
Impasto Surgelato per Pizza

カプート冷凍ピッツァ生地 カプート冷凍ピッツァ生地のこだわり

サッコロッソ
Saccorosso

クリシト
Criscito

シチリアの海塩

本場のナポリピッツァを日本でも手軽に再現したい…そんな思いで開発されたカプート
冷凍ピッツァ生地は、ナポリで多くのピッツァ職人たちに支持されているカプート社の小
麦粉「サッコロッソ」を100％使用。「小麦粉、酵母、塩、水のみで生地をつくる」という、
ピッツァナポレターナS.T.G.で定義されたナポリピッツァの条件をクリアしています。常温
発酵が可能な生地を玉状にして冷凍してあるので、並べておくだけで仕込みが完了！
発酵後も生地の状態が長持ちするため店舗でのオペレーションも簡単です。サッコロッ
ソ特有の伸ばしやすさも魅力的。200g、160gの2種類のサイズをご用意しています。

カプート社のサッコロッソ粉を100％使用
サッコロッソの特性を活かし、
コシの強さと弾力のバランスが良く伸ばしやすい生地を実現。
粉本来の旨みと香り、軽い食感が楽しめます。長時間の発酵に耐えるという特長も。

クリシトを加えてより風味豊かに
伝統的なピッツァ作りで使われてきた
リエビト・マードレ（生地の元種）の粉末“クリシト”を加えました。
旨みが増すだけでなく、冷めても生地が硬くなりにくい仕上がりになります。

ミネラル豊富なシチリアの海塩使用
塩もイタリアにこだわりました。ミネラルと旨みがぎゅっと詰まった海塩が
ピッツァの味わいと香りをより豊かにしてくれています。



こんなときは…
●生地を並べる際は、生地の変質や異物混入を防ぐため、打ち粉
や手粉、油、クッキングシート、ラップ、アルミホイルなどは使用し
ないでください。発酵後、生地が番重にくっついていても、スケッ
パーなどで簡単にはがすことができますのでご安心ください。

●生地が乾燥している場合は、軽く霧吹きを
するか、手に水を取り生地の表面を湿らせま
す。 ドゥコンディショナーなどで湿度を設定
できる場合は湿度70％程度が推奨値です。

●短時間で解凍＆発酵させるよりも、ゆっくりと時間を取った
方が生地の熟成が進んで旨みが増すため、解凍３時間、
発酵９時間の計１２時間を目安にしてください。

●発酵後、常温で６～９時間は使用可能です。
夏季冬季などの温度や湿度の変化によって
状態が変わりますので目安としてください。

●発酵後の生地が多少くっ
ついていても使用には問題
ありません。

●発酵後使用しなかった生地は、乾燥しないよう蓋をして冷蔵庫に入れておくと
一時的に発酵が止まり、翌日まで使用できます。使用する際は、冷蔵庫から出し
て2時間ほど置いて常温に戻してください。  冷たいまま使用しないようご注意
ください。

解凍
3時間
発酵
9時間計12時間計12時間

発酵後の生地は様々なレシピにアレンジ可能！〈カプート冷凍ピッツァ生地活用レシピ〉参照

並べる際は
何も敷かなくてOK！

生地の表面が
乾燥しないよう注意！

～解凍 ＆ 発酵～

使用生地
200g
160g

発酵後
約12cm
約11cm

発酵前
約８cm
約7cm

18～25℃ 12時間 70％

推奨

生地を冷凍のまま番重に並べます。発
酵後は生地がふくらむので、この時に
間隔（3cm以上）をあけておくと成形
の際に取り出しやすくなります。 番重
がない場合は、生地の高さ程度の深
さがある蓋付きの容器（タッパー等）
に入れてください。

生地の表面が乾かないように蓋をし、
常温（18～25℃前後）で12時間ほ
ど解凍＆発酵させてください。

12時間経っても下記の発酵後の直径
目安に満たない場合は、発酵時間を追
加して調整してください。追加する場合
は、最大で＋4時間を目安としてください。
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2

