
☆みんなのプロジェクトコラボレーションイベント 「美と健康を実現するパンの試食会」レポート

4社の素材がコラボしたインナービューティパンの試食会を開催

美しくなりたい！いつまでも健康でいたい！

これは女性にとって永遠の願いと言えるのではな
いでしょうか。

今、美と健康に対する意識の高い女性から注目を
集めているのが「菌活」です。「菌活」とは身体によ
い働きをする菌を積極的に取り入れる活動のこと。
菌は腸内の善玉菌を育て、腸内環境を整えてくれ
るのです。「美と健康のカギは腸にあり」と言われる
ほど、腸内環境が整うことで健康だけでなく美容に
も効果があると期待されています。特に注目の食
材が、よい菌を豊富に含む「発酵食品」なのです。

今回の「みんなのプロジェクト」メンバー限定イベントで
は、“菌活”をテーマに、「美と健康を実現するパンの試
食会」が開催されました。みんプロで活躍中の菌、発酵
製品を取り扱う4社（小西酒造株式会社、株式会社東

京デーリー、マルサンアイ株式会社、ピュラトスジャパ
ン株式会社）がコラボレーション。それぞれの会社様の
発酵食品を組み合わせ、試行錯誤を重ねて作られた「
美と健康を実現するパン」を、こちらも発酵食品である
日本酒と合わせて、お集まりいただいたみんプロメンバ
ーの皆さまにご試食いただいた様子をお伝えします。

まずは、菌活そして商品について各社様より「女性の
美と健康」という視点からお話しいただきました。



パンと楽しむ日本酒を提案―室町時代から続く老舗酒造メーカー「小西酒造株式会社」

“パンと日本酒”―なかなか聞きなれない組み合わせか

もしれませんが、今回パンに合う日本酒を提案されたの
は、兵庫県伊丹市にある小西酒造株式会社。創業はな
んと室町時代で、現在15代目という老舗の酒造メーカー

です。お酒の仕込みには、酒造りに適している六甲長尾
山系の伏流水を使い、466年間美味しい日本酒を作り続
けています。

また、意外に思われるかもしれませんが、ベルギービー
ルを日本で初めて輸入した会社でもあります。伊丹市が
ベルギー王国のハッセルト市と姉妹関係にあり、都市の
交流として始まったのがベルギービールの輸入だったの
です。

日本酒とベルギービールを楽しんでいただきたい。小西
酒造の商品には、そうした想いが込められています。

女性の味方！日本酒と美容と健康の関係とは？

日本酒は原料を酵母で発酵させて作る醸造酒です。日本酒は原料のお米のでんぷんを麹が糖にかえ、
その糖を酵母がアルコールと二酸化炭素にかえていきます。この2つの工程が同時に行われるため「並
行複発酵」と呼ばれていますが、これは世界でも類を見ない発酵方法です。こうしてできたお酒は、栄養
たっぷりで「栄養の宝庫」とも言われています。
例えば、日本酒には有機酸、アミノ酸、ペプチドが非常に多く含まれていますが、これらは美白効果や肌
の潤いを保つ効果が期待できると言われています。また、アデノシンにより血の巡りがよくなり、女性の悩
みに多い冷え体質の改善も期待できます。お酒が飲めない方でもお風呂にコップ2杯分の日本酒を入れ
て入ることで、体がポカポカ温まります。

小西酒造株式会社 マーケティン
グ部 滝本さん

日本酒の美容と健康に役立つ効果

麹 発酵 木樽

「醸造酒」有機酸、アミノ酸、ペプチド… → 日本酒は栄養の宝庫！

「アルコールリラックス効果」

「料理酒、調理酒」・料理に入れて旨味UP！・肉を漬け込んで柔らかく

「血流改善、冷え体質改善」他のアルコール類と比べて、飲んだ後の体温が2度高くなる → 体ポカ
ポカ！

日本酒の製造過程



世界中のナチュラルチーズを日本の皆さまへ―「株式会社東京デーリー」

パンに使用するチーズを提供したのは、東京都江
東区に本社を構える株式会社東京デーリー。「もっ
とおいしく、チーズで楽しく！」をモットーに、世界中
から美味しいナチュラルチーズを厳選して輸入し、
工場で食べやすいサイズにカット＆ラップした製品
を製造しています。
チーズはナチュラルチーズとプロセスチーズの2種
類に分けられますが、東京デーリーはナチュラルチ
ーズに特化しているのが特徴で、日本人の食習慣
や嗜好に合わせたものを中心に幅広く取り扱って
います。

