
研究開発部 研究室では、新しい素材や製法などを開拓する基礎研究を行っています。
これは、よりおいしいパンづくりや新商品開発のために欠かせないもの。
研究担当の織家は、おいしさと安全性を両立させる取り組みとして、酵母などの微生物を専門に研究しています。

Pascoでは、働く一人ひとりがお客さまと同じ想いを大切にし、
それぞれが日々の仕事の中でチャレンジと創意工夫を続けることで、
より安全・安心でおいしいパンをお届けすることをめざしています。
特集では、Pascoが培ってきた技術やパンづくりの想いを受け継ぎ、

自らのスキルを磨き、妥協することなく仕事に取り組み続ける社員を紹介。
その姿を通じて、Pascoのパンづくりの姿勢と想いを紹介します。

おいしさと保存性、安全性に挑み続ける研究員

微生物はパンなどの食品をつくる良い
働きをするものもあれば、リスクになるも
のもあります。Pascoの「ロングライフブ
レッド※」が保存料不使用で1ヵ月半も常
温保存できるのは、酵母と乳酸菌の働き
のおかげ。私は研究員として細菌検査や
パンの柔らかさのテストなど幅広い領域
に関わりますが、おいしさと安全性を両
立するための微生物研究や、長持ちする
パンの新商品開発につながる研究を担
当しています。

東日本大震災の発生時に「ロングライフ
ブレッド」の必要性を強く感じ、保存性も
味も食感もより良くしたいと研究に力を
入れました。今春発売の「グラノーラス
ティック」は、おいしさにも、健康と美にも

配慮し、不足しがちな栄養素を配合して
います。焼成後もその成分量を維持する
のが難しくて何度も原材料の配合を試し、
完成までに通常の約3倍の期間がかかり
ました。心が折れそうになりながら、上司
や先輩に相談してやり遂げた商品です。
苦心してつくりあげたパンの品質を守る
ため、包材のことも勉強しています。光に
弱い葉酸の入ったパンには遮光性に優れ
た包材を使っていますが、これは他部門と
の打ち合わせで提案し、採用されました。
微生物を専門に研究すると決意したの
は、「自分の強みを極めろ」という上司の
言葉があったから。微生物研究と「ロン
グライフブレッド」への想いは誰にも負け
ない自負があります。これまでの研究の蓄
積により3ヵ月以上おいしさが長持ちす
るパンの開発にも取り組みました。「いつ
かニーズが発生した時に、すぐに応えら
れるように備えておきたい」と申し出て挑
戦したものです。Pascoでは自分の強みを
突きつめること、将来を見据えてチャレン

ジすることの大切さを学び続けています。
これは後輩にも伝えたいですね。
プライベートでもパンのことを考えてし
まいますし、料理をする時はつい発酵食
品が思い浮かびます（笑）。
これからも「微生物のことはなんでも任
せられる」と言われるように、知識や研
究成果をさらに増やしたい。微生物の良
い力を活用して、Pasco商品のおいしさ
や保存性、安全性もより高めていきたい
です。
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※ Pascoの「ロングライフブレッド」は乳酸菌を多く含む
パネトーネ種という酵母種を使用しており、保水性・静
菌性が高く、長期間日持ちがします。
また時間をかけてじっくり発酵させることで、しっとりや
わらかい食感とおいしさを長持ちさせています。

微生物実験室において商品の開発や改良のための各種検査を行っている
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研究室

織家 祐美

2007年入社、2009年に研究室に配属。
「ロングライフブレッド」に関わる基礎研
究、検査などを担当し、安全・安心でおい
しいパンの提供に取り組む。
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「パノラマ」は焼き上げたパンを急速冷
凍した焼成後冷凍パンで、数分間オー
ブンでリベイクするだけで焼きたてのよ
うなおいしさが味わえます。試作のパン
を初めて食べた時の、あのおいしさ、豊
かな風味や香りの良さは、いまだに忘れ
られません。

以前から、シェフたちは料理にもパンに
もこだわった上質な食事を提供したい
という想いがある一方で、パンづくりに
必要な設備や時間が高い壁になってい
ると感じていました。それに応えたいと焼
成後冷凍プロジェクトに参加しました。
当初は、試作のパンや商品カタログもな

