
国産小麦の
ミルクフランス

国産小麦の
くるみパン

国産小麦の
チョコワッフル

国産小麦の
抹茶バウム

ゆめちから
ブランロール

ゆめちから小麦と米粉のロール

食パンのおいしさ
「口どけ感」の見える化研究を発表

おいしさのバリエーションをさらに広げ、

食生活をより豊かにする

取り組みを継続しています。

軽く焼いてバターを塗るとおいしい

「ゆめちから小麦と米粉のロール」

北海道産の“ゆめちから”と新潟県産の米粉を使った「ゆめち
から小麦と米粉のロール」は、トースターで焼くと外はパリパ
リ、中はもちもち。バターを塗って食べるのが一番のおすすめ
です。私は製造現場でこのパンをつくっています。おいしさに
こだわり、開発チームと何度も話し合い、製造テストを繰り返
してつくり上げた思い出のあるパンです。

Pascoでは、国産小麦“ゆめちから”を使用した商品ライン
ナップの拡充、既存商品への利用拡充により日本の食料自
給率向上への貢献を推進しています。
2016年夏の記録的な日照不足と大型台風の影響で、北海
道では“ゆめちから”などの国産小麦の収穫量が減少し、使
用量を調整したことに伴い、2017年の国産小麦の使用比率
は前年より低い水準となりました。しかし国産小麦シリーズ
のラインナップを維持し、2020年までに国産小麦の使用比
率20％に向けた取り組みを継続していきます。

Pascoの国産小麦使用比率の推移
Pascoでは年間の小麦調達量に対する、国産小麦調達量の比率を算出しています。

※2014～2016年は1月から12月末までの年間実績値、
　2017年は1月から8月末までの速報値です。
※「CSR報告書2016年版」に掲載の2016年の数値は1月から8月末までの速報値です。
※国産小麦の生産状況などにより、使用比率が減少する場合もあります。
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「暮らしに、ちいさな特別を」をブランドコアバリューとし、食
事パンから菓子パンまでオリジナリティあるパンをお届けす
る「パスコ スペシャル セレクション」。
2017年は6月に「石窯づくり」9アイテムを発売しました。石窯
で焼いた「石窯づくり」のパンは、蓄熱量が多い石質炉床や天
井からの熱を安定的に受けることで、パン生地の内部はふっく
らしっとり、表面はパリッと香ばしく焼き上がります。また、それ
ぞれの商品に合った発酵種
を使用し、それぞれに合った
製法や技術を組み合わせて
います。
「パスコ スペシャル セレク
ション」は、これからもPasco

における「差別化」のブラン
ドとして、お客さまの期待を
超えられるよう新しい製法
や配合にも積極的に挑戦し
ていきます。

「パスコ スペシャル セレクション」より
「石窯づくり」の商品を発売

Pascoの「スナックパン」シリーズが、NPO法人日本マザーズ
協会が主催する「第8回マザーズセレクション大賞2016」を
受賞しました。「マザーズセレクション大賞」は、全国のママた
ちの投票によって、子育て期のママたちに支持されているモノ
やコト、サービスなどが選出され、表彰されるものです。今回の
Pascoの受賞はパンメーカーとしては初となります。受賞理由
として「外出時でも手軽に、子どもが手に持って食べやすい」
「やわらかくておいしいので、子どもに
最適」などの意見が寄せられました。
今後も子どもたちの健やかな成長を
支え、ママと子どもに楽しい時間をお
届けできるよう、おいしいパンづくりに
取り組み続けていきます。

食品のおいしさは、味や香り、舌触り、歯応えなどの感覚が
大きく影響しています。Pascoでは食パンのおいしさの要因
の一つである「口どけ感」の見える化研究に取り組んでいま
す。「口どけ感」は複合的な感覚で、かつ個人によって認識が
異なるため、その評価は簡単ではありませんが、一部の「口ど
け感」の評価方法を科学的・客観的に確立し、2016年8月
開催の「日本食品科学工学会 第63回大会」にて発表しまし
た。これからもおいしさを科学的に評価する研究を継続して
いきます。

パンメーカー初！
「マザーズセレクション大賞」受賞

2020年までに国産小麦の使用比率20％に

豊かな食生活

のために

国産小麦“ゆめちから”を使用した商品

「石窯づくり」の商品

神戸工場
製造二課
濱崎 裕司

私の

おススメ

商品

機器による分析・測定

「日本食品科学工学会 第63回大会」にて発表

第8回 2016年度受賞

多くのママに評価された
「スナックパン」シリーズ

13 14

関連サイトへ

関連サイトへ

関連サイトへ

http://www.pasco-snackpan.jp/
http://www.best-mother.jp/selection/mothers_selection8/