ナチュラルチーズには乳酸菌が生きている！

ナチュラルチーズは「乳」に「乳酸菌」と「レンネット（凝乳酵素）」を加え、「ホエイ（乳清）」を取り除いて固め
たもの。さらにそれを発酵熟成させたものもあります。つまり、製造過程において加熱加工をしないため、
乳酸菌が生きた状態でチーズの中にいるのです。乳酸菌の力でタンパク質や脂肪が分解され、熟成が進
みますから、熟成期間によって変化する風味や味わいを楽しむことができます。
一方、プロセスチーズはナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶解したあと、乳化剤を加えて固めたもの。乳酸
菌自体はいませんが、一定の味を長期間楽しむことができます。

チーズは「完全栄養食品」と言われるほど栄養価が高い食品です。例えばビタミンAやビタミンB2による美
肌効果や、カルシウムによる骨粗しょう症予防などが期待できます。肝臓機能を助けてくれるアミノ酸も豊
富ですから、先にチーズを少し食べてからお酒を飲むと、2日酔いの防止効果もある程度期待できると言
われています。（ただし飲み過ぎにはご注意を！）
さらに、ナチュラルチーズには生きた乳酸菌が含まれますから、腸内環境改善効果も期待できるのです。

株式会社東京デーリー マーケ
ティング本部 三浦さん

ナチュラルチーズピックアップ★ 青カビチーズのご紹介

青カビチーズ Gorgonzola ゴルゴンゾーラ

• イタリアを代表するチーズの1つ
• フランスのロックフォール、イギリスのスティルトンと並ぶ世界3大ブルーチーズの1つに数

えられる
• 名前の由来はイタリア北部のロンバルディア州のゴルゴンゾーラ村で生まれたことによる

【Piccante ピカンテ】

ドルチェより青カビが
多く硬い組織で、青カ
ビ独特のピリッとした
辛みのあるシャープ
な味わい。

【Dolce ドルチェ】

青カビが少なく柔ら
かい組織で、クリー
ミーでマイルドな味
わい。青カビ初心
者に食べやすいタ
イプ。

東京デーリーで取り扱っている青カビチーズ



大豆ひとすじ－「マルサンアイ株式会社」

和食のイメージが強い味噌ですが、今回はパンと
のコラボレーションです。味噌を提供したのはマル
サンアイ株式会社。愛知県岡崎市に本社を構える
1952年創業の歴史ある会社です。大豆を主原料
とする味噌と豆乳を製造・販売しています。創業当
時は味噌だけでしたが、味噌は夏の消費が落ちる
ことから、夏場に豆乳の製造を始めたのが豆乳作
りのきっかけです。
創業以来、「自然の恵みから、おいしさと健康を。」
のスローガンのもと、大豆に関する技術と想いを
皆さまにお届けしています。

味噌と豆乳で女性をキレイに、健康的に

味噌は蒸した大豆に、麹菌をつけた麹（小麦麹、米麹、豆麹）を混ぜて発酵させた食品ですから、女性
をキレイにしてくれると話題の酵素がたっぷり入っています。さらに生きたままの植物性乳酸菌もたくさ
ん含まれています。生味噌のまま食べれば、酵素や乳酸菌をそのまま体に取り込むことができるので
す。ほかにもさまざまな抗酸化成分が含まれており、老化防止や乳がん予防、ダイエット、美肌にもい
いと言われています。味噌の塩分を気にされる方もいると思いますが、成人女性の食塩摂取量の目標
量（2015年4月からの厚生労働省推奨）7.0g/日未満に対し、味噌汁1杯に含まれる塩分量は1~1.2gです
から、1日1杯程度飲むとよいでしょう。
また、豆乳の原料でもある大豆には「大豆イソフラボン」が多く含まれます。これは女性ホルモンである
エストロゲンに似た働きをしてくれますから、いつまでも女性らしくいられるよう女性の美と健康をサポ
ートしてくれるのです。

マルサンアイ株式会社 開発統
括部 深津さん

味噌でキレイに！ 「味の饗宴 無添加生」

・キレイになれると、今話題の酵素がたっぷり

・大豆イソフラボンでいつまでも女性らしく

・ダイエットにいい成分もいっぱい

・さまざまな抗酸化成分で老化ストップ

・メラニン合成を抑制して美肌に

豆乳でキレイに！ 「豆乳グルト」

豆乳を植物性乳酸菌TU4408Lで発酵させた、ヨーグルト風の
発酵豆乳。

今話題の「豆乳グルト」は、コレステロール0%、砂糖不使用、乳成分
不使用。
さらに大豆イソフラボン×植物性乳酸菌がダブルで摂取できるから
、女性ホルモンのバランスを整え、便通改善の効果もあって、ダイ
エット・美肌効果も期待大の商品です。
健康と美が気になる女子のキレイを応援します！



世界中のプロ御用達！―「ピュラトスジャパン株式会社」

今回、各社の原料を使ってパンを作ったのが、ピュラ
トスジャパン株式会社です。本社はベルギーにあり、
世界100か国以上でパン・洋菓子・チョコレートのプ
ロフェッショナル（パティシエやショコラティエなど）に
原材料を提供しています。