い中でホテルやレストランを訪問し、
Pascoの製パン技術、安全・安心の取り
組みなどを説明しました。そして、通うた
びに「シェフの想いに応えるパンを必ず
つくります」と伝え続けました。
まだお取引がない方々に対しては、粘り
強さが大切です。これは、業務用冷凍生
地の市場開発※1を担当していた時に、先
輩から学んだことです。先輩を見習い、
お客さまの目線で「ここにPascoのパンが
あると良いな」と感じたところなら、自動
車ショールームや住宅展示場などパン
とは無縁だと思われるところも訪問しま
した。「コンパクトベイクシステム※2を導
入することで、焼きたてのパンが提供で
き、来場されるお客さまのおもてなしに
つながります」と粘り強く提案しました。
その結果、お取引が成立した時は社内で
も驚かれました。

「パノラマ」の仕事では市場開発や商品
の企画の他、「パンのある風景をより豊
かにする」というブランドコンセプトの考

案や、カタログ制作までプロジェクトメン
バーとともに行いました。

「パノラマ」は、ただパンをお届けするだ
けにとどまりません。調理例やワインとの
相性などの食べ方提案や、シェフをサ
ポートする体制などにより、おいしい料
理を引き立てていくことで、お客さまの外
食シーンをより豊かにしていきたい。その
想いを大切にし、「パノラマ」を広げる夢
に向かって取り組み続けます。

私は現在、量販店とコンビニエンススト
アの営業を担当しています。量販店では、
地域性や来店されるお客さまに応じた
商品や食べ方、売り場づくりを提案して
います。地域の特徴やニーズの変化を把
握・分析しようと毎日２～３店舗ずつ見
てまわりますが、帰宅途中でも気になっ
てつい店舗に立ち寄ることも多いです。

売り場を見ながら、お客さまが購入する
ものにも目を向けて、「駅に近い店舗で
は単身者のお客さまが多いから、このラ
インナップにしよう」などと仮説を立てて
提案。その後も実際の売り場状況を見て
検証し、調整します。

コンビニエンスストアの商談では、PB商
品の企画・開発も行います。バイヤー様※3

の要望に応えつつ、ニーズの先を読んだ
提案もできるよう、雑誌やSNSをチェッ
クしたり、スーパーやベーカリーに通っ
て自分の肌で食のトレンドを感じるよう
に心がけています。また、休日は家族で料
理をするので、娘が「おいしい」と言って
くれたレシピをヒントにすることも。こうし
て提案した商品がヒットした時は、本当
に嬉しかったですね。
ただ、中には製造テストの過程で想定外
の課題が出て「発売日に間に合わないか
もしれない」という状況になったこともあ
りました。夜も眠れないほど心配でした
が、製造現場がテストを繰り返して課題
を解決してくれて、完成させることができ
ました。商品開発に携わったことで、改め
てパンづくりには開発から製造までさま
ざまな人の想いや苦労があることを知り、
パンに関わる人への感謝の気持ち、パン
に対する愛情もさらに深まりました。

営業の仕事で大切なことは、やはり人と人
とのつながりです。毎日お客さまと接して
いるバイヤー様の「こんな商品がほしい」
という声に寄り添い、期待に応えていくこ
とは、お客さまの想いに寄り添い、期待に
応えていくことと同じ。バイヤー様とつな
がることで、パンを通じてお客さまともつな
がっているという想いを大切にしています。
これからもPascoのパンづくりに関わるた
くさんの人たちの想いを伝えられるよう
な提案に力を入れていきます。
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「新規事業の担当者として、お取引先様とお客さまの期待に応えたい」と語る塚田。
料理のプロである、シェフのニーズに対応するパン「パノラマコレクション（パノラマ）」を展開する
Pascoの新規事業、焼成後冷凍事業の推進マネージャーです。

新しい道と夢を広げる、粘り強い開拓者
Pascoでは、自社ブランドで発売するナショナルブランド（NB※1）商品だけでなく、
コンビニエンスストアのプライベートブランド（PB※2）商品も製造しています。
営業の取り組み方が大きく異なるNB商品とPB商品の両方を担当するのが、目黒営業所の志方です。

