
④濾して鍋に入れ、中火にかけ、たえず混ぜながら、とろみとつやが出るまで混ぜる。
⑤火からおろして、バターとチョコレートを加えて混ぜる。

【チョコカスタードクリームのつくりかた】

材料 （10個分）

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 175g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 75g
無塩バター ‥‥‥‥‥ 40g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110g
耐糖性ドライイースト 2.8g

卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
〈チョコカスタードクリーム〉
牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 360ｇ　
卵黄 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2個　　
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 120g
（チョコレートの甘さにより増減）
無塩バター ‥‥‥‥‥ 20g

チョコレート ‥‥‥‥ 140g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥ 30g
〈仕上げ用〉
ドリール（溶き卵） ‥‥ 適量

●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように材料の温度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らすことができます。

材料 （10個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥200g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥50g
無塩バター ‥‥‥‥‥‥40g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3g※

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥120g
耐糖性ドライイースト ‥ 3.5g
スキムミルク ‥‥‥‥‥10g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38g
〈上かけ生地〉
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥40g

上白糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥45g
溶かしバター ‥‥‥‥‥55g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65g
ベーキングパウダー ‥‥１ｇ
アーモンドプードル ‥‥ 15g

①薄力粉とアーモンドプードル、ベーキングパウダーを混ぜて、
　ふるっておく。
②上白糖と卵をホイッパーで、白っぽくなるまで混ぜ合わせる。
③②に①を入れ、混ぜ合わせる。
④溶かしバターを加え、混ぜる。
⑤絞り袋に入れ、ゆるい場合は冷蔵庫で冷やしておく。

【上がけ生地のつくりかた】 ●ねり上がり生地温度が約26℃
　（目安）になるように材料の温
　度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らす
　ことができます。
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準備

①パンケースに、パン羽根をセットする。

②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250g
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 130g
ドライイースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.5g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35g
スキムミルク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12g

〈ビスケット生地〉
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 220g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120g
無塩バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65g
卵（M１個）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 約60g
☆香りづけとして、メロンオイル・バニラエッセンス・
　レモン皮すりおろしなどをお好みで適宜使用

〈仕上げ用〉
グラニュー糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
●ねり上がり生地温度が約26℃（目安）になるように
　材料の温度を調整する。

～作り方～

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、12個に分割する。

③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。

④生地を丸めなおす。

⑤ビスケット生地は、包丁で12個に分割する。
　軽く丸めパン生地より一回りぐらい大きな直径の円状に広げる。

⑥ビスケット生地の表面にグラニュー糖をつける。

⑦パン生地の上に、ビスケット生地を重ねる。（グラニュー糖のついた面が上）

⑧ビスケット生地の表面に、カードで格子状の跡をつける。

⑨約35～40℃で約50分発酵させる。
　☆乾燥気味になるように発酵させる。
焼く
⑩予熱したオーブンで、約180℃で約12分焼く。

1

2

3

材料 （12個分）

d3リッチ生地

メロンパンNO.098 d3リッチ生地

カレーパンNO.099

d3リッチ生地

ドーナツNO.100

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、12個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④手で生地を棒状に伸ばし、左右逆方向に転がす。先端を合わせると自然に
　ねじれるので、形を整える。
⑤約35℃で約20分発酵させる。

揚げる
⑥約170℃の油（分量外）で、片面1分30秒を目安に、きつね色になるように揚げる。
⑦温かいうちにグラニュー糖（分量外）をまぶす。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

～作り方～

成形し、発酵させる
②生地を取り出して、軽く押さえてガス抜きし、10個に分割する。
③軽く丸めて、乾燥しないように室温で約15分休ませる。
④生地を手で押して、めん棒でだ円形に広げ、
　トッピングを生地の真ん中より手前の中心に置く。
⑤向こう側の生地をかぶせるようにして包む。
⑥閉じ目を上にして、しっかりとつまみ、つまんだところを片側に倒して、
　レモン型に整える。
⑦約40℃で約40分発酵させる。

揚げる
⑧溶き卵にくぐらせ、パン粉をつけて、約170℃に熱したサラダ油で、
　きつね色になるまで、約3～4分揚げる。

パン生地をつくる
①【パン生地コース：d3】で生地をつくる。

3

2

1

準備
①パンケースに、パン羽根をセットする。
②強力粉や水などの材料をパンケースに入れる。

③パンケースを本体にセットする。

材料 （10個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 175g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 75g
ショートニング ‥‥‥‥ 20g
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4g

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125g
ドライイースト ‥‥‥‥ 3.5g
スキムミルク ‥‥‥‥‥ 5g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25g
〈トッピング〉
手作りカレー ‥‥‥‥‥ 適量

じゃがいも ‥‥‥‥‥‥ 1個
〈揚げる用〉
溶き卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
パン粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
サラダ油 ‥‥‥‥‥‥‥ 適量

①じゃがいもはゆでて、つぶしてマッシュポテトにする。
②やわらかすぎない濃度になるよう、カレーと合わせ、冷ましておく。

【トッピングのつくりかた】 ●ねり上がり生地温度が約28℃
（目安）になるように材料の温度
を調整する。

①薄力粉はふるっておく。
②砂糖と、やわらかくしたバターを混ぜ、ホイッパーで白っぽくなるまで混ぜ合わせる。
③②に溶き卵を数回に分けて少しずつ入れ、軽くなるまで混ぜる。香りづけをする場合は、溶き卵と一緒に加える。
④③に薄力粉を入れ、さっくりとヘラで混ぜる。
⑤作業台の上で、四つ折りから六つ折りにするようにして、まとめる。
⑥直径約5㎝ぐらいの棒状にして、ポリ袋で包み、冷蔵庫で冷やし固める。

【ビスケット生地のつくりかた】

材料 （12個分）
〈生地〉
強力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥175g
薄力粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥75g
ショートニング ‥‥‥‥ 20g

砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥30g
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4g※
水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100g
ドライイースト ‥‥‥‥ 7.7g

スキムミルク ‥‥‥‥‥10g
卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g

●ねり上がり生地温度が約28℃（目安）になるように材料の温度を調整する。
※お好みに合わせて少し減らすことができます。
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企業・飲食店のメニュー作りや商品開発、書籍出版、
食ブランディングコンサルティングを行う。季節や
生活スタイルに合わせたおうちレシピや作り方を
食関連イベントや料理教室などでも提案している。
著書に『パナソニックのGOPANとホームベーカリー
でつくるいつもほかほかパンのあるおいしい生活』
『私のコメパン5週間』『アーモンドミルクのチカラ』 
他多数
www.mottibenton.co.jp

1斤タイプ ホームベーカリー
SD-MDX100-K（ブラック）-W（ホワイト）

マニュアル機能で形も味もこだわりのパンに。
おうちで楽しむ「週末ブーランジュリー」。

坂口もとこ
メニュープランナー
Motti&BentonFoodConsulting（株）
代表取締役