思考錯誤を重ねて完成した「美と健康を実現するパン」

今回は「惣菜パン」と「菓子パン」の2種類をご用意。各社の原料の味を壊さずに、いかに美味しいパ
ンを作るかが難しかったといいます。まずはそれぞれのパンの特徴や工夫したポイントについて、実
際に開発に携わったピュラトスジャパンの花田さんにご説明いただきました。

■ゴルゴンゾーラはちみつパン（惣菜パン）

ゴルゴンゾーラの塩味とハチミツの甘さが絶妙
に調和したソフトフランス。油脂を「豆乳グルト」
に置き換えて使用することでカロリーを抑えまし
た。また「豆乳グルト」を入れることで、硬すぎず
柔らかすぎずという“ちょうどいい食感”を実現。
形は、ヨーロッパでは「幸運を受け止める」と言
われる馬蹄型（Uの字）にしました。アンチエイジ
ング効果が高いと言われているスーパーフード
のカカオニブを入れ、食感にアクセントをもたせ
ました。

ピュラトスジャパン株式 テクニカ
ルセールス部 花田さん



■五穀ミルクフランス（菓子パン）

味噌を練り込んだことでほんのりとした芳ばしさ
が香るミルクフランスです。

豆乳グルトでしっとりさせたパン生地には、カラダ
喜ぶ風味豊かな五穀（黒米・はと麦・玄米・ライ麦
・大麦）や、クルミ／アーモンドを練り込みました。
菓子パンにヘルシー感をプラスしたパンです。

パンに使われたのはどんな商品？

各社がパンのために用意した様々な商品の中から、実際に採用されたのは下記の商品でした。「美と
健康を実現するパン」というコンセプトにぴったりで、そのままでも美味しいものばかり。それぞれの特
徴をご紹介します。

① 小西酒造の『ショコラとよく合うお酒』－「ゴルゴ
ンゾーラはちみつパン」に使用

料理とのマリアージュを楽しむお酒シリーズ。こちら
はショコラに着目したお酒で、オレンジの香りがチョ
コレートの味わいとよく合います。今回は「ゴルゴン
ゾーラはちみつパン」の生地に練り込みました。カ
カオニブとの相性もぴったりです。もちろんそのまま
でもおいしくお召し上がりいただけます。ゆったりと
お酒を楽しみたい女性におすすめです。

② 東京デーリーの『ゴルゴンゾーラ ドルチェ』―「
ゴルゴンゾーラはちみつパン」に使用

青カビチーズのゴルゴンゾーラはイタリアを代表す
るチーズの1つで、フランスのロックフォール、イギ
リスのスティルトンと並ぶ世界3大ブルーチーズの1

つに数えられています。イタリア北部にあるゴルゴ
ンゾーラ村で生まれたことからこの名前がつけられ
たそうです。
ゴルゴンゾーラには「ドルチェ」と「ピカンテ」の2種

類がありますが、パンには「ドルチェ」が採用されま
した。「甘い」という意味を持ち、クリーミーでマイル
ドな味わいが人気です。ピカンテは青カビ独特のピ
リッとした辛味のあるシャープな味わいが楽しめま
す。



さあ、いよいよパンの試食スタートです！

お待ちかね、パンの試食タイムスタートです。
参加者の皆さまには、2種類のパンが1個ずつ配られ、味わいながらアンケートにご記入いただきま
した。ご試食中の皆さまは真剣そのもの。まずはパンだけでご試食いただき、それぞれのパンにつ
いて様々な角度からご感想をいただきましたので、一部ですがご紹介します。

■『ゴルゴンゾーラはちみつパン』について
・ゴルゴンゾーラの塩味とはちみつの甘みが合う！
・味も食感も本当に好み！チーズの味がきいていて、ハチミツの染み込んだ感じもたまらない。
表面のチーズのこげた部分も美味しい
・豆乳グルトやアンチエイジング効果が期待できるカカオニブなどが使われているのがよい
・ゴルゴンゾーラの風味がよく、食べやすい
・パン屋さんにあったら絶対購入します！

■『五穀ミルクフランス』について
・味噌を練り込んだパンは初めてでしたが、とてもおいしかった！
・五穀が使われている点が魅力的です
・体に良い食材が色々と使われていて魅力的。生地がしっとりしているのも好き
・味がまろやかで、子どもも喜びそうな味や食感
・菓子パンなのにヘルシーなのがいい