想いに寄り添う営業で、より豊かな食を提案

PB※2商品の打合せ

娘と休日につくる料理が提案のヒントになることも

※1 商品を製造するメーカーのブランドのこと。「超熟」シ
リーズなどPascoブランドで発売するパンがNB商品です。
※2 コンビニエンスストアや大手流通チェーン独自のブ
ランド。商品の製造はメーカーが行います。
※3 お取引先様の仕入担当者。

※1 新たにお取引をさせていただくための取り組み。
※2 焼きたてパンが提供できるよう、省スペースでもパン
が焼ける設備のこと。

東日本支社 営業二部 
目黒営業所 係長

志方 利光

2001年に入社して以来、営業部門の仕
事に従事。現在は都内11区と川崎市の
量販店とコンビニエンスストアの営業や、
プライベートブランド商品の企画・開発
を担当している。

パスコ冷食カンパニー　
焼成後冷凍推進グループ マネージャー

塚田 俊明

1993年の入社以来、焼きたてパンを提供
するベーカリービジネスを支援する業務
用冷凍生地の営業を担当。現在は新規事
業のリーダーの一人として市場調査、商
品の企画・開発など幅広い業務に携わる。

お取引先様の量販店では、商品提案をはじめ食べ方や売り場づくりの提案も行う 展示会に「パノラマコレクション」を出展。手に持っているのは「パノラマバゲット」です
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しかた としみつ

つかだ としあき
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新商品の開発をはじめ、既存商品のリニューアルを行うパン開発グループ。
主任研究員の亀村は、おもに「超熟」食パンをはじめとした「超熟」シリーズのリニューアルを担当。
食パンシェアNo.1ブランド※1をよりおいしく、より良いパンにするため、日々取り組んでいます。

品質に妥協なしを貫く「超熟®」の継承者

もともと探究心が旺盛で、入社後に配属
された犬山工場では自分が仕込んだパ
ン生地の焼き上がりが知りたくて焼成工
程まで行って確認していました。アメリカ

留学を志望したのも「生地について科学
的に学びたい」と強く思ったからです。
留学後は、開発部門で「超熟」食パンか
らイーストフード・乳化剤※2を不使用に
するプロジェクトに参加しました。アメリ
カでも日本でも製パンで当たり前に使っ
ているものを入れないこと、量産が難し
い湯種製法でつくることにハードルの高
さを感じました。
私は困難なほど意欲がわくタイプですが、
当時は入社5年目で開発部門1年目でし

たから、上司や先輩に教えてもらいなが
ら必死でした。試作では毎日４～６種類
の食パンをつくり、すべて自分で食べて
味と食感を確認します。食べ方もいろい
ろ変えて、より良いパンができる方法を
相談し、また試作する。そんな毎日が
数ヵ月続きました。今ではパン生地を見
れば焼き上がりの品質まで想像できます。
新しい「超熟」食パンが完成し、多くのお客
さまから「イーストフード・乳化剤が不使用
になって嬉しい」という声をいただきました。
あの時の達成感は今も忘れられません。
私が「超熟」シリーズのリニューアルで大
切にしていることは、守るものと変えるも
の。「超熟」のアイデンティティを守り、よ
り深めるとともに、国産小麦を使って食
料自給率向上に貢献するなど、さらなる
価値を与えます。そして、お客さまの声に
応えて変えていくことも重視しています。

「超熟」シリーズのリニューアルは単に新
しくする「進化」ではなく、「深化」「真価」
させることだと考えているからです。

上司や先輩からの言葉には今も支えら
れています。その一つが「品質に妥協な
し」。妥協して99％のものをつくっている
と、その1%の妥協が続くことで大きな妥
協になってしまう。常に目標の100％以
上をめざさなければダメだ、という強い
意志で取り組み続けています。

「超熟」に関わってきた上司や先輩の妥
協しない姿勢、想いを受け継ぎ、他部門
の意見やお客さまの声を取り入れながら、
常に「超熟」のベストをつくり続けます。

AIB修了証と首席卒業のメダル

各工場から集めたサンプルを厳しくチェック

※2 イーストフード・乳化剤は安全性が認められた食品添加
物で、工場での製パンに欠かせないもの。「超熟」ではさらな
るシンプルさをめざし、不使用にすることにチャレンジしました。
※3 1919年より続く米国製パン研究所（American Institute 
of Baking）。製パンに関する科学的・技術的な分野などを専
門に学ぶことができる。