3〈敷き詰めた場合〉

発酵前後の
大きさ比較

カプート冷凍ピッツァ生地の
使用方法



ボウルから出した生地を軽く円形に整え、
空気をフチに移動させるイメージで指先

を使って中央→奥→手前→左右の順にやさしく
押しひろげます。裏面も同様に下記のサイズにな
るまで円形にやさしく押しひろげます。

発酵した生地に
デュラムセモリナ

粉を少量振りかけ、ス
ケッパーですくうように
して生地を取り出します。

～成形 ＆ トッピング～

デュラムセモリナ
粉の入ったボール

にいれて両面に薄く粉を
つけます。

200g
160g

丸く整えた後のサイズの目安使用生地
直径約17cm
直径約15cm

200g
160g

成形後のサイズの目安使用生地
直径約25cm
直径約23cm

大きさの目安を
参考に、４の工程

を繰り返してのばしま
す。 パーラに乗せる時
に少し生地がのびるの
で、仕上がりは目安＋2
～5cmほどになります。

ソースや具材がフ
チにつかないよう

気をつけながらトッピン
グします。 すばやく行わ
ないと穴があきやすいの
で注意します。

右手で生地の端を押さえ■ア、生地の反対側の下に左手の指先をいれ■イ、すくうようにして引っ掛け
て引きのばします■ウ。 引きのばした生地を裏返すようにして右手の手のひらに乗せます■エ。 この

時、左手を手前に持ってくるようにするとやりやすいです。更に右手を裏返して生地を一度作業台に置き
ます■オ。 生地を置く際に、90度ずつ回転させるように置くと、生地が回って均一な丸型に整えられます。

■ア ■イ ■ウ ■エ ■オ

※通信費などの費用はお客様のご負担になります。

世界一のピッツァ職人技術動画
「生地伸ばし 解説」 

わかりやすく動画でもご紹介！
右の二次元コードからアクセス！
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生地伸ばし 解説 検 索

カプート社
セモラ・リマチナータ
（デュラムセモリナ粉）

オススメ！

カプート冷凍ピッツァ生地活用レシピ
ピッツァ以外にもこんなに使える！

※200g（1玉）を基準としたレシピです。160g（1玉）を使用される場合は、生地を適宜切り分けて重量調整をしてください。

牧島昭成氏著「ピッツァナポレターナS.T.G.　ピッツァ職人の技術と知識／ピッツェリアの料理」（2013年/柴田書店）より

〈フィリング〉
マヨネーズ：適量、サニーレタス：1枚/1個、トマト：40g/1個、
モッツァレッラ：40g/1個、プロシュット・クルード：2枚/1個
1 生地を縁まで薄めに伸ばす。ただし薄くなりすぎないように、指先を上
のほうに反らせた状態で縁のほうまで伸ばす。
2 スケッパーで半分にカットする。
3 窯の入口を入ったあたりに入れ、途中一度裏返し、軽く焼き色がつく
まで焼き、冷ましておく。
　•サニーレタスは適当な大きさに切る。
　•トマトはスライスする。
　•モッツァレッラは３～４mm厚さにカットし、ペーパーで軽くはさんで水
気をふきとる。

4 オーダーが入ったら、３のパーネをナイフで切り離さないように上下に
切り開く。
5 マヨネーズをぬり、サニーレタス、トマト、モッツァレッラ、プロシュット・
クルードをサンドする。

「パーネ」とちがい、パニーノは発酵をとらずにすぐに焼くこ
とができる。テーブルパンとして焼きたてを提供してもいい。

パニーノ（2個分）

ピッツァ生地：1玉（200g）
1 生地すべてを重ね、両手で押してガスを抜く。面を返しながら、四隅
を引っ張って丸形から角をだして縦30cm×横35cmくらいの長方形に伸
ばす。
2 ガスを抜きながら手前から巻く。巻き終わりが近くなったら両端を内
側に丸め込み、フィオローネ形（バゲット形）に整える。巻き終わりをしっか
りとくっつけて下側にする。
3 番重に入れてフタを少しずらしてかぶせ、常温で約8時間発酵させる。
表面が少し乾くので、中は柔らかく、外側はガリガリとした焼きあがりにな
る。大きいパーネの場合は、この食感がアクセントになる。
4 発酵後、形をくずさないように、打ち粉をした木製パーラに移す。ナイ
フで１/4くらいの深さまで縦にクープを1本入れる。
5 200～250℃の窯に入れ、向きを変えながら20～30分焼く。

その日に余った生地を営業後の夜11時くらいに成形し、室温で発酵をと
ると、翌朝７時くらいに約２倍の大きさに膨らんで発酵している。ピッツァの
生地はイーストの量が少なく、発酵の力を抑える塩の量も多いので、通
常のパーネ生地に比べてゆっくりと発酵をとることができる。