③ マルサンアイの『豆乳グルト』―「ゴルゴンゾーラ
はちみつパン」と「五穀ミルクフランス」に使用

豆乳を植物性乳酸菌TUA4408L（長野県木曽地方の

伝統発酵漬物「すんき漬け」から発見された植物性
乳酸菌）で発酵させた、ヨーグルト風の発酵豆乳。女
性にうれしいコレステロール0、砂糖0、乳成分0！さ

らに大豆イソフラボンと植物性乳酸菌も摂取できま
す。そのままでも、スムージーや料理に混ぜてもお
いしく食べられます。

④マルサンアイの『味の饗宴無添加生』―「五穀ミル
クフランス」に使用

「米麹の香り」に「麦麹の旨み」と「豆麹のコク」がバラ
ンスよく配合されたあわせみそ。あわせみそは、味
噌になってから混ぜるのが一般的ですが、この商品
は味噌になる前の段階、つまり3種の麹を元から仕

込んで作っているため、ブレンドでは出せないおいし
さを楽しめます。さらに、大豆、麹、塩のみで作った
無添加みそを加熱殺菌せずに蔵出しすることで、生
味噌の香り・旨み・コクが味わえます。



それぞれのパンを少し残していただいていたところへ、日本酒の登場です。今回は小西酒造から4種類
の日本酒をご提案。参加者の皆さまには、それぞれのお酒の特徴が記載されたテイスティングシートも
配られましたので、そちらも参考にしていただきながらお試しいただきました。どのお酒とどのパンが合
うのか、少しずつ飲み比べされていました。

小西酒造が提案する“パンに合う4種のお酒と特徴”は下記のとおり。

独自製法で醸した美しい光
沢と、透明感のある、澄みき
った味わいの純米酒。これ
までにない、キレ上がる味を
実現。

碧冴えの澄みきり純米

香りをとじこめるフルーティー
製法。華やかな香りと奥行き
のある味わいが気軽に楽し
める。

大吟醸ひやしぼり

2種類の麹を使用し、甘味と

酸味の絶妙なバランス、フル
ーティーなキレ味が特徴。ト
マトやアボカドなどの前菜料
理とも相性抜群。

チーズとよく合うお酒

貴醸酒をブレンドした、深い
コクと上品な甘みのある味
わいが特徴。ナッツはもちろ
ん、ドライフルーツともよく合
う琥珀色のお酒。

ナッツとよく合うお酒

よく合うお酒シリーズ



参加者の皆さまは、終始、各企業様の話に真
剣に耳を傾けメモをとられたり、五感をフル活
用しながら試食を楽しまれていました。和気あ
いあいとした雰囲気の中、近くの席の方同士
で感想を言い合うなど、話に花が咲いている
様子も見られました。

最後に、参加者の皆さまには素敵なお土産も配られました。
・小西酒造株式会社より、『ショコラとよく合うお酒』
・株式会社東京デーリーより、『チーズチップス アジアーゴ』『チーズチップス ミモレット』『ゴルゴンゾ
ーラ ドルチェ』
・マルサンアイ株式会社より、『味の饗宴 無添加生』『豆乳飲料白桃』
自宅でそれぞれの会社の商品を試せるのもまた楽しみの一つです。

いかがでしたか？今回のイベントでは美と健康を実現するために役立つ情報が満載でした。あなた
も菌活で内外美容を実現しませんか？一人の女性として大切な「美と健康」は、母から子へと脈々
と受け継がれていくものでもあります。ぜひ今回ご紹介した商品を日常生活の中に取り入れて、美
しく、健康的な毎日をお過ごしいただければと思います。

ご参加いただきました皆さま、本当にありがとうございました。
今後もみんプロメンバー様に楽しみながら“ためになる”イベントを企画して参りますので、どうぞお
楽しみに！

それぞれ好みが分かれたようですが、人気は③「チーズとよく合うお酒」と④「ナッツとよく合うお酒
」でした。③はゴルゴンゾーラとの相性バッチリ。口の中でお酒とチーズの風味が合わさって、互
いを高め合うイメージでした。④は五穀ミルクフランスの味噌とくるみ、アーモンドの風味によく合う
ようでした。
参加者の方からは、
・日本酒とパンがこんなに合うなんて驚きです！
・日本酒の別のおいしさを発見できました
・お酒と一緒に味わうとパンがさらにおいしくなりました
など、驚きと喜びの感想をいただきました。それぞれ最高の組み合わせを発見し、お酒とパンの
マリアージュを楽しまれていました。



- Gallery -

各プロジェクトのご紹介

・KONISHIおいしい楽しいプロジェクト
https://minproject.jp/?r=project/view&id=122
小西酒造株式会社

・ナチュラルチーズで美味しくHappy
https://minproject.jp/?r=project/view&id=108
株式会社東京デーリー

・大豆を知ろう！楽しもう！
https://minproject.jp/?r=project/view&id=60
マルサンアイ株式会社

・Center for Sweets & Breads
https://minproject.jp/?r=project/view&id=24
ピュラトスジャパン株式会社