私がつくりたいのは、どこの店頭にも当た
り前のようにあり、長く愛される定番的
なパン。売り場を見て、世の中に求めら
れているパンとは何かを考え、商品開発
のアイデアを練ります。1日7ヵ所のスー
パーをまわり、売り場をチェックしたこと
もあります。
入社以来、「あきらめずに続ければ、なん
でもできる」という想いでずっとやってき
ました。中国に赴任した経験から「原材
料など、日本とは状況が異なる中国でで
きたのだから、日本でもできる」という確
信も得ました。だから、食料自給率向上
プロジェクト※で“ゆめちから”を使った新
商品開発を任された時も「できて当たり

前」だと考えていました。ところが、1年
経っても結果を出せなかった。追い詰め
られたことで「国産小麦の風味を生かし
て、他の素材の味わいも引き立たせよ
う」という発想に辿り着きました。バター
の風味や塩味を生かした「ゆめちから入
り塩バターパン」は、こうして誕生しまし
た。この商品を機に“ゆめちから”を使っ
た商品開発の道がさらに拡がったと感
じています。
製造現場にいた頃、誰よりも早く正確な
仕事を心がけた結果、工程に余裕が生
まれました。開発では効率良く準備をす
ることで、限られた時間内で多くの試作
ができ、より良いパンづくりにつながりま
す。開発部門には優秀な人材が揃って
いるので、製パンの技術・知識はもちろ
ん、効率良く取り組む姿勢も教えていき
たい。人を育てることもマネージャーで
ある私の仕事ですから。後輩に助言はし
ますが、基本は信じて任せます。私も上
司からそうやって育ててもらいました。

若手が担当したパンがおいしくできると
「頑張ったな。成長したな」と嬉しく思う
反面、1人の開発者としては少し悔しく
もあります（笑）。

子どもが生まれ、親になったことで安全・
安心なパンづくりへの想いがさらに強く
なりました。開発者としては、国産小麦の
パンをもっと拡げたいし、国産小麦の使
用比率20％の目標を達成し、食料自給率
向上に貢献していきたい。プレッシャーも
ありますが、Pasco全員の力を合わせて成
し遂げていきたいと思っています。

パンづくりの
匠たち

05

パン開発グループのマネージャーである加藤は、人気商品のリニューアルを行うとともに、
“ゆめちから”を使ったパンの開発も担当。「2020年までに国産小麦の使用比率20％をめざす」という
Pascoの目標達成に向けて国産小麦を使ったパンの開発に力を入れています。

“ゆめちから”の可能性を広げ、人を育てる開発者

本社テクノコア開発室での試作の様子

小麦生産者の方 と々想いを共有するため、本社テクノコア屋上で育てている国産小麦“ゆめちから”。毎年創業記念日に収穫されます

研究開発部 
パン開発グループ 主任研究員

亀村 勝也

2002年入社。アメリカの教育機関AIB※3

に留学し、首席で卒業。現在は開発部門
で「超熟」シリーズのリニューアルを担当。

「医食同源」の考え方が好きで、Pascoの理
念「健康と美に貢献」に心を打たれて入社。

かめむら かつや

研究開発部 
パン開発グループ マネージャー

加藤 信介

2001年入社、工場での製造などを経て
2009年中国にある合弁会社の新工場
に赴任。帰国後、開発部門で「ゆめちか
ら入り塩バターパン」などを開発。現在
は新商品開発を行うとともに、人材育成
にも力を入れる。

かとう しんすけ

※“ゆめちから”を中心に国産小麦を使用した新商品を
発売することで食料自給率向上につなげる取り組み。

※1 インテージＳＣＩデータ「食
パン」市場（全国）における、
2010年4月～2016年12月の
ブランドシェア（金額ベース）。

09 10

関連サイトへ



パンづくりの
匠たち

04

新商品の開発をはじめ、既存商品のリニューアルを行うパン開発グループ。
主任研究員の亀村は、おもに「超熟」食パンをはじめとした「超熟」シリーズのリニューアルを担当。
食パンシェアNo.1ブランド※1をよりおいしく、より良いパンにするため、日々取り組んでいます。