国産小麦の
ミルクフランス

国産小麦の
くるみパン

国産小麦の
チョコワッフル

国産小麦の
抹茶バウム

ゆめちから
ブランロール

ゆめちから小麦と米粉のロール

食パンのおいしさ
「口どけ感」の見える化研究を発表

おいしさのバリエーションをさらに広げ、

食生活をより豊かにする

取り組みを継続しています。

軽く焼いてバターを塗るとおいしい

「ゆめちから小麦と米粉のロール」

北海道産の“ゆめちから”と新潟県産の米粉を使った「ゆめち
から小麦と米粉のロール」は、トースターで焼くと外はパリパ
リ、中はもちもち。バターを塗って食べるのが一番のおすすめ
です。私は製造現場でこのパンをつくっています。おいしさに
こだわり、開発チームと何度も話し合い、製造テストを繰り返
してつくり上げた思い出のあるパンです。

Pascoでは、国産小麦“ゆめちから”を使用した商品ライン
ナップの拡充、既存商品への利用拡充により日本の食料自
給率向上への貢献を推進しています。
2016年夏の記録的な日照不足と大型台風の影響で、北海
道では“ゆめちから”などの国産小麦の収穫量が減少し、使
用量を調整したことに伴い、2017年の国産小麦の使用比率
は前年より低い水準となりました。しかし国産小麦シリーズ
のラインナップを維持し、2020年までに国産小麦の使用比
率20％に向けた取り組みを継続していきます。

Pascoの国産小麦使用比率の推移
Pascoでは年間の小麦調達量に対する、国産小麦調達量の比率を算出しています。

※2014～2016年は1月から12月末までの年間実績値、
　2017年は1月から8月末までの速報値です。
※「CSR報告書2016年版」に掲載の2016年の数値は1月から8月末までの速報値です。
※国産小麦の生産状況などにより、使用比率が減少する場合もあります。

2014 2015 2016 2020 （年）
0

5

10

15

20
（%）

1.9

13.2

2017

15.4

10.2

目標
20%

「暮らしに、ちいさな特別を」をブランドコアバリューとし、食
事パンから菓子パンまでオリジナリティあるパンをお届けす
る「パスコ スペシャル セレクション」。
2017年は6月に「石窯づくり」9アイテムを発売しました。石窯
で焼いた「石窯づくり」のパンは、蓄熱量が多い石質炉床や天
井からの熱を安定的に受けることで、パン生地の内部はふっく
らしっとり、表面はパリッと香ばしく焼き上がります。また、それ
ぞれの商品に合った発酵種
を使用し、それぞれに合った
製法や技術を組み合わせて
います。
「パスコ スペシャル セレク
ション」は、これからもPasco

における「差別化」のブラン
ドとして、お客さまの期待を
超えられるよう新しい製法
や配合にも積極的に挑戦し
ていきます。

「パスコ スペシャル セレクション」より
「石窯づくり」の商品を発売

Pascoの「スナックパン」シリーズが、NPO法人日本マザーズ
協会が主催する「第8回マザーズセレクション大賞2016」を
受賞しました。「マザーズセレクション大賞」は、全国のママた
ちの投票によって、子育て期のママたちに支持されているモノ
やコト、サービスなどが選出され、表彰されるものです。今回の
Pascoの受賞はパンメーカーとしては初となります。受賞理由
として「外出時でも手軽に、子どもが手に持って食べやすい」
「やわらかくておいしいので、子どもに
最適」などの意見が寄せられました。
今後も子どもたちの健やかな成長を
支え、ママと子どもに楽しい時間をお
届けできるよう、おいしいパンづくりに
取り組み続けていきます。

食品のおいしさは、味や香り、舌触り、歯応えなどの感覚が
大きく影響しています。Pascoでは食パンのおいしさの要因
の一つである「口どけ感」の見える化研究に取り組んでいま
す。「口どけ感」は複合的な感覚で、かつ個人によって認識が
異なるため、その評価は簡単ではありませんが、一部の「口ど
け感」の評価方法を科学的・客観的に確立し、2016年8月
開催の「日本食品科学工学会 第63回大会」にて発表しまし
た。これからもおいしさを科学的に評価する研究を継続して
いきます。

パンメーカー初！
「マザーズセレクション大賞」受賞

2020年までに国産小麦の使用比率20％に

豊かな食生活

のために

国産小麦“ゆめちから”を使用した商品

「石窯づくり」の商品

神戸工場
製造二課
濱崎 裕司

私の

おススメ

商品

機器による分析・測定

「日本食品科学工学会 第63回大会」にて発表

第8回 2016年度受賞

多くのママに評価された
「スナックパン」シリーズ

13 14

関連サイトへ

関連サイトへ

関連サイトへ

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


超熟イングリッシュマフィン

オリジナルのレシピを投稿
する「Pascoでつくってみ
た」、パンについて会話を楽
しむ「パントークカフェ」な
ど楽しいコンテンツを用意。

※お客さまの声を商品開発や販売促進に取り入れようと、2003年から
運営を開始したPascoのファンクラブ。会員のみなさまにはWebアンケー
トやグループインタビューを通じてご意見・ご要望をいただいています。

Pascoのホームページは、お客さまにとってより見やすく、使い
やすく、デザインや構成を一新するとともに、パンのある暮ら
しがより豊かで楽しくなるようなサイトをめざし、リニューアル
しました。今回のリニューアルでは、お客さまが必要な情報ま
で最小限のクリックでたどり着けるようなシンプルなページ
構成に変更、さらに商品紹介ページへ新たに原材料や販売
エリアを掲載、レシピページもメインビジュアルや検索機能を
刷新しました。新しくなったPascoのホームページをぜひご覧
ください。