パーネ（1個分）

ピッツァ生地：4玉（800g）

ルーコラ：10g、塩・黒こしょう：各適量、チェリートマト：10個、
エクストラバージンオリーブオイル：適量、パルミジャーノ：適量、
揚げ油：適量
※チェリートマトは４等分にカットする。

1 生地を半分にカットし、それぞれスケッパーで８等分に細長く
カットする。
2 １個ずつ両端を持って細長く伸ばし、軽くねじりながら結ぶ。
3 両端を持って引っ張って伸ばしながら、180℃のオイルに入れ
て素揚げする。すぐにキツネ色に揚がる。
4 皿に揚げたての３、ルーコラをのせ、塩、コショウをふる。チェ
リートマトをのせ、オリーブオイルをかける。パルミジャーノを削り
かける。

生地を結ばずにそのまま揚げ、パルミジャーノなしで仕上げる
と「アンジョレッティ　Angioletti」と名が変わる。

マサニエッリ

ピッツァ生地：1/2玉（100g）
エクストラバージンオリーブオイル：3g、塩：1つまみ、
オレガノ：２つまみ、パルミジャーノ：６g

1 生地を伸ばす。空気を抜きながら、指先で縁まで押して薄く伸
ばす。
2 オリーブオイルをかけ、手でぬり広げる。塩、オレガノ、パルミ
ジャーノをふる。
3 木製パーラに移し、膨らまないようにスケッパーの角でさして
全体的に空気穴をあける。
4 窯に入れ、ピッツァと同じ要領で回転パーラで向きを変えなが
らこんがりと焼く。
5 ピッツァカッターでカットしてサービスする。
パンのかわりや、おつまみとして提供する。しっかりめに焼い
てサクサクした食感にする。同様に生地を伸ばし、ラード、
バジル、ペコリーノをトッピングして焼けば、最古のピッツァ
「マストゥニコーラ Mastunicola」となる。

ピッツァ生地：1玉（200g）

MasanielliMasanielliFocacciaFocaccia

PaninoPaninoPanePane

フォカッチャ（１枚分）



カプート冷凍ピッツァ生地 Impasto Surgelato per Pizza

東 京 本 社　tel(03)5466-4510
関 東 支 店　tel(03)5466-4510
広 島 支 店　tel(082)249-7490

札 幌 支 店　tel(011)207-5070
名古屋支店　tel(052)962-9411
福 岡 支 店　tel(092)451-8383

仙 台 支 店　tel(022)211-9144
大 阪 支 店　tel(06)6209-0506

モンテ物産株式会社

http://www.montebussan.co.jp
※価格等詳細は弊社営業担当までお問合せください。

内容量 200g 160g

商品コード 17960 17961
商品名 カプート冷凍ピッツァ生地200g×15玉 カプート冷凍ピッツァ生地160g×15玉
入数 4 4
賞味期限 6ヶ月 6ヶ月
JAN 4907853179609 4907853179616

ケースサイズ 466×336×169（mm） 466×336×169（mm）

どうしてカプートなの？

多くのピッツァ職人に愛されるサッコロッソ

カプート社は1924年創業のナポリの製粉会社。ナポリピッツァ
発祥の地カンパーニア州でのシェアは約70％を誇る、まさに
ピッツァ用小麦粉のトップブランドです。三世代にわたって培っ
た経験により、ブレンドから製粉方法に至るまで、ピッツァ職人
たちのニーズに応えた商品を次 と々生み出しています。

時間をかけてゆっくりとすりつぶす伝統的な手法を用い、小麦へのダ
メージを抑えながら丁寧に製粉されるカプート社の小麦粉。人工的な
酵素や添加物は一切加えず、グルテンやたんぱく質を壊さない独自の
粉挽き技術から生み出された小麦粉は、本場ナポリのピッツァ職人た
ちに長年にわたって愛され続けています。

カプート社のサッコロッソは、
赤い袋に入っていることからピッツァ職人たちに
「Sacco Rosso（赤い袋）」と呼ばれるようになりました。
強さ、伸び、弾力のバランスがとれたピッツァ生地を
つくることができるため、根強い人気があります。
ゆっくりと発酵させることで旨みが増し、
発酵後も長時間良い状態を保てることも魅力のひとつです。

Saccorosso

Perché 
   Caputo?