品質に妥協なしを貫く「超熟®」の継承者

もともと探究心が旺盛で、入社後に配属
された犬山工場では自分が仕込んだパ
ン生地の焼き上がりが知りたくて焼成工
程まで行って確認していました。アメリカ

留学を志望したのも「生地について科学
的に学びたい」と強く思ったからです。
留学後は、開発部門で「超熟」食パンか
らイーストフード・乳化剤※2を不使用に
するプロジェクトに参加しました。アメリ
カでも日本でも製パンで当たり前に使っ
ているものを入れないこと、量産が難し
い湯種製法でつくることにハードルの高
さを感じました。
私は困難なほど意欲がわくタイプですが、
当時は入社5年目で開発部門1年目でし

たから、上司や先輩に教えてもらいなが
ら必死でした。試作では毎日４～６種類
の食パンをつくり、すべて自分で食べて
味と食感を確認します。食べ方もいろい
ろ変えて、より良いパンができる方法を
相談し、また試作する。そんな毎日が
数ヵ月続きました。今ではパン生地を見
れば焼き上がりの品質まで想像できます。
新しい「超熟」食パンが完成し、多くのお客
さまから「イーストフード・乳化剤が不使用
になって嬉しい」という声をいただきました。
あの時の達成感は今も忘れられません。
私が「超熟」シリーズのリニューアルで大
切にしていることは、守るものと変えるも
の。「超熟」のアイデンティティを守り、よ
り深めるとともに、国産小麦を使って食
料自給率向上に貢献するなど、さらなる
価値を与えます。そして、お客さまの声に
応えて変えていくことも重視しています。

「超熟」シリーズのリニューアルは単に新
しくする「進化」ではなく、「深化」「真価」
させることだと考えているからです。

上司や先輩からの言葉には今も支えら
れています。その一つが「品質に妥協な
し」。妥協して99％のものをつくっている
と、その1%の妥協が続くことで大きな妥
協になってしまう。常に目標の100％以
上をめざさなければダメだ、という強い
意志で取り組み続けています。

「超熟」に関わってきた上司や先輩の妥
協しない姿勢、想いを受け継ぎ、他部門
の意見やお客さまの声を取り入れながら、
常に「超熟」のベストをつくり続けます。

AIB修了証と首席卒業のメダル

各工場から集めたサンプルを厳しくチェック

※2 イーストフード・乳化剤は安全性が認められた食品添加
物で、工場での製パンに欠かせないもの。「超熟」ではさらな
るシンプルさをめざし、不使用にすることにチャレンジしました。
※3 1919年より続く米国製パン研究所（American Institute 
of Baking）。製パンに関する科学的・技術的な分野などを専
門に学ぶことができる。

私がつくりたいのは、どこの店頭にも当た
り前のようにあり、長く愛される定番的
なパン。売り場を見て、世の中に求めら
れているパンとは何かを考え、商品開発
のアイデアを練ります。1日7ヵ所のスー
パーをまわり、売り場をチェックしたこと
もあります。
入社以来、「あきらめずに続ければ、なん
でもできる」という想いでずっとやってき
ました。中国に赴任した経験から「原材
料など、日本とは状況が異なる中国でで
きたのだから、日本でもできる」という確
信も得ました。だから、食料自給率向上
プロジェクト※で“ゆめちから”を使った新
商品開発を任された時も「できて当たり

前」だと考えていました。ところが、1年
経っても結果を出せなかった。追い詰め
られたことで「国産小麦の風味を生かし
て、他の素材の味わいも引き立たせよ
う」という発想に辿り着きました。バター
の風味や塩味を生かした「ゆめちから入
り塩バターパン」は、こうして誕生しまし
た。この商品を機に“ゆめちから”を使っ
た商品開発の道がさらに拡がったと感
じています。
製造現場にいた頃、誰よりも早く正確な
仕事を心がけた結果、工程に余裕が生
まれました。開発では効率良く準備をす
ることで、限られた時間内で多くの試作
ができ、より良いパンづくりにつながりま
す。開発部門には優秀な人材が揃って
いるので、製パンの技術・知識はもちろ
ん、効率良く取り組む姿勢も教えていき
たい。人を育てることもマネージャーで
ある私の仕事ですから。後輩に助言はし
ますが、基本は信じて任せます。私も上
司からそうやって育ててもらいました。