より使いやすいサイトをめざし
ホームページをリニューアルしました

SNSでお客さまと交流する「SNS

マーケティングコミュニケーション室」を新設

公式SNS（Facebook、Twitter、Instagram）やPascoのホーム
ページを使って、さまざまな情報を発信する「SNSマーケティ
ングコミュニケーション室」を新設しました。新商品やキャン
ペーンの告知をはじめ、パンに関わる楽しい情報をお届けし
ています。SNSを活用してお客さまとのコミュニケーションを
深め、Pascoの魅力を伝えて、ファンになっていただけるよう取
り組んでいきます。

商品 紹介 ページ

公式 S N S

レシピ紹介 ページ

ホームページやSNSを活用して

情報発信や、お客さまとの

コミュニケーションを深めています。

豊かな食生活

のために

「超熟®イングリッシュマフィン」を
エッグベネディクト風にアレンジ

私のイチオシは、「超熟イングリッシュマフィン」。時間に余裕が
ある休日の朝食には、一手間加えて食べています。特におススメ
の食べ方は、エッグベネディクト風です。2つに割ってトーストし
たイングリッシュマフィンの上にハムと温泉卵、ピザ用チーズを
のせ、その上から温めたオランデーズソースを。温泉卵ととけた
チーズがイングリッシュマフィンと絡まり、絶品のおいしさです。

中部支社 営業一部
営業一課
山田 愛子

白を基調としたシンプルな
デザイン。情報の見やすさ・
探しやすさにも配慮してい
ます。全ページがスマート
フォン対応です。

商品ごとに原材料、栄養成分、アレルギー物質、販売エリア表示を追加。

パンのある豊かな食シーンをイメージしていただけるよう写真にもこだわりました。
レシピに使う材料がわかりやすいよう画像も掲載しました。

私の

おススメ

商品

パスコ・サポーターズ・クラブの
会員さま向けサイトが誕生

パスコ・サポーターズ・クラブ※会員のみなさまとPasco、そし
て会員同士をつなぐサイト「Pascoとおいしい時間」を立ち上
げました。「おいしく楽しい毎日を過ごすヒント」「パンにまつ
わる会話を楽しむコミュニケーションの場」をコンセプトに、
多彩な情報を紹介。今後は会員登録を簡素化し、より参加
しやすいサイトにしていきます。

SNSを活用した
学園祭プロジェクトを企画・実施

SNSマーケティングコミュニケーション室では、『Pasco

の学園祭「超」応援PROJECT』を企画・実施しました。こ
れは2017年秋に行われた学園祭（大学・短大・専門学
校）の模擬店にPascoが協賛し、学生がTwitterで準備段
階から当日までの様子を発信する
というSNSを活用した企画です。応
募の中から選考した4校の模擬店
には、調理に使うパンや備品など
を提供しました。今後もSNSを活
用し、若い世代のお客さまとの交
流も進めていきます。

V O I C E

お客さまとの
会話がやりがいに

開発本部 
SNSマーケティング
コミュニケーション室 室長
伴 智美（前列左）

Pascoの公式SNSでは、新商品、キャンペーン、食べ
方や食シーンの提案、Pascoの国産小麦への想い、
CSR活動など、幅広いテーマを扱うように心がけて
います。継続的に投稿するため、アイデアを考えたり、
写真を撮影したりするのも大変ですが、「SNSがきっ
かけで商品を購入した」というコメントや、たくさん
の「いいね！」が励みです。パンのある毎日がより豊
かになる、楽しいコミュニケーションの場にしていき
たいと思っています。

Pascoのホームページトップ画面

スマートフォントップ画面https://www.pasconet.co.jp

Twitter
@Pasco_JP

Facebook
@Pasco. JP

Instagram
@Pasco. jp
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れは2017年秋に行われた学園祭（大学・短大・専門学
校）の模擬店にPascoが協賛し、学生がTwitterで準備段
階から当日までの様子を発信する
というSNSを活用した企画です。応
募の中から選考した4校の模擬店
には、調理に使うパンや備品など
を提供しました。今後もSNSを活
用し、若い世代のお客さまとの交
流も進めていきます。

V O I C E

お客さまとの
会話がやりがいに

開発本部 
SNSマーケティング
コミュニケーション室 室長
伴 智美（前列左）

Pascoの公式SNSでは、新商品、キャンペーン、食べ
方や食シーンの提案、Pascoの国産小麦への想い、
CSR活動など、幅広いテーマを扱うように心がけて
います。継続的に投稿するため、アイデアを考えたり、
写真を撮影したりするのも大変ですが、「SNSがきっ
かけで商品を購入した」というコメントや、たくさん
の「いいね！」が励みです。パンのある毎日がより豊
かになる、楽しいコミュニケーションの場にしていき
たいと思っています。

Pascoのホームページトップ画面

スマートフォントップ画面https://www.pasconet.co.jp

Twitter
@Pasco_JP

Facebook
@Pasco. JP

Instagram
@Pasco. jp
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