若手が担当したパンがおいしくできると
「頑張ったな。成長したな」と嬉しく思う
反面、1人の開発者としては少し悔しく
もあります（笑）。

子どもが生まれ、親になったことで安全・
安心なパンづくりへの想いがさらに強く
なりました。開発者としては、国産小麦の
パンをもっと拡げたいし、国産小麦の使
用比率20％の目標を達成し、食料自給率
向上に貢献していきたい。プレッシャーも
ありますが、Pasco全員の力を合わせて成
し遂げていきたいと思っています。

パンづくりの
匠たち

05

パン開発グループのマネージャーである加藤は、人気商品のリニューアルを行うとともに、
“ゆめちから”を使ったパンの開発も担当。「2020年までに国産小麦の使用比率20％をめざす」という
Pascoの目標達成に向けて国産小麦を使ったパンの開発に力を入れています。

“ゆめちから”の可能性を広げ、人を育てる開発者

本社テクノコア開発室での試作の様子

小麦生産者の方 と々想いを共有するため、本社テクノコア屋上で育てている国産小麦“ゆめちから”。毎年創業記念日に収穫されます

研究開発部 
パン開発グループ 主任研究員

亀村 勝也

2002年入社。アメリカの教育機関AIB※3

に留学し、首席で卒業。現在は開発部門
で「超熟」シリーズのリニューアルを担当。

「医食同源」の考え方が好きで、Pascoの理
念「健康と美に貢献」に心を打たれて入社。

かめむら かつや

研究開発部 
パン開発グループ マネージャー

加藤 信介

2001年入社、工場での製造などを経て
2009年中国にある合弁会社の新工場
に赴任。帰国後、開発部門で「ゆめちか
ら入り塩バターパン」などを開発。現在
は新商品開発を行うとともに、人材育成
にも力を入れる。

かとう しんすけ

※“ゆめちから”を中心に国産小麦を使用した新商品を
発売することで食料自給率向上につなげる取り組み。

※1 インテージＳＣＩデータ「食
パン」市場（全国）における、
2010年4月～2016年12月の
ブランドシェア（金額ベース）。

09 10

関連サイトへ

https://www.pasconet.co.jp/yumechikara/


※1 レーズンでつくった発酵種で、爽やかな酸味と香ば
しい香りが特徴。
※2 低温で長時間かけて発酵させる製法で、小麦粉本
来の味わいを引き出すことができます。

おいしいパンは、スタッフが生き生きと
働くことでつくられると思っています。そ
のために、生産設備の構造や機能を教
える際は、見て直感的に理解できるよう
な構造図をパソコンで制作するなど、ス
タッフが理解しやすくなるような工夫を
しています。

パンづくりについては、スタッフが自分で
考えることを重視し、「パンの顔をよく見
なさい。しっとりと輝いて見えるような良
い顔をしたパンをつくりなさい」と伝えて
います。やり方を全部教えれば早いので
すが、それだと現状を超えるおいしさを

つくり続けることは難しい。私も入社当
時、先輩から「答えを教えてもらうだけの
受け身の姿勢ではなく、自分で見て、考
え、やってみることが大事だ」と言われま
した。時間がかかっても自分で考えて答
えを出すからこそ、やりがいや自信、技術
の向上につながります。一人ひとりの適
性を見極め、信じて仕事を任せることで、
スタッフが成長していく、その姿を見る
のは本当に嬉しいものです。
現場で働く人とパンをしっかり見ること
の重要性を知ったのは、係長時代です。
当時、新しい製造ラインの責任者になっ
た私は、製造テストで納得のいくパンが
できないことに焦り、毎日のように「なぜ
できないんだ」と言い続けていました。あ
る日、スタッフたちの顔を見ると自信のな
い曇った表情をしており、パンの顔にも
輝きが見られませんでした。その時、ス
タッフが生き生きとした表情でいなけれ
ば、良い顔をしたおいしいパンはできな
いと気づいたのです。それ以来、「今日の

顔はどうかな」と人とパンをきちんと見
て、おいしいパンができるよう職場づくり
に力を入れています。

私の今の目標は、より活気に満ちた明る
い職場をつくり、結果につなげることです。
結果とは、働く人の笑顔であり、良い顔
をしたおいしいパンをつくること。そして、
私が育てたスタッフが次の世代を育て、
今よりもさらに安全・安心でおいしい、良
い顔をしたパンをつくり続けること。私が
行うマネジメントは、そのための種まきで
もあると考えています。

パンづくりの
匠たち

06
パンづくりの

匠たち

07

大阪昭和工場の製造一課は、おもに「超熟」食パンをはじめとする食パンの製造を行っています。
課長の外賀は、生き生きと働ける職場づくりや、自主的で向上心があるスタッフの育成を通じて、
より高品質なパンづくりに取り組み続けています。

観察力で人もパンも輝かせる現場づくり
原材料や製法にこだわった「パスコ スペシャル セレクション（PSS）」の開発を20年以上行う橋本。
「何もしなければゼロのまま。行動すれば、何か成果が得られる」というチャレンジ精神と経験は、
おいしいパンづくりに生かされています。

パンを愛し、挑戦し、技と感性を磨き続ける

子どもの頃からパンが大好きで、趣味で
お菓子づくりも楽しんでいました。Pasco

に再入社したのも、パンをつくる仕事が
したかったから。先輩に教えてもらいな
がら夜間のパン学校で学び、社外の商
品開発コンテストにも積極的に挑戦して
技を磨きました。コンテストに応募する
パンを考案するため、パンに用いるレー
ズンやクルミの成分などを徹底的に勉
強して、いろいろな食べ方も試しました。

また、チーズプロフェッショナルの資格
取得を機に、チーズを使ったサンドイッ
チなどのレシピを紹介する料理教室も開
催。こうした経験で得た知識は、現在の

「PSS」の開発にも役立っています。
「PSS」は、食事パンから菓子パンまでバリ
エーション豊富な商品ブランドです。今年
6月に発売した「石窯づくり」は、高品質を
保ちながら新たなおいしさを提案したい、
と開発しました。大きくてどっしりとした直
焼きパンにさまざまな素材をはさんだり、
のせたりして味わう欧風のパン文化を
もっと広げて、パンをより楽しんでいただ
きたいという想いから開発したものです。
設備にもこだわり、通常のオーブンより
も蓄熱量が多く、表面はパリッと香ばし
く、中はふっくらしっとり焼き上がる石窯
を導入しました。新たに自家製レーズン
発酵種※1や低温長時間発酵※2という製
法も取り入れています。私は開発担当で
すが、石窯の性能を確認するためにドイ
ツに行って試作し、国内の生産設備メー
カーにも通って長時間発酵ができる設
備づくりにも関わりました。ここまでこだ
わる理由は、私はつくる人だけど、家に
帰ったらパンを買う人だから。自分も本

当に食べたいと思うパンをつくりたいと
考えているからです。

直焼きパンを楽しむお客さまが増えて
いったら、パン文化がもっと広がるし、食
べ方の提案もますます重要になっていき
ます。「こんな食べ方もできる」「こうする
ともっとおいしい」といろいろな食べ方を
考えて紹介することも大好きなので、こ
れからも挑戦を続けて技術や感性を磨
きながら、より多くの人にパンの魅力を
知ってもらい、パンをもっと好きになって
もらえたらと思います。

Pasco独自の自家製レーズン発酵種の種継ぎ

複雑な設備は構造図を使って説明

研究開発部　
パスコイースト開発グループ チーフ

橋本 美帆

1991年入社。結婚を機に一旦退社する
が、1995年に再入社して以来「パスコ 
スペシャル セレクション」の開発を担当。
さまざまな商品開発コンテストにも挑戦
し、数多くの受賞歴を持つ。

大阪昭和工場の食パン製造ライン。ミキシングした後の生地の状態を確認

はしもと みほ

大阪昭和工場　
製造一課 課長

外賀 和彦

1986年入社。大阪昭和工場、大阪豊中
工場の製造現場に従事し、現在は課長
としてパンづくりの現場におけるマネジ
メント業務を担当する。
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※1 レーズンでつくった発酵種で、爽やかな酸味と香ば
しい香りが特徴。
※2 低温で長時間かけて発酵させる製法で、小麦粉本
来の味わいを引き出すことができます。
